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先週および今週の我が国主要経済指標から（№270） 

１．先週の動き概要 

〇先週のコロナ感染については、我が国は驚くほどの減少が継続した格好だが、欧米では逆に、

再び感染が増加（例えば、欧州では、新規感染者が、パンデミック開始以来最大値を更新）して

おり、しかも、冬場を控えていることもあって、警戒感を再びあらわにし始めている状況だ。こ

のため、全体としては、経済復興の動きが続いているが、オーストリア、ベルギー、ドイツ等で

は、再び、ロックダウンや部分的な行動制限に踏み切る動きを示している状況だ。さらには、こ

うした動きが需要と供給のアンバランスを呼び、さらにインフレ懸念の増大につながっているの

も事実だ。例えば、米国では、新規感染者が 9 万人を超える状況が続いており、後述のように、

経済指標の動きも振れが大きく、かならずしも順調な経済回復を示しているわけではないが、Ｆ

ＲＢ（連邦準備制度理事会）理事の中には、「テーパリング（金融資産購入の段階的縮小）を加

速し、ゼロ金利政策からの脱却を早める」ことを主張する向きも出始めているところだ。また、

バイデン大統領が、原油価格の高騰を眺めて、日本、中国等に「備蓄石油の放出」を要請したこ

とから、原油市況は、末端価格への影響は不明だが、とりあえず急落している。なお、懸案の 1

兆 7500 億ドル規模の歳出・歳入法案は、19 日に、下院を漸く通過し上院に送付されたが、共

和党はなお修正に拘っているほか、議会予算局も、このままでは 1600 億ドルの赤字になると

指摘していることから、民主党が目指している年内成立は不透明だ。なお、こうした中、中国経

済については、10 月「小売売上高」（15 日、前年同月比＋4.9％と、前月の＋4.4％から伸び上

昇）、10 月「鉱工業生産」（15 日、前年同月比＋3.5％と、前月の＋3.1％から伸び上昇）とも

に、悪化すると見ていた市場予想（各々＋3.7、＋3.0％）とは様変わりに、改善しており、市

場には、これで景気悲観論も後退するとの見方も浮上していることは確かだが、この一方で、Ｉ

ＭＦ（国際通貨基金）は、19 日公表の年次報告で、中国の経済成長率は「下振れリスクが増大

している」としており、むしろ警戒感を強めているなど、強弱の見方が交錯しており、ここは引

き続き、注視が必要だ。 

また、我が国でも、19 日に、新たな経済対策（総額 55 兆 7000 億円と過去最大）が閣議決

定され、これを評価する向きもあるが、市場には、「中長期的な経済成長につながる戦略投資に

乏しい」との批判の声も根強いことには留意すべきだろう。（なお、中国経済の現況や、我が国

の経済対策の詳細については、別添追補参照。） 

なお、この間、市況については、週末にかけて、米国株が値下りし、長期金利も低下に転じた

が、円相場は、貿易赤字が続いたこともあって、一段と円安が進んだ形での週越えとなった。な
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お、市場には、円の理論値は 99.8 円と主張する向きもあり、しかも、かつてのように、円安が

進めば輸出が増え、国内成長率を押し上げるといった効果もなくなりつつあるわけで、ここは、

先行き見逃すわけにはいかなくなりそうだ。この間、原油は、下落が続いたが、末端のガソリン

価格は、むしろ上昇が続いた格好だ。 

〇こうした中、米国の経済指標については、まず気掛かりなのは景況関連の動きだったが、11

月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、市場は 30．9 と、前月の 19.8 から上昇予想）、11 月

「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（18 日、39.0 と、前月の 23.8 から上昇予想）は、

市場予想（各々22.0、24.0）を、大きく上回る改善となった。さらに、10 月「景気先行指標

総合指数」（18 日、前月比＋0.9％と、前月の＋0.1％＜速報値＋0.2％を下方修正＞から伸び上

昇）も、ほぼ市場予想通りに改善が続くなど、いわば好調一色となった格好だ。また、第 2 週

「新規失業保険申請件数」（18 日、26.8 万件と、前週の 26.9＜速報値 26.7 万件を上方修正＞

から減少）は、さらに減少し、第 2 週「失業保険継続受給者数」（18 日、208.0 万件と、前週

の 220.9 万件＜速報値 216.0 万人を上方修正＞から減少）も減少に戻るなど、平常値の動きと

なっている。 

さらに、実体経済指標でも、10 月「小売売上高」（16 日、前月比＋1.7％と、前月の＋0.8％

＜速報値＋0.7％を上方修正＞から伸び上昇）、10 月「鉱工業生産」（16 日、前月比＋1.6％と、

前月の‐1.3％からプラスに転化）、10 月「設備稼働率」（16 日、76.4％と、前月の 75.2％か

ら上昇）は、いずれも市場予想（各々＋1.2％、＋0.7％、75.8％）を上回る改善を果たしてい

る。さらに、10 月「建設許可件数」（17 日、年率換算 165.0 万件と、前月の 158.6 万件＜速

報値 158.9 万件を下方修正＞から増加）についても、予想（163.0 万件）を上回って、増加に

転じている。ただし、10 月「住宅着工件数」（17 日、年率換算 152.0 万件と、前月の 153.0

万件＜速報値 155.5 万件を下方修正＞から減少）は、逆に、増加すると見ていた市場予想（158.0

万件）に反し減少に転じており、ここは、改善一辺倒ではないことには注意が必要だ。なお、物

価指数については、10 月「輸入物価指数」（16 日、前月比＋1.2％と、前月の＋0.4％から伸び

上昇）、10 月「輸出物価指数」（16 日、前月比＋1.5％と、＋0.1％から伸び上昇）のいずれも、

市場予想（各々＋1.0％、＋1.0％）を上回る伸び増加を見ており、これもインフレ懸念を高め

る一因になっているようだ。 

〇この間、我が国の経済指標については、景況動向を知るうえで、第 3 四半期「ＧＤＰ速報」（16

日、内閣府）に注目したが、年率換算前四半期比‐3.0％（前々四半期‐4.2→前四半期＋1.9％）

と、再び、しかも市場予想（‐0.7％）を上回る形でマイナスに転じた格好だ。これは、オリ・

パラが制限開催となったなかで、コロナ感染が再拡大し、個人消費が、同‐4.7％（同‐5.1→＋

3.9％）と、再びマイナスに転じた影響が大きいが、さらに、好調を持続すると見られていた、

民間設備投資も、同‐14.4％（同‐4.9→＋9.5％）、民間住宅が、同‐10.1％（同＋3.9→＋8.5％）

と、ともに大きくマイナスに沈んだ影響も大きい。さらには、輸出も、同‐8.3％（同＋9.8→＋

11.8％）、輸入が、同‐10.5％（同＋16.8→＋21.4％）と、供給・物流制約の影響もあり、急

ブレーキがかかった格好になっている。このため、市場には、第 4 四半期も、ある程度回復は

しても、これまでの見通しを下方修正せざるを得ないのではないかとの見方も増えている。 

さらに、注目の物価動向については、10 月「全国消費者物価指数・コア＜生鮮食料品・エネ
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ルギー除く＞」（19 日、総務省）で確認したが、前年同月比‐0.7％（前々月‐0.5→前月‐0.5％）

と、市場予想通りに、マイナス幅を拡大した形になった。さらに、全体で見ても、前年同月比＋

0.1％（前月＋0.2％）と、伸び低下しており、要するに、これは、このところの物価上昇も、

主にエネルギー、食品が中心で、その他は依然として値下り気味の状況が続いているということ

になる。なお、内訳では、光熱・水道（前月＋4.4→当月＋6.4％）、教養娯楽（同＋3.3→＋4.3％）

など、伸びを高めた項目もあるが、交通・通信（同‐6.4→‐7.5％）が引き続き下げ幅を高めて

いるほか、家具・家事用品（同＋1.7→＋0.9％）、被服及び履物（同 0.0→‐0.2％）など、小幅

ながら伸び低下、あるいはマイナス転化した先が目立っている。この間、生鮮食品（同＋2.2→‐

1.1％）は、この時点ではマイナスに転じ、ガソリン（同＋16.5→＋21.4％）は、更に急騰し

ている。 

最後は、設備投資動向だが、9 月「機械受注」（17 日、内閣府）は、コア（船舶・電力除く民

需）が、前月比‐0.0％（前々月＋0.9→前月‐2.4％）と、再びプラスに転じると見ていた市場予

想（＋1.8％）に反し、横ばいにとどまった。このため、四半期ベースで見ても、7～9 月期は、

前四半期比＋0.7％（前々四半期‐5.3→前四半期＋4.6％）もほぼ横ばい圏内の伸びにとどまっ

た格好だ。ただ先行きについては、前四半期比＋3.1％まで伸びが加速するとの見方になってい

る。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、残念ながら、まずは、コロナ感染状況を注視する必要がありそうだ。即ち、今回の米

欧の新型コロナ新規感染者の再拡大が、経済復興の動きに大きくブレーキをかけることはないに

しても、注意は怠らないほうが良さそうということだ。なお、これは、感染者が急減少している

我が国にしても同様で、行動制限や出入国制限を緩和していくことは必要としても、その手法や

感染再拡大時の対応については、十全な検討、準備体制構築を合わせ講じて置くことが求められ

ていると考えるべきだろう。さらには、先週には、予想外に好調だった中国はもとより、米国経

済についても、今週末のブラックフライデーや年末商戦については引き続き期待が強いが、ここ

は、注意深くウォッチしていくことが肝要と思われる。 

また、市況についても、世界の株式市場は、コロナ感染再拡大もあって重い展開になりそうだ。

ただ、米国の長期金利については、一進一退が続くとしても、ＦＲＢの早期利上げ観測がくすぶ

り、上昇圧力がかかると市場は見ており、この結果、為替にも、円安圧力がかかりそうだ。なお、

原油相場は膠着すると見られており、これも、円が売られやすい環境が続くと見られる要因にな

っている。 

〇こうした中、米国の経済指標については、注目の景況関連は、まずは、１１月「製造業・サー

ビス業ＰＭＩ」（ともに 23 日、市場は、前者が 59.0 と前月の 58.4 から、後者が 59.0 と前月

の 58.7 から、ともに上昇すると予想）は、さらに改善が進む見通しとなっている。また、7～

9 月期「ＧＤＰ・改定値」（24 日、前四半期比年率換算＋2.2％と、前四半期の＋2.0％から伸

び上昇予想）についても、改善方向に改定されると見込まれている。さらに、第 3 週「新規失

業保険申請件数」（24 日、26.0 万件と、前週の 26.8 万件から減少予想）、第 3 週「失業保険

継続受給者数」（24 日、206.0 万人と、前週の 208.0 万人から減少予想）も、ともに順調に減



 

4 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№270） 2021.11.22 

少すると見込まれている。ただし、この間、11 月「リッチモンド連銀製造業指数」（23 日、11

と、前月の 12 から低予想）は、若干ながらも悪化予想となっており、11 月「ミシガン大学消

費者態度指数・確報値」（24 日、66.8 と、前月の 66.8 から横ばい予想）も、改善足踏みが予

想されており、先週とは異なり、全ての指標が改善一辺倒予想になっていないことには注意が必

要だ。 

この間、実体経済指標でも、10 月「個人消費支出」（24 日、前月比＋1.0％と、前月の＋0.6％

から伸び上昇予想）および 10 月「個人所得」（24 日、前月比＋0.2％と、前月の‐1.0％からプ

ラスに転じる予想）、また 10 月「個人消費デフレーター・コア＜食品・エネルギー除く＞」（24

日、前年同月比＋4.1％と、前月の＋3.6％から伸び上昇予想）も、改善が進むと見られている

が、この一方で、10 月「新築住宅販売件数」（24 日、年率換算 80.0 万件と、前月の 80.0 万

件から横ばい予想）は、横ばいにとどまるとの慎重な見方になっている。 

〇なお、我が国の経済指標については、まずは、気掛かりな景況関連指標を、11 月「製造業・

サービス業ＰＭＩ」（ともに 24 日、Markit Economics）で確認したいが、市場は、前者 53.2

（前月 53.2）、後者が、50.7（前月 50.7）と、とりあえず横ばいと見ているようだ。 

さらに、11 月「東京都区部消費者物価指数」（26 日、総務省）も公表されるが、市場は、生

鮮食料品を除くベースでは、前年同月比＋0.3％（前々月＋0.1→前月＋0.1％）と、伸びを高め

ると見ている。これは、基本的には、物価低下傾向が続くが、原油価格の上昇が大きいと見てい

るためだが、ガソリンについては、前述のバイデン大統領の「備蓄石油」放出要請効果が、末端

までいきわたるか否かが注目されるところだ。なお、10 月「企業向けサービス価格指数」（25

日、日銀）も公表されるが、市場は、前年同月比＋0.9％（前々月＋1.0→前月＋0.9％）と、伸

び横ばいになると見ている。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、月末月初とあって、以下のように重要指標が数多いので、注視したい。 

・景況関連：第 3 四半期「法人企業統計」（1 日） 

11 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（各１，２日） 

・消費関連；11 月「消費活動指数」（2 日） 

       10 月「商業動態統計」（29 日） 

       11 月「新車登録台数」（１日） 

・消費周辺：10 月「失業率・有効求人倍率（ともに 30 日） 

・設備関連；10 月「住宅着工統計」（30 日） 

 

以 上 
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先週および今週の我が国主要経済指標から(No270－追補) 

――我が国は新規経済対策を打ち出したが、市場の評価はいまいち 

――インフレ率は、来年にかけて上振れの方向 

――中国の経済指標は改善するも、景気後退懸念消滅には至らず 

 

１．我が国は新規経済対策を打ち出したが、市場の評価はいまいち 

〇我が国経済は、第 3 四半期「ＧＤＰ」が、再び、予想外に大きくマイナスに転じるなど、速

度を落としながらもプラス成長を続ける米欧との差がさらに開いた格好だ。こうした中、政府は、

既往最高額（総額 55 兆 7000 億円、国費ベース 43 兆 7000 億円）の経済対策を閣議決定し、

そして、これが、実質ＧＤＰを、5.6％押し上げるとの試算を公表している。ただ市場には、「今

の段階で考え得る政策をすべて盛り込んではいる」が、効果的かつコロナで打撃を受けた企業・

個人への支援金を給付するだけでは、一時的な需要増にはつながっても、持続的な経済成長に繋

がらないことは自明だとか、経営努力をしない企業にも給付すれば、むしろ他国比見劣りが進ん

でいる生産性を、いたずらに引き下げかねないとの厳しい見方も少なくないところだ。 

さらに、岸田首相は、財源については、「赤字国債はじめあらゆるものを動員する」構えであ

るが、消費税等の増税は回避する方針のようであり、仮に、このまま、経済成長率の底上げがか

なわなかった場合には、2022 年のＧＤＰ対債務比率は、現行の他国比断トツの高水準である、

257％から 258％へと上昇（政府は 252％に下がると試算）すると見る向きもあるわけで、コ

ロナ対策でピークを付けた 2021 年から 2022 年にかけては、引き下げを目論んでいる他国（米

国 133→130％、ドイツ 72→70％、イタリア 155→150％）との相違がここでも拡大しかね

ないところだ。 

〇こうした中で、市場には、「そもそも、今回の経済対策は、未来を切り開くのか、過去に戻る

のか」が、はっきりしないとの主張も多く、このままでは、過去の巨額の経済対策がいずれもう

まくいかなかった二の舞になりかねないと危惧する向きも少なくない状況になっている。 

要するに、市場としては、経済対策は、額の大きさではなく、「その使い道」にあることを、

改めて強調した格好だ。 

 

２．インフレ率は来年にかけて上振れの方向 

〇インフレ懸念が、米欧中心に一層強まっている。例えば、「英国」の、10 月「消費者物価指

数」（17 日、前年比＋4.2％と、前月の＋3.1％から大きく伸び上昇）、「カナダ」（同＋4.7％と、

＋4.4％から伸び上昇）、「米国 10 月個人消費支出デフレーター」（24 日予想、＋5.1％と、＋

4.4％から伸び上昇）といった具合に、目標としている 2％をさらに大きく上回る事態になって

いる。このため、米国パウエルＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議長のように、あくまでも、「一

時的要因」との主張に固執しているように見える向きがあるが、この一方で、エコノミストの中

には、物価予想を引き上げる動きが相次いでおり、さらには、パウエル議長にしても見解が揺ら

いでいると主張するなど、先行き、インフレ圧力が持続するか否かが、金融市場での大きなテー

マになってきている。 
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こうした背景には、今回の物価高も、基本的には、コロナ禍を脱する過程での需要増加に、供給

体制が追い付かず、そこにエネルギー価格の上昇が加わった格好で進行したものであり、コロナ

感染もやがては収束するとみられることから、やがて収まるはずと見る向きがあることも事実だ。

ただ、この一方で、むしろ、コロナ感染再拡大懸念が広がってきていることから、これが、現在

の消費者の意識変革を長期間下支えする方向に働くと見る向きも増加しており、両者の見方が拮

抗している状況だ。なお、市場の中には、今後の焦点の一つは、サービスなどに消費がシフトし、

モノへの需要が落ち着くか否かにかかっていると見る向きもあるわけで、事実、ここにきて、サ

ービス価格の拡大に伴い、価格上昇に広がりが見えるようになってきている（特に相関関係の高

い家賃の上昇が目立つ）との指摘もあるところであり、ここも注視ポイントだ。 

いずれにせよ、景気回復が今一つ進まない中で、物価上昇のみが目立つ事態が長期化すれば、

最も懸念される「スタグフレ―ション」に陥る可能性がでてくるわけで、ここは、正念場に入り

つつあると見ても良いかと思われる。（本件については、後日、動画でも詳細報告の予定。） 

 

２．中国の経済指標は一部改善するも、景気後退懸念消滅には至らず 

〇中国では、「先週および今週の我が国主要経済指標から(No270)」で報告したように、重要指

標である、10 月の生産：鉱工業生産（前月＋3.1→当月市場予想＋3.0→当月実績＋3.5％）、

10 月の消費：小売売上高（前月＋4.4→当月市場予想＋3.7→当月実績＋4.9）といった重要指

標がともに、市場の悪化予想に反して改善し、しかも、経済の重しになりつつある不動産大手「恒

大」の利払いについても、当月猶予期限到来分（16 日）については、目途が立ったようである

ことから、市場の中には、これで過度な悲観論は後退する可能性が出てきたと見る向きもあるこ

とは事実だ。 

ただ、この一方で、1～10 月の固定資産投資は、前年同期比＋6.1％と、1～9 月の同＋7.3％

から伸び率が縮小しており、政府の不動産規制強化の影響等に因る不動産開発投資やインフラ投

資の減速は一段と加速していると見て良さそうだ。また、不動産大手「恒大」の資金繰りについ

ても、基本的には、政府は関与しておらず、しかも、先行きについては、引続き目途が立ってい

ないようであり、さらに、他の大手不動産会社（「花様年控股集団」、「新力控股」、「中国地産集

団」、「当代置業」等）の問題もあり、今後も難しい局面が続くと見たほうが良さそうだ。さらに

言えば、コロナ感染は、政府の必死の防止策にもかかわらず増加の方向であるうえ、電力不足も

続いているほか、「共同富裕」推進の名の下での、各種規制強化、増税策を打ち出している状況

を勘案すれば、ここで悲観論を後退させ得る局面に入っているとは、正直、言いにくいところだ。

さらに、ＩＭＦ（国際通貨基金）は、「先週および今週の我が国主要経済指標から(No270)」で

も報告したように、19 日発表の中国経済に関する年次報告で、2021 年の実質経済成長率見通

しの＋8.0％（2022 年は、＋5.6％）については、「下振れリスクが増大している」と分析して

いる。 

なお、こうした中で、中国人民銀行は、短期金融市場での公開市場操作により、市場への資金

供給体制を強化することで、明らかに景気テコ入れを目指しているわけで、これは、米欧や他の

新興国が利上げを模索し始めている動きとは、いわば真逆であり、特異な経済体質を一層露わに

しているとも言って良い現象かもしれない。（これは、我が国が言えることではないかもしれな
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いが。） 

いずれにせよ、ここは、当面、きめ細かくウォッチしていく必要がありそうだ。さらには、こ

の間、米中間の関係が、むしろさらに悪化しているようにも見えるわけで、ここも注意したほう

が良さそうだ。 

                                           

以 上 
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