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先週および今週の我が国主要経済指標から（№272） 

１．先週の動き概要 

〇先週は、言わば、コロナ新変異株（オミクロン株）ショックで開けた格好だったが、週明け後

ただちに、バイデン米国大統領が、「十分な用意をしており、行動規制強化もしない」と宣言し

たことから、市場心理は改善、株価も値戻しして始まった。連れて、米国金利の先高観は後退し、

一時の大幅なドル安も、むしろドル買いの方向となった。もっとも、この一方で、パウエル FRB

（連邦準備制度理事会）議長が、30 日の議会証言で、「オミクロン株の出現や、最近の感染者

数の増加は、物価安定、最大雇用の実現にリスクとなる可能性がある」と発言すると、再び、景

気警戒感が台頭するとともに、この一方で、やや逆説的受け止め方とも思われるが、パンデミッ

ク加速はもとより、来年早めの利上げ懸念までが復活した格好となった。このため、結局、その

後、株価は下げに転じ、その後も上げ下げを繰り返す展開となった。ただ、我が国の 3 日の株

価は、前日 2 日の NY 市場が、割安感の高まりから急反発したのを受けて、出だしこそ株高に

なったものの、結局、オミクロン株に対する警戒感の方が勝り、値下がりして週越えとなった。

いずれにせよ、我が国をはじめとして、オミクロン株対策として、世界中が再び入国規制を強化

する方針を打ち出したことから、海外展開している企業や、漸く愁眉が開けつつあった（シュウ

ビを開く：今までの心配事がなくなって安心すること）航空業界中心に、警戒感を強めている。

（なお、オミクロン変異種の動き等は、別添追補で詳細解説） 

 こうした中、「OPEC（石油輸出国機構）プラス」は、バイデン大統領の協調「備蓄石油」放

出に反発したことや、オミクロン株拡散による経済減退を懸念し、2 日の会合で、日量 40 万バ

レルの増産ベースを見直すとの見方が市場に広まり、緊張を呼んでいたが、結局、これを見送っ

た。これは、市場では、大きなサプライズになった。ただ、原油市況については、むしろ先高予

想が強まり、WTI 先物は、１％程度の上昇となるなど、とにかく荒れた展開に終始した。 

○こうした中、米国経済については、まずは、景況関連指標が気になったが、11 月「ISM 製造

業景況指数」（1 日、61.1 と、前月の 60.8 から小幅上昇）、11 月「ISM 非製造業景況指数」（3

日、69.1 と、前月の 66.7 から上昇）と、依然として改善したものもあるが、大方は、11 月「シ

カゴ購買部協会景気指数」（30 日、61.8 と、前月の 68.4 から低下）、11 月「消費者信頼感指

数」（30 日、109.5 と、前月の 111.6〈速報値 113.8 から下方修正〉から低下）のように、い

ずれも市場予想（67.0、110.9）を上回るやや大幅な悪化となっており、足元の景気の流れに

若干の変化を感じざるを得ない。なお、景況に関係が深い雇用指標についても、11 月「非農業
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部門雇用者数変化」（3 日、前月比＋21.0 万人、前月の＋54.6 万人＜速報値＋53.1 万人を上

方修正＞から大幅伸び減少）は、市場予想（＋55.0 万人）を大きく上回る伸び減少となり、11

月「ADP 雇用統計」（1 日、前月比＋53.4 万人と、前月の 57.0 万人<速報値＋57.1 万人から

下方修正>から伸び減少）も、市場予想（＋52.5 万人）ほどではないにしろ、伸び減少に転じ

ており、雇用市場は、引き続き逼迫方向だ。一方で、11 月「平均時給」（3 日、前年同月比＋

4.8％と、前月の＋4.8％＜速報値＋4.9％を下方修正＞から上昇横ばい）への反映は鈍いものの、

11 月「失業率」（3 日、4.2％と、前月の 4.6％から改善）は、市場の低下予想（4.5％）を上

回る改善を見せ（2020 年 2 月以来の低水準）、予想通り、悪化一辺倒とはならなかった。 

 なお、実体経済指標では、10 月「製造業新規受注」（3 日、前月比＋1.0％と前月の＋0.2％

から伸び上昇）は、市場予想（＋0.5％）を上回る改善となったが、9 月「住宅価格指数」（30

日、前月比＋0.9％と、前月の＋1.0％から伸び低下）は、市場の上昇に転じるとの予想（＋1.2％）

に反し、僅かながら低下を余儀なくされるなど、タイムラグ部分もあってか、やや区々（マチマ

チ）の動きになっている。 

○この間、我が国経済については、1 日に、OEDC（経済協力開発機構）が、2021 年成長率見

通しを下方修正したものの、2022 年については、他の主要国には見られない、やや大幅な上方

修正をしており、これには、正直、違和感がある。（詳細は、別添追補参照） 

なお、経済指標については、まずは、景況関連で、第 3 四半期「法人企業統計」（1 日、財務

省）に着目していたが、とくに注目していた設備投資動向については、前年同四半期比＋1.2％

（前々四半期‐7.8→前四半期＋5.3％）と、市場予想（＋1.5％）を上回る減速となった。さら

に、売上高も、同＋4.6％（同‐3.0→＋10.4％）と、減速し、経常利益に至っては、同＋35.1％

（同＋26.0→＋93.9％）と、前年（同四半期‐28.4％）が大きくマイナスに転落していただけ

に大幅プラスとはなったが、前四半期比では、上昇幅半減となっているわけで、軽々には評価で

きない。事実、これを季節調整済み前期比で見ると、設備投資が前年同四半期比-2.6（前々四

半期＋0.8→前四半期＋3.2％）、経常利益が同‐7.4％（同＋8.9→＋0.7％）と、ともにマイナ

スに転じているほか、売上高も同‐0.4％（同‐0.2→＋0.1）と、マイナス幅を拡大しており、い

ずれもコロナ禍以前の水準を回復できずにいる。ただ、11 月「製造業・サービス業 PMI」（各

1，3 日、ともに Markit Economics）では、タイムラグもあってか、前者が 54.5（速報値 54.2）、

後者が 53.0（同 52.1）と、この時点では、僅かではあるが改善している。 

 さらに、注目の消費動向については、10 月「商業動態統計」（29 日、経産省）で確認したが、

小売業販売額は、前年同月比＋0.9％（前々月-3.2％→前月‐0.5％＜速報値‐0.6％を上方修正

＞）と、3 か月ぶりにプラスに転じた格好だ。これは、「百貨店・スーパー」の売り上げ回復（当

月＋0.9％、前月‐1.3％）の影響が大きい。また、11 月「新車登録台数」（1 日、自販連）も公

表されたが、前年同月比‐13.4％（前々月‐30.0→前月‐30.2％）と、引き続き水面下で、苦境

が続いてはいるが、かなり減少幅を縮小しており、やや安堵しているようにも見える。 

 加えて、消費周辺指標である、10 月「失業率・有効求人倍率」（ともに 30 日、各総務省・厚

労省）も公表されたが、前者については、2.7％（前々月 2.8→前月 2.8％）と、3 か月ぶりの

改善となり、後者も、1.15 倍（同 1.14→1.16 倍）と、再び低下はしたが、これはコロナ明け

による求職者の増加によるもので、実質的には悪化しているわけではないようだ。 
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また、10 月「鉱工業生産・速報値」（30 日、経産省）も公表されたが、前年同月比‐4.7（前々

月＋9.3→前月‐2.3％）と、市場予想（‐4.4％）を上回る形でのマイナス幅拡大となった。要す

るに、供給制限・停滞の影響が続いているわけだが、ただ、季節調整済み前月比で見ると、＋

1.1％と、4 か月ぶりのプラス（前々々月-1.5→前々月-3.6→前月-5.4％）になっていること

から、この影響も緩和の方向にあるとの見方もあるところだ。 

最後は、設備投資動向を、10 月「住宅着工件数」（30 日、国交省）で確認したが、前年同月

比＋10.4％（前々月＋7.5→前月＋4.3％）と、市場予想（＋5.8％）を上回る形で伸びを高め

ている。これは、持ち家が、同＋16.6％（同＋14.5→＋14.9％）、貸家が、同＋14.5％（同＋

3.8→＋12.8％）と、もともと高い伸びをさらに高めたことを映じたものだ。ただ、この一方で、

分譲住宅は、同＋0.6％（同＋5.3→‐14.9％）とプラスに転じたが、一方でマンションが、同‐

14.9％（同‐15.0→‐39.4％）と、3 か月連続での大幅減少となっており、ここは気がかりだ。

なお、地域別において、首都圏に限ってみれば、前年同月比＋14.7％（前々月‐2.0→前月‐10.5％）

と、2 か月連続での大幅マイナスからプラスに転じており、しかも、うち分譲住宅が、同＋0.6％

（同＋1.5→‐37.5）と、プラスに転じているわけで、ここには、首都圏の特殊性が窺がわれる。 

 

２．今週の動き予想 

○今週も、まずは、オミクロン変異株の行方に注目したい。また、欧米や韓国では、感染最多を

更新する事態が続いているなど、コロナ感染については、先が見えない状況が続いており、予断

を許さない状況になっていると考えるのが賢明と思われる。こうした中、世界経済は、復興の動

きが続いていることも確かだが、不透明感が増していることもまた事実だ。こうした中、中国経

済は、電力制限の緩和や石炭価格上昇の一服もあって、11 月「製造業 PMI」（30 日、50.1 と、

前月の 49.1 から改善）は、市場予想（49.6）を上回り、好不調の境目となる 50.0 を上回った

ことから、市場には、今後は、緩やかにも改善に向かうとの見方もあったが、習主席の矢つぎ早

の諸改革（「共同富裕」の名のもとに不動産、IT、教育等への大幅規制強化）の影響は継続して

おり、「恒大」をはじめとする大手不動産業界の苦境は、依然続いている。さらには、コロナ感

染も拡大している模様で、引き続き警戒する向きの方が多い。なお、この間、注目の物価関連指

標が公表されるが、市場は、11 月「消費物価指数」（10 日、市場は、前年同月比＋2.5％と、

前月の＋1.5％から伸び上昇予想）は、伸びが加速するが、11 月「生産者物価指数」（10 日、

前年同月比＋12.0％と、前月の＋13.5％から伸び低下）は、漸く伸び鈍化すると見ている。と

ころで、市場の中には、オミクロン株が拡散した場合の冬季オリ・パラ開催に支障が生じかねな

いと、懸念を示す向きもあり、ここにも相応の注視が必要かもしれない。 

 なお、世界的インフレ懸念は根強く、原油市況の高止まりがこれを助長している一因だが、先

週の「OPEC プラス」のサプライズ的「増産幅縮小」取りやめの行方が、物価動向と合わせて

気がかりだ。なおインフレ懸念については、市場には、もともと、「一時的」というよりも、「バ

イデン大統領の 10 年にわたる大型財政支出案が原因」との見方が少なくなかったが、結局、バ

イデン大統領が、「一時的」との見方を事実上取り下げたことから、市場には、早期利上げもあ

るべしとの見方も強まっており、ここは注意が必要だ。また、株価、長期金利、為替の動きもイ

ベント次第で乱高下する事態が続いており、予断を持たずに見極める必要がありそうだ。 



 

4 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№272） 2021.12.06 

○こうした中、米国の経済指標については、公表予定のものは数少ないが、まずは、景況関連の

動きに注目したい。これは、11 月「ミシガン大学消費者態度指数」（10 日、67.4 と、前月の

67.4 から横ばい予想）で確認するが、市場は、とりあえず横ばいになるとの慎重な見方だ。な

お、消費については、年間最大の売り上げ時であるクリスマスシーズンを控えているわけである

が、とりあえず、10 月「消費者信用残高」（6 日、前月比＋255.0 億ドルと、前月の＋299.1

億ドルから低下予想）は、減速すると市場は見ており、10 月「卸売売上高」（9 日）も、前月（前

月比＋1.1％）の伸びを下回ることも有り得るとの見方など、期待したほどの動きにはなってい

ないようだ。 

さらに、市場が気にしている物価動向については、11 月「消費者物価指数」（10 日、前年同

月比＋6.8％と、前月の＋6.2％から伸び上昇予想）で確認することになるが、市場は、さらに

伸びが加速すると見ているようだ。なお、これを前月比で見ると、＋0.7％（前月＋0.9％）と

やや減速するとの見方もあるが、いずれにせよ、ここは一段の注視が必要だろう。また、第 3

四半期「非農業部門労働生産性・確報値」（7 日、前四半期比‐4.9％と、速報値‐5.0％から減少

幅やや縮小予想）も公表されるが、市場は若干なりとも改善すると見ている。 

○この間、我が国の経済指標では、まずは、景況を知るうえで、第 3 四半期「実質 GDP 第 2

次」（8 日、内閣府）に注目したい。市場は、前四半期比年率換算‐2.5％（前々四半期‐4.1→前

四半期＋1.5→今期第 1 次‐3.0％）と、マイナス幅をさらに拡大すると見ている。これは、設備

投資は、同‐12.0％（同‐4.1→＋9.1→‐14.4％）は、減少幅縮小が見込まれるものの、個人消

費（同‐5.1→＋3.8→‐4.7％）、輸出（同＋9.9→＋13.6→‐8.3％）での回復増加が期待できな

いためだ。なお、輸出については、10 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）でも確認できるが、

市場は、この時点では、供給制限・停滞等から落ち込んでいた自動車輸出も改善に動き始めたこ

とから、季節調整済み貿易収支（前々月‐0.08→前月‐0.45 兆円）は、小幅ながらも赤字幅を縮

小すると見ている。このため経常収支も、＋0.90 兆円（同＋0.88→0.76 兆円）と、再び黒字

幅拡大に転じると見込んでいる。 

つぎに、市場が注視しているのは、11 月「景気ウォッチャー調査」（8 日、内閣府）だ。市場

は、現状判断 DI を、57.0（前々月 42.1→前月 55.5）と、さらに改善が進むと見ている。こ

れは、コロナ感染者が急減する中で、経済活動の正常化が進んだほか、前述のように、供給制限・

停滞から減産を余儀なくされていた自動車が回復の兆しを見せ始めている影響も大きいとの見

方だ。ただ、これには、足元のオミクロン変異株の影響は加味されていないと見られるため、や

や割り引いて見る必要が場合によってはあるかもしれない。こうした意味では、12 月「ロイタ

ー短観」（8 日、ロイター通信）の動きにも注目しておきたい。なお、市場は、製造業が、12（前々

月 16→前月 13）、非製造業が、＋1（同‐1→＋１）と、とりあえず、ともに改善が続くと見て

いる。 

 さらに、消費動向については、10 月「消費活動指数」（7 日、日銀）で確認するが、市場は、

前月（前月比前々月‐2.3→前月＋0.7％）にプラス転化した勢いが、「緊急事態宣言」解除もあ

って、加速されると見ている。 

 また、 消費周辺指標として、10 月「毎月勤労統計」（7 日、厚労省）も公表されるが、市場

は、現金給与総額が、前年同月比＋0.8％（前々月＋0.6→前月＋0.2％）と、再び伸びを若干で
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はあるが加速すると見ている。これは、「緊急事態宣言」解除により、飲食店等での人手確保が

難しくなっているところに、10 月から最低賃金が小幅ながらも引き上げられたことを受け、所

定内給与（同＋0.0→＋0.1％）、所定外給与（同＋6.0→＋4.4％）ともに改善すると見られて

いるからだ。 

 また、物価動向を、11 月「企業物価指数」（10 日、日銀）で確認するが、市場は、前年同月

比＋8.5％と、前月の＋8.0％からさらに伸び加速すると見ており、消費者物価（このところ生

活必需品中心に値上がりが目立つが）伸び悩みとの格差が目立つ。 

最後は、貸出動向を、11 月「貸出預金動向」（8 日、日銀）で確認したい。市場は、総貸出平

残前年比が、前月（前年比前々月＋0.6→前月＋0.8％）には、都銀等（同‐1.1→‐0.6％）での

マイナス幅縮小を背景に、再び伸び増加に転じた勢いが継続するか否かを注目している。なお、

伸びを低めていた信金（同＋1.7→＋1.3％）が、いくらかでも盛り返すか否かも、要注目だ。

なお、預金平残（同＋4.6→＋4.7％）については、とりあえず伸び横ばいと見ているようだ。  

 

３．来週の公表予定経済指標 

○来週は、まずは、日銀短観が、今次のみ前倒しで公表されるので、これに注目したい。また、

日銀政策決定会合も開催されるので、引き続き大きな動きはないにしても、重要な経済局面で、

黒田総裁がどのような説明をするか注視したい。なお、そのほかにも、以下のように重要な指標

が公表されるので注視したい。 

 

・景況関連：12 月「日銀短観」（13 日） 

・設備関連；10 月「機械受注」（13 日） 

      10 月「設備稼働率」（14 日） 

・輸出関連；10 月「貿易統計」（16 日） 

以 上 
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先週及び今週の我が国主要経済指標から（No272―追補） 

――コロナ新変異株：オミクロン株の動き等について 

――OEDC（経済協力開発機構）の経済見通しについて 

 

１．コロナ新変異株：オミクロン株の動き等について 

○南アフリカ由来（同国としては強く否定）とされる、新変異株：オミクロン株については、判

断に要するサンプル数が未だ少ないゆえに、確たることは言えない状況が続いているが、とりあ

えず専門家が発しているコメントをまとめてみると以下の通りだ。 

①最大の問題は、人間の細胞にとりつくスパイクたんぱく質の変異が、これまで類を見ない 30

か所以上（デルタ株の 2 倍）に上っており、あらゆる可能性があること。 

②感染力が、これまでになく大きいこと。しかも、アフリカ（これ以前に、既にオランダ、ドイ

ツで発生していた由）にとどまらず、世界中で、既に市中感染が報告されていること。このた

め、各国が、再び、一斉に渡航制限をかけ始めており、経済面での影響も大きくなると思われ

ること。 

③ワクチン効果が減少する可能性があるとのこと。このため、主要国はワクチンの 3 回目の接

種を急ぎ始めているほか、製薬会社は、必要に応じ、新変異株対応のワクチンを新たに作る意

向を表明していること。 

④重症化率が高いか否かは不明。現在のところは、感染しても軽症、無症状の人が多い模様。た

だ、今後、感染者数が急増した場合にどうなるかはわからない。 

○いずれにせよ、WHO（世界保健機関）では、現在、4 変異株（アルファー株、ベータ株、ガ

ンマ株、デルタ株）が指定されている、「懸念される変異株」に、オミクロン株を追加指定して

いる。いたずらに警戒しすぎることは避けるにしても、オミクロン株の素性がはっきりするまで

は、可能な限りの警戒態勢をとることと、世界のグローバリゼーションの広がりを勘案すれば、

自国の体制作りはもとより、途上国等をも広くカバーする世界規模の防疫体制作り、そして経済

復興を過度に急がないことが肝要と思われる。 

 ＊グローバリゼーション･･･社会的あるいは経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境界

を越えて、地球規模に拡大してさまざまな変化を引き起こす現象。 

○なお、昨年に比べれば、ワクチン接種も、治療薬の開発も進み、各国とも対応方法がある程度

わかっているわけであるから、過度に心配する必要はないとしても、相応の警戒態勢をとること

は必要だ。ただ、いずれにせよ、経済復興をどう果たしていくかも重要な課題であることも事実

なので、ここで改めて、「ウィズコロナ」体制構築を急ぐ必要があるように思われる。 

 

２．ＯＥＤＣ（経済協力開発機構）の経済見通しについて 

○ＯＥＤＣは、このほど恒例の経済成長率見通しを公表、2021 年を、＋5.6％（前回 9 月見通

し＋5.7％）と、僅かながら下方修正した。これは、米欧中心にコロナ禍からの経済復興が進ん

だことは事実ながら、この一方で、供給制限や物流停滞等から思うようには改善がはかどらず、
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さらに、コロナ再感染に逢着（ホウチャク：出会う、出くわすこと）する国も少なからずあるこ

とを映じたものだ。このため、経済復興がかなり進んでいると見られる米国にしても、＋5.6％

（同＋6.0％）と、下方修正幅は大きい。中でも、我が国は、コロナ感染減少が主要国に対し大

きく遅れたこともあって、足元の感染者数は極端に減少しているものの、この時点では、＋1.8％

（同＋2.5％）と、もともと極端に水準が低かったものを、さらに大きく下方修正されているの

が目立つ。 

なお、2022 年見通しについても、世界経済は、＋4.5％（同＋4.5％）と、これまでの上方

修正基調から一転して、伸び横ばいにとどまるとの慎重な見方になっている。特に、米国は、＋

3.7％（同＋3.9％）、ユーロ圏が、＋4.3％（同＋4.6％）と、これまでの上方修正基調から一

転して、伸び鈍化が目立っている。ただ、こうした中、我が国に限っては、＋3.4％（同＋2.1％）

と、やや大きく上方修正されており、やや異彩を放っている形だ。これは、本年 10 月以降に「緊

急事態宣言」が解除されたほか、コロナワクチンの急速な接種進捗や、この間の説明がつかない

ほどのコロナ感染者の減少が、先行きの急速な消費回復と、投資拡大を呼び込むと見てのことだ。

ただ、本追補１．でも述べたように、コロナに関し新変異株・オミクロン株が急速に拡散する懸

念が生じているうえ、もともと欧米の一部の国や韓国のように、ここにきて感染者数が既往最多

を更新している国もある状況下、我が国経済が、大きなグローバリゼーションのただなかにいる

現状を勘案すれば、いたずらに悲観視するつもりはないが、さりとて、コロナ感染について過度

に楽観視することも控えた方が賢明と思われる。 

なお、OEDC としても、コロナに関しては、オミクロン株の出現といった不確定要因が大き

いうえ、ワクチン接種率の低い低所得国（アフリカ諸国は、未だ、約７％の接種率にとどまって

いる）があり、さらに、人との接触が多い産業では、回復から取り残されるリスクがあると警告

している。さらに、供給網の混乱や原材料コストの上昇により多くの国でインフレ圧力が生じて

おり、にもかかわらず、労働力不足が先行して現れている国も少なくないわけで、各国とも難し

いかじ取りを強いられていると見ている。 

なお、こうした経済環境は、我が国としても埒外（ラチガイ：ある一定の範囲の外側）にある

わけではないわけで、ここは、2022 年についても、とりあえずは横ばい程度の経済成長にとど

まる可能性も有り得ると考えておいた方が良いとも思われるのだが、どうだろうか。 

 

＜OEDC の経済成長率見通し（2021 年 12 月版）＞ 

2021 年           2022 年 

9 月見通し 12 月見通し   9 月見通し 12 月見通し 

世界    5.7％    5.6％     4.5％   4.5％ 

米国    6.0     5.6      3.9    3.7 

ユーロ圏  5.3     5.2      4.6    4.3 

日本    2.5     1.8      2.1    3.4 

 

以 上 
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