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先週および今週の我が国主要経済指標から（№273） 

１．先週の動き 

〇先週のコロナ感染については、わが国では、うまく説明がつかないほどの大幅減少が継続した

が、欧米中心に、逆に増加している国もあり、韓国に至っては、連日過去最高値を更新し続けて

いるなど、収束に向かっているとは、とても言いにくい状況だ。さらに、新変異株：オミクロン

株拡大の懸念が世界中に拡散し、各国とも、再び、一部行動や渡航の制限を強化するなどの対応

措置を講じた形だ。ただ、その後、オミクロン株には、「感染力は今までになく強いが、重症化・

死亡率は高くない」との、今のところやや根拠に乏しい楽観論が台頭すると、株価は再び急騰し、

週末にかけては、利益確定売りから下落した後、反発して週越えとなるなど、上下変動が激しい

展開だった。この間、先々週は値下がりが目立っていた原油相場も反転の動きを見せていたが、

ガソリンについては、米国主導の、「備蓄放出、価格制限、補助金支給」が、ある程度功を奏し、

高止まりではあるが、値下りが続いた形だ。また、為替は、基本的には、日米の金利差拡大が意

識され円安方向で推移し、一時見られたリスク回避的な円買いの動きも、週末には縮小した格好

だ。こうした中、インフレ懸念は強まり、さらに、新興国では、オミクロン株への警戒を強める

一方で、米国の金融緩和政策縮小に伴う自国通貨安に対処すべく利上げに動く必要に迫られ、対

応に一段と苦慮しているのが実状だ。（なお、原油および新興国の動きの詳細については、別添

追補参照） 

なお、「地政学・政治リスク」についても、米国懸案の「債務上限」問題は、民主党主導で決

着の方向になったが、新たに、米露間で、ウクライナを巡る対立が深刻化している。さらに、米

中問題も、米国が「民主主義サミット」（9～10日、約 90か国が参加）を開催して、中国・ロ

シア等を「権威主義」として批判する一方で、中国は、世界各国との会合を重ねるなど、対立構

図が強まっている。さらには、「冬季北京 2022オリ・パラへの外交団派遣取りやめ」に発展し

ており、これに、オーストラリア、英国、カナダ等が追随し、わが国も難しい判断を求められる

事態になってきている。また、中国経済についても、大手不動産「恒大」について、欧州格付け

会社「フィッチ」が、9日には、一部デフォルト（７日期限の 8249万ドル）を認定するなど、

厳しい状況が続いている。（中国経済の現状については、別添追補参照） 

〇こうした中、米国の経済指標については、まずは、景況関連指標に着目したが、11月「ミシ

ガン大学消費者態度指数」（10日、70.4と、前月の67.4から上昇）は、市場の横ばい予想（68.0）

とは異なり、改善した格好だ。さらに、雇用の先行指標となる、第 1 週「新規失業保険申請件
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数」（9 日、18.4 万件と、前週の 22.7 万件<速報値 22.2 万件から上方修正>から大幅減少）

は、コロナ前はもとより、1969年以来、約 52年 3か月ぶりの低水準となるなど、雇用情勢の

改善先行が目立っている。ただ、これも、市場には、「祝日前後の季節的な歪み」と見る向きも

あり、オミクロン株次第では減速も当然あり得ると見られてもいることには、相応の注意が必要

だ。事実、第一週「失業保険継続受給者数」（9日、199.2万人と、前週の 195.4万人<速報値

195.6万人から下方修正>から増加）は、増加に転じている。 

なお、消費動向については、10 月「消費者信用残高」（7 日、前月比＋169.0 億ドルと、前

月の＋299.1 億ドルから大幅伸び低下）でも確認したが、この時点では、市場予想（＋260.0

億ドル）を上回る大幅な伸び鈍化をみている。ただ、この一方で、10月「卸売売上高」（9日、

前月比＋2.2％と、前月の＋1.7％＜速報値＋1.1％を上方修正＞）は、さらに伸びを加速させて

いるなど、一様の動きではない。また、他の指標にしても、第 3 四半期「非農業部門労働生産

性・確定値」（7日、前四半期比‐5.2％と、前四半期の‐5.0％からマイナス幅若干拡大）は、市

場の改善予想（－4.9％）とは逆に、むしろ悪化が進んでおり、第 3四半期「設備稼働率」（10

日、前四半期比 81.4と、前月の 82.0からやや低下）も、若干悪化方向だ。もっとも、この一

方で、住宅ローン週間申請件数は、前週比＋2.0％（前週‐7.2％）と、プラス転化しており、足

元の住宅需要は、好転しているようだ。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、＋6.2％から伸び上昇）で確認したが、

さらに伸びを加速させ、約 39年ぶりの高水準となっている。ただ、あくまで想定内の水準（＋

6.8％）にとどまったとして、市場には、「インフレはピークを付けた」とも見方もあり、事態

は複雑だ。いずれにせよ、区々（マチマチ）の動きが目立っており、米国経済は微妙な情勢が続

いているというわけで、ここは、一段の注意が必要だ。 

〇この間、我が国の景況指標については、最初に、第 3四半期「実質ＧＤＰ第 2次」（8日、内

閣府）に着目したが、前四半期比年率‐3.6％（前々四半期‐2.9→前四半期＋2.0→当期第 1 次‐

3.0％）と、市場の上振れ予想（‐2.5％）とは逆に、下方修正された格好だ。なお、これには、

これまでコロナ対応として、暫定的な季節調整の処理方法を採っていたものを見直した影響もあ

るとされているが、基本的には、コロナ感染拡大により、個人消費が、同‐5.3％（同‐4.4→＋

2.6→‐4.7％）と、下振れした影響が大きいと見られる。ただ、設備投資については、同‐8.8％

（同＋1.7→＋8.4→‐14.4％）と、引き続き水面下ではあるが、市場予想（‐12.0％）を上回る

マイナス幅縮小となっている。さらに、輸出も、同‐3.5％（同＋9.3→＋10.4→‐8.3％）と、

マイナス幅を大きく縮小しており、方向としては改善に向かっている観はある。 

次に市場が注目していたのは、11月「景気ウォッチャー調査」（8日、内閣府）だったが、季

節調整済み現状判断ＤＩは、56.3（前々月 42.1→前月 55.5）と、前月の大幅改善の後も小幅

ながら 3 か月連続での改善が続いた格好だ。ただ、内訳を見ると、「小売関連」は、53.7（同

41.6→54.1）、「住宅関連」が、47.0（同 46.8→47.5）と、むしろ小幅ながら悪化に転じてお

り、更には、先行き判断ＤＩは、53.4（前々月 56.6→前月 57.5）と、全体でも悪化を見込ん

でおり、とくに、「飲食関連」は、55.8（同 60.6→60.4）と大きく悪化していることから、コ

ロナ感染が現状極端に減少しているとはいえ、オミクロン株拡大の兆しもあることから、市場の

警戒感は引き続き強いと見たほうが良さそうだ。ただ、こうした中、「製造業」の現状判断は、
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55.0（同 45.0→50.1）と、大きく改善が進んでおり、これは、供給制限・停滞の中で減産を

余儀なくされていた自動車が回復し始めているためと見られている。なお、地域別に東京都に限

って見れば、現状判断が、59.7（前々月 45.9→前月 59.1）、先行き判断が、57.6（同 62.4→60.7）

と、方向としては、全国ベースと同じだが、いずれも小幅の動きとなっている。ところで、12

月「ロイター短観」（8日、ロイター通信）も公表されたが、これは、現状判断で、22（同 16→13）

と、大幅に改善している。 

さらに、消費動向については、10月「消費活動指数」（7日、日銀）で確認したが、季節調整

済み前月比＋4.3％（前々月‐2.0＜速報値‐2.3％を上方修正＞→前月＋1.0％＜速報値＋0.7％

を上方修正＞）と、やや大きく伸びを高めている。ただし、ここも、ある程度タイムラグを勘案

する必要がありそうだ。 

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

与総額が、前年比＋0.2％（前々月＋0.6→前月＋0.2％）と、市場の伸び加速予想（＋0.8％）

には至らなかったが、小幅増加が続いている。これは、「緊急事態宣言」解除効果もあって、「特

別給与」が、同＋14.9％（同＋3.0→‐0.9％）と、大きくプラスに転じた効果が大きいが、こ

の一方で、肝心の「所定内給与」は、同‐0.2％（同 0.0→0.0％）と、逆にマイナスに転じてお

り、政府をあげて給与引き上げに取り組んでいる折でもあり、ここはかなり気になるところだ。 

この他、市場が注目しているのは物価動向であるが、これを、11月「企業物価指数」（10日、

日銀）で確認すると、前年比＋9.0％（前々月＋6.5→前月＋8.3％）と、更に騰勢（トウセイ：

マーケット全般で使われる用語で、 相場 が上昇傾向にあること、また相場が上がっていく勢い

〈速度〉など）を強め、1980年 12月以来およそ 41年ぶりの伸び率となった。これは、コロ

ナ禍により景気回復が鈍い中で、原油などの国際商品価格が上昇しているほか、円安で原材料価

格の値上がりが相次いでいることが主因だ。いずれにせよ、これが企業収益を一段と圧迫してい

ることも確かだ。 

ところで、前述ＧＤＰ統計でも注目した輸出については、10月「国際収支」（8日、財務省・

日銀）でも確認できたが、輸出は、季節調整済み前月比＋0.9％（前月‐5.4％）と、僅かではあ

るが、プラス回帰を果たしている。これは、供給制限・停滞等から大きく落ち込んでいた自動車

輸出が持ち直しに動き始めている効果が大きい。ただ、輸入は、季節調整済み前月比‐2.9％（前

月‐0.2％）と、逆にマイナス幅を拡大したことから、貿易収支は、‐0.18 兆円（前月‐0.45 兆

円）と、赤字幅を大きく縮小し、つれて、経常収支は、＋1.02 兆円（前月＋0.76 兆円）と、

黒字幅を拡大している。 

最後は、貸出動向を、11月「貸出預金動向」（8日、日銀）で確認したが、総貸出平残は、前

年比＋0.6％（前々月＋0.6→前月＋0.9％）と、再び伸び鈍化に戻った格好だ。これは、都銀等

が、同‐1.1％（同‐1.1→‐0.7％）と、マイナス幅拡大に転じたことが主因であるが、この間、

信金も、同＋1.0％（同＋1.7→＋1.3％）と、さらに伸びを低下させている。この間、預金平残

も、前年比＋4.3％（前々月＋4.6→前月＋4.7％）と、伸び鈍化に転じているが、これは、都銀

が、同＋4.4％（同＋4.7→＋5.2％）と、再び、前々月水準を下回るレベルまで、伸びを低下さ

せていることを映じたものだ。 
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２．今週の動き予想 

〇今週についても、やはり、コロナ感染の動きが、オミクロン株の実体解明を含めて気になると

ころだ。こうした中、世界経済は、供給制約緩和への期待が高まるなか、物価上昇（ただし、バ

イデン大統領は「インフレも峠を越した」と主張）と労働市場の逼迫が、実勢以上の規模と勢い

で強まっている。さらに、この一方で、各国には、渡航制限等の行動制限の動きを、従前ほどで

はないにしろ、再び強化する動きが広まっている。従って、市場は、しきりに順調な経済回復を

囃しているようにも見えるが、正直のところむしろ不透明感が強まっており、ここは一段と注意

深くウォッチしていく必要がありそうだ。なお、この間、「地政学・政治リスク」も、バイデン

大統領が国内支持率の低下挽回を狙うように、国際問題に前のめりになってきているようにも見

え、米中問題はもとより、米露問題、さらにはショルツ新首相が選任されたドイツの行方も含め、

一段の注意が必要だ。 

この間、市況についても動きが激しくなる見込みで、とくに、経済面での足枷が大きくなって

きている原油については上昇方向の一方で、足元のガソリン価格は低下しており、これが、何時

まで継続するかが気掛かりだ。なお、株価は、いずれ反転上昇し、為替はもみ合いと見られてい

るが、心理的節目とされる 115円を下回る事態になるか否かが注目点だ。いずれにせよ、ここ

は注意が必要だ。 

〇こうした中、米国経済については、まずは、14～15日開催のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）

に注目したい。市場は、ここで、先行きの政策変更の具体的動きが示されると見ているが、景気

回復が盤石でもない中で、仮に、インフレ対応を優先して引き締めを急ぎ過ぎれば景気停滞のリ

スクを負うわけで、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）は、難路に入っていると見る向きもあること

は確かだ。なお、この間の、経済指標については、最初に、景気指標の、12月「ＮＹ連銀製造

業景気指数」（15日、25.0と、前月の 30.9から低下予想）、12月「フィラデルフィア連銀製

造業景気指数」（16日、26.5と、前月の 39.0から大幅低下予想）に注目したいが、市場は、

いずれも、やや大きく減速すると見ているようだ。こうした中、12月「製造業・サービス業Ｐ

ＭＩ」（いずれも 16日、前月は、各々58.3、58.0）の行方にも、注目が集まっている。さらに、

先週大幅に低下した、第 2 週「新規失業保険申請件数」（16 日、前週 18.4 万件）は、さすが

に増加に転じると見られているが、景気動向との関連は余りないと見て良いかもしれない。 

さらに、実体経済指標についても重要指標の公表が数多いので、注視したい。最初に、気にな

る物価動向を、11月「卸売物価指数」（14日、前年同月比＋9.2％と、前月の＋8.6％から伸び

上昇予想）で確認したいが、市場は、更なる上昇を見込んでいる。なお、11 月「小売売上高」

（15日、前月比＋0.8％と、前月の＋1.7％から伸び低下予想）、11月「鉱工業生産」（16日、

前月比＋0.7％と、前月の＋1.6％から伸び低下予想）については、市場は、ともに減速を見込

むなど慎重だ。ただ、11月「住宅着工件数」（16日、年率換算 157.0万件と、前月の 152.0

万件から増加予想）については引き続き強気で、11月「建設許可件数」（16日、167.0万件と、

前月の 165.3万件＜速報値 165.0万件をやや上方修正＞）についても増加し、11月「設備稼

働率」（16 日、同 76.8％と、前月の 76.4％から上昇予想）も若干改善すると、市場は見てお

り、引き続き区々（マチマチ）の見方だ。 
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〇この間、我が国の経済指標については、まずは、12月「日銀短観」（13日、日銀）を注目し

たいが、市場は、基本となる大企業製造業の現状判断ＤＩを、20（前々回 14→前回 18）と、

前回見通し（14）とは逆に、改善が続くと見ている。ただし、供給制限・停滞や原油価格上昇

が続いており、小幅改善にとどまるとの見方だ。この一方で、非製造業については、9（同 1→2）

と、前回見通し（3）を大きく上回る改善を予想している。これは、「緊急事態宣言」解除後の

人流回復を見込んでのことだが、いずれにせよ、景気の本格的立ち上がり期待が強く、筆者とし

ては、やや時期尚早の感なしとはしない。なお、中小企業については、水面下ではあるが、製造

業は、‐1（前々回‐7→前回‐3→今回予想‐1→今回先行き予想 0）と改善が続き、非製造業も、

‐5（前々回‐9→前回‐10）と、ともに、前回の先行き悪化見通し（各々‐4、‐13）とは逆に、改

善に転じ、今回先行き（各々0、＋1）もさらに改善が進むと見ているようだ。要するに、非製

造業の回復が先行し、さらに企業規模格差も、幾分縮小に向かうと見ているということだ。（今

回短観のビューポイントについては、別添追補参照） 

さらに、景況指標としては、12月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（各々16日、Markit Economics）

も公表されるが、市場は、前者は、55.0(前々月 53.2→前月 54.5と、2014年以来の最高水準

にまで回復すると見込んでいる。これは、供給制約の段階的緩和に伴い自動車中心に生産回復が

進むと見ているためだ。さらに、後者も、55.0（同 50.7→53.0）と、国内経済活動の正常化

に伴う、製造業を上回る改善が続くと見ているようだ。 

また、設備投資動向を、10月「機械受注」（13日、内閣府）で確認することになるが、市場

は、コア（船舶・電力を除く民需）を、前月比＋2.0％（前々月‐2.4→前月 0.0％）と、プラス

に転じると見ている。これは、供給制限・停滞が徐々に解消に向かっていることが、設備投資回

復に向かわせると見ているためだ。 

最後は、輸出動向を、11月「貿易統計」（16日、財務省・日銀）で確認するが、市場は、輸

出が、季節調整済み前月比＋5.4％（前々月‐3.9→前月＋2.7％）と、自動車生産の回復を映じ

て大きく回復すると見ており、この一方で、輸入も、同＋5.6％（同 0.0→＋0.3％）と、医薬

品関連の増加や輸入価格の上昇を反映して、輸出の伸びを下回るとはいえ、強い伸びを見込んで

いる。この結果、貿易収支は、‐0.48兆円（前々月‐0.60→前月‐0.44兆円）と、再び、僅かな

がら赤字幅を拡大するとの予想だ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、公表予定のものは少ないが、注目の物価関連指標が公表されるので注目したい。 

・物価関連；11月「全国消費者物価指数」（24日） 

       11月「企業向けサービス価格指数」（24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（No273―追補） 

――12月「日銀短観」のビューポイント 

――新興国等は、強まる金利引き上げ圧力に苦慮 

――原油相場は、一段と読みにくい展開に 

――中国経済は、一段と先行き不透明 

 

１．12月「日銀短観」のビューポイント 

〇12 月「日銀短観」については、本日（13 日）公表されるわけであるが、市場は、特に以下

の点に注目しており、ここを重点的に読み込むことをお勧めしたい。 

① 業況判断ＤＩについては、市場が主張（「先週及び今週の主要経済指標から（No273）」で

紹介）しているように、製造業は小幅改善の一方で、非製造業はやや大きく改善に向かう

か否か。さらに、大企業と中小企業の格差が縮小するか否か。 

② 市場が期待している設備投資計画に、何らかの変化があるか。 

③ 物価に関して、仕入れ価格の上昇がどの程度販売価格に転嫁されようとしているか。要す

るに、企業のインフレ期待の上昇幅がどの程度になるか。 

④ 企業収益・資金繰りは、コロナ対策での大幅金融緩和もあって、むしろ改善が進んでいる

と思われるが、先行きはどうなると見ているのか。 

⑤ 想定為替レートの変化は、どの程度か。 

⑥ 金融機関の業況判断に変化はあるか。 

⑦ 日銀の金融政策に変更を加える必要が窺えるか。 

⑧ 日銀のコロナ対応政策に変更を加える必要が窺われるか。とくに、中小企業の対面型サー

ビス業の資金繰りがどの程度改善しているか。 

 

２．新興国等は、強まる金利引き上げ圧力に苦慮 

〇「先週及び今週の我が国主要経済指標から（No273）」でも紹介したように、米国が、景気の

本格回復を待たずに顕現化している、物価上昇や雇用逼迫に対処すべく、今週のＦＯＭＣ（連邦

公開市場委員会）で、テーパリング（量的金融緩和政策縮小）加速や利上げの早期実行を決める

見通しから、新興国等では、コロナ対策で大量に市場へ投入された資金還流（レパトリエーショ

ン）が米国で始まり、つれて自国通貨安に見舞われるとみて、この対応に苦慮している。 

即ち、コロナ禍は、各国に強力な財政支出を求め、いわば、世界中での金融緩和が、世界経済

を支えていたことから、もともと経済復興が遅れ、ワクチン接種も財政余力の乏しさから進んで

いない国が少なくなかった新興国も、それなりに恩恵を受けていた格好だった。そうした中で、

新興国では、米国の金融政策変更の動きが、早くから表面化していたことから、資金の米国還流

が起こり、自国通貨の対ドル安が生じており、これが輸入物価を押し上げ、さらに、供給・物流

制限・停滞が、これに追い打ちをかける構図になっていた。従って、このままでは、いわば、「ス

タグフレ―ション（不況下のインフレ）」にも追い込まれかねないと危惧する見方も出てきてい

たところだった。事実、そのため、既に 30か国近くもの国が、とりあえず、自国通貨防衛のた
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めの政策金利引きげに踏み切っている状況になっている。ただ、新興国としては、仮に、これで、

輸入物価上昇をある程度、抑制することが出来たとしても、利上げが、もともと脆弱な経済を下

押す可能性の方が強く、結局は、「スタグフレーション」に追い込まれる可能性もあるわけで、

その場合には、新興国のみならず、世界経済に対する打撃も小さくないと思われる。いずれにせ

よ、新興国は難しいかじ取りを迫られているわけであるが、正直、先行きは見通しにくい。 

なお、自国通貨安に追い込まれているのは、欧州各国初め我が国でも同様であるが、欧州では、

16日にＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会が開催されるが、コロナ感染が再拡大していることもあ

って、あえて金融緩和政策縮小、利上げには慎重姿勢を採るものと見られている。問題は、我が

国だ。これまでは、既に物価が 4％以上の水準に達している先進国の中でも、異例の物価安（実

質 0％）で推移してきているが、このところは、エネルギーはもとより、生活必需品・公的料金

での値上げが相次いでいるとはいえ、2％目標は事実上放棄している状況だ。ただ、この一方で、

仮に物価がさらに上昇する場合でも、「ＧＤＰ対比国債発行」が極端に高い我が国としては、利

上げに踏み切る（これは、国債金利上昇につながり、下手をすると日銀が債務超過に転落の恐れ）

わけにもいかず、正直、打つ手はあまりないのが実状だ。要するに、ここはいつもの極論ではあ

るが、「経済成長＝物価上昇」を求める前に、何とか、企業・国民が自力で、新しい産業構造を

構築することで、生産性を引き上げ（実は、これが、岸田首相が提示している分配率・賃金引き

上げの前提条件でもあるはず）、経済安定を成し遂げることを追求するのが筋とも思うのだが、

どうだろうか。 

 

３．原油相場は、一段と読みにくい展開に 

〇原油相場は、「先週及び今週の我が国主要経済指標から（No273）」でも報告したように、基

本的には、過去にない高値水準が続いているが、月初に「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」

が、オミクロン株拡散の懸念もあって、増産テンポを当面維持する方針を決めたことや、米国主

導で、「備蓄石油放出」が決まったことから、一時、値下りが目立っていたことは事実だ。ただ、

その後、オミクロン株への警戒感が多少和らぐと、「ＯＰＥＣプラス」が値上げ姿勢を示したこ

とや、米国シェールオイル業者（実は、この間、かなりの高収益を享受していた）に、増産・開

発の動きが見られなかったこともあって、再び、高値方向を示しており、これが、世界経済への

重しの一つになっている。 

もっとも、この間、最需要期入りしているガソリン価格については、若干の値下り状況が続い

ているが、それでも、比較可能な 2003年以降の最高値水準（産油国のサウジアラビアでさえ、

これまでタダ同然であったものが、年々倍増している模様）であり、市場も何時反転するか注目

しているといった、解りにくい構図になっている。 

要するに、市場としては、こうした動きの背景の一つには、世界的な「脱炭素」の動きも深く

関係し、容易には解決しない問題と見ているようだ。即ち、これは、バイデン大統領が推進して

いる「備蓄石油放出」も、所詮効果が知れているほか、「脱炭素」を重要施策の一つに掲げてい

ることが、大幅増益を享受しているシェール業界の動きを止めており（足元の生産は、日量 1160

万バレルと、コロナ禍入りしつつあった 2020 年 1～3 月期約 1300 バレルより低水準）、「Ｏ

ＰＥＣプラス」にしても、追加増産には入りにくくなっているとの見方だ。従って、市場は、原



 

8 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№273） 2021.12.13 

油高値相場が、バイデン大統領の主張とは逆に、当面継続すると見ているようで、引き続き、世

界経済の重しになるのは免れないようだ。なお、ＩＭＦ（国際通貨基金）も、このままでは、原

油高が、世界成長率を‐0.3％下押すと見ている。 

 

４．中国経済は、一段と先行き不透明 

〇中国経済は、9日には、大手不動産「恒大」のデフォルトが公式化され、さらには、中堅の「花

様年控股集団」、「地産集団」、「新力控股」のデフォルトが明らかになるなど、深刻な状況に陥っ

ているようにも見えるが、中国政府は、予想外に冷静で、「恒大」についても、「個別事例は、法

令に基づき粛々と対応する」方針のようだ。なお、市場も、比較的冷静に受け止めているようだ。 

ただ、さすがに、中国政府も、不動産規制については、ここにきて一部緩和したようで、さら

に、9日には、外貨準備率を、7％から 9％に引き上げる措置を半年ぶりに講じている。これは、

これまで不動産業界の拡大路線が、人民元買いを呼び込み、相場を押し上げていたが（中国政府

としても対外支援を推し進める上で好都合だった）、改めて、これが、国内企業収益を圧迫して

いる事実に注目し、もともと内需不振（個人消費のもたつき、当局の規制強化等が背景）の中で

の元高圧力を緩める狙いがあったものと見られる。ただ、中国不動産業界の 2022 年中償還予

定は、ドル建てオフショア社債だけで 400億ドル（中国本土外発行）、国内債が、1650億元に

も上っており、既に、有力格付け機関（フィッチ）が、3割超の企業に「ネガティブ」格付けを

している現状を勘案すれば、注視すべき事態が当面続くと見たほうが良さそうだ。 

こうした中、経済指標としては、11月「貿易収支」（7日、＋717.2億ドルと、前月の＋845.4

億ドルから黒字減少）が公表されたが、黒字幅を大きく縮小しており、気掛かりだ。なお、今週

は、11月「小売売上高」（14日、前年同月比＋4.8％と、前月の＋4.9％から伸び低下予想）、

11月「鉱工業生産」（14日、前年同月比＋3.8％と、前月の＋3.5％から伸びやや上昇予想）と

いった重要指標が公表予定であるが、市場は、後者は若干改善しても、前者は減速すると見てお

り、ここは経済回復見込みとは言い難いことも確かだ。 

                                                

以 上 
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