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先週および今週の我が国主要経済指標から（№274） 

１．先週の動き 

〇先週についても、コロナ感染は、欧州、韓国中心に、再び猛威を振るい、これに、オミクロン

株への警戒が、強弱交差する事態となり、経済を揺るがす状況が続いている。特に、市況面への

影響が大きく、株価は、ＮＹ市場が、先々週末に反転上昇したが、先週は週初に大きく下落した

後、それを上回って回復していたが、結局、週末には、後述のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）

決定を嫌って、再び大きく下落するなど、変化の激しい動きが続いた格好だ。なお、東京市場も

基本的にこれに追随し、週末は、日銀のコロナ禍支援策の縮小決定もあって、値下りしての週越

えとなった。さらに、原油市況も、ＮＹ・ＷＴＩ先物が、月初には、1 バレル 72 ドルまで高騰

した後、同 62 ドルまで急降下し、その後、同 70 ドル台で推移し、週末には急落するなど、激

しく上下している。また、ウクライナ情勢の緊迫化から、ロシアからの欧州向け天然ガスが急騰

し、これがアジアにも波及している。ただ、わが国のガソリン価格は、依然高値ではあるが、5

週連続で低下するなど、ここも読みにくい展開だった。また、この間、米国長期金利は、株安の

中でも低下を続けるなど、異例の展開となっており、市場の混乱ぶりが窺われる。なお、停滞が

懸念されている、中国の経済指標は、11 月「鉱工業生産指数」（15 日、前年同月比＋3.8％と、

前月の＋3.5％から伸び上昇）は、市場予想（＋3.6％）を上回る上昇となったが、11 月「小売

売上高」（15 日、前年同月比＋3.9％と、前月の＋4.9％から伸び低下）は、逆に、市場予想（＋

4.6％）を上回る伸び鈍化を見ており、結局、冴えない動きが続いている。 

こうした中、米国のＦＯＭＣ（14～15 日）が開催されたわけだが、テーパリング加速（資産

購入減額ペースを、月額 150 億ドルから 300 億ドルへ増額し、来年 3 月頃には終了）すると

ともに、来年 3 回の利上げが適当と判断した。また、英国イングランド銀行も、日米欧の中で

初めて、不安視されていた利上げに踏み切るなど、金融政策局面が大きく変わりつつあり、経済

復興への悪影響を懸念する声も高まっている。（この点の詳細は、別添追補参照） 

この間、「地政学・政治リスク」についても、米国のバイデン大統領・ハリス副大統領コンビ

に続き、英国ジョンソン首相の支持率も急速に低下しており、ここは気になるところだ。 

〇こうした中、米国経済指標については、まずは、景況関連の、2 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」

（15 日、31.9 と、前月の 30.9 から上昇）に注目したが、悪化すると見ていた市場予想（24.5）

とは逆に、僅かながらも改善している。ただ、この一方で、12 月「フィラデルフィア連銀製造

業景気指数」（16 日、15.4 と、前月の 39.0 から大幅低下）は、慎重な市場予想（30.0）を、
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さらに下回る水準にまで大きく悪化するなど、まだら模様になっている。さらに、12 月「製造

業・サービス業ＰＭＩ」（いずれも 16 日、前者は 57.8 と、前月の 58.3 から低下、後者も 57.5

と、前月の 58.0 から低下）が、いずれも悪化方向にあり、米国の景況は、コロナ感染の再拡大

もあって、基本的にはあまり良くないと見たほうが良さそうだ。なお、先々週大幅に低下した、

第 2 週「新規失業保険申請件数」（16 日、20.6 万件と、前週の 18.8 万件＜速報値 18.4 万件

を上方修正＞から増加）は、さすがに、市場予想通りに増加に転じているが、第 2 週「失業保

険継続受給者数」（16 日、184.5 万人と、前週の 199.9 万人＜速報値 199.2 万人を上方修正

＞から減少）は、逆に、減少に転じている。 

また、数多かった、実体経済指標については、とくに、物価動向を注目していたが、11 月「卸

売物価指数」（14 日、前年同月比＋9.6％と、前月の＋8.8％＜速報値＋8.6％を上方修正＞から

伸び上昇）は、市場予想（＋9.1％）をも上回る上昇となり、これも、テーパリング実行の根拠

の一つになったと思われる。なお、11 月「小売売上高」（15 日、前月比＋0.3％と、前月の＋

1.8％＜速報値＋1.7％を上方修正＞から伸び低下）、11 月「鉱工業生産」（16 日、前月比＋0.5％

と、前月の＋1.6％から伸び低下）については、ともに、もともと慎重な市場予想（各々＋0.8％、

＋0.7％）を、さらに下回る水準にまで、伸びが減速する事態になっている。ただ、この一方で、

11 月「住宅着工件数」（16 日、年率換算 167.9 万件と、前月の 150.2 万件＜速報値 152.0

万件を下方修正＞から増加）、11 月「建設許可件数」（16 日、年率換算 171.2 万件と、前月の

165.3 万件＜速報値 165.0 万件をやや上方修正＞から増加）については、逆に、もともとやや

強気な市場予想（各々156.7 万件、166.3 万件）を上回る増加となっており、さらには、11

月「設備稼働率」（16 日、76.8％と、前月の 76.4％から上昇予想）も若干改善しているわけで、

景気は、足踏み一辺倒でもないことには注意が必要だろう。 

〇この間、我が国では、日銀金融政策決定会合（16～17 日）があったが、現行の大規模金融緩

和策は継続されるなど、大枠には変化がなかったが、コロナ禍に苦しむ企業の資金繰り支援策に

ついては、対企業向けは、予定通り、来年 3 月末を期限とする一方で、中小企業向けは、同 9

月末までの延長が決まり、米欧との政策の方向性の違いが、さらに拡大した格好だ。 

なお、経済指標については、国交省に因る国の基幹統計の一部でもある、「建設工事受注統計」

の二重計上（しかも 2013 年から省ぐるみ）等が発覚し、国の統計の信頼性を損ねるという事

件が生じている。（なお、岸田首相は、必要に応じ、ＧＤＰを再計算することもあり得る旨表明。） 

ただ、本報では、とりあえず、粛々と、公表係数を基にした解説を続けたい。 

まずは、12 月「日銀短観」（13 日、日銀）だが、基本となる大企業製造業の現状判断ＤＩが、

18（前々回 14→前回 18）と、市場の改善予想（20）どおりにはならず、横ばいに止まった。

ただ、非製造業については、9（同１→2）と、市場予想通りに大きく改善した格好になり、景

気牽引者が若干入れ替わった形で、しかも、先行きに対しては、ともに若干悪化する予想（各々

13、8）となるなど、慎重姿勢が残る形となった。なお、中小企業は、製造業が、‐１（（前々回

‐7→前回‐3）と、市場予想通りに改善し、非製造業に至っては、-4（同‐9→‐10）と、僅かで

あれ市場予想（‐5）を上回る改善となった。ただし、いずれも、水面下からの脱出とはならず、

非製造業は、先行き、再び悪化を見込む（‐6）など、総じて、市場期待に反して、慎重な姿勢

がやや目立つ内容だった。もっとも、収益計画は、ともに大きく上方修正されている。（この間
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の注目ポイント等については、別添追補参照。なお、後日、動画でも解説予定。） 

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

も公表されたが、前者は、54.2 (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た市場予想（55.0）に反し、僅かではあるが悪化している。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たが、期待していたほどではな

かったということだ。さらに、後者も、51.1（同 50.7→53.0）と、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た市場予想（55.0）とは逆に悪化している。要するに、筆

者が常々指摘してきたように、市場の見方には、大分期待バイアス（偏向・先入観等）が大きい

ということだ。いずれにせよ、ここは注意が必要だ。 

ただ、この一方で、設備投資動向を、10 月「機械受注」（13 日、内閣府）で確認したが、コ

ア（船舶・電力を除く民需）が、季節調整済み前月比＋3.8％（前々月‐2.4→前月‐0.0％）と、

市場予想（＋2.0％）を上回る形でのプラス転化となっている。これは、この時点では、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ていたわけであるが、そ

の後に拡散しているオミクロン株問題が、先行きどう影響していくかは、気になるところだ。な

お、同時に公表された、10～12 月期見通しは、前期比＋3.1％（同＋4.6→＋0.7％）と、伸び

大幅上昇予想となっているが、ここは、先行き、下方修正されると見たほうが良さそうだ。 

最後は、輸出動向を、11 月「貿易統計」（16 日、財務省・日銀）で確認したが、輸出が、季

節調整済み前月比＋5.3％（前々月‐3.9→前月＋2.7％）と、自動車輸出が増加に転じたことも

あって、ほぼ市場予想（＋5.4）通りに、前月の伸びを大きく上回る伸び上昇となった。ただ、

この一方で、輸入も、同＋5.9％（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、輸出の伸びを若干上回る伸びとなったことから、結局、貿易収支は、‐0.48 兆円（同

‐0.60→‐0.44 兆円）と、赤字幅を若干拡大したものの、極く、小幅にとどまった格好だ。なお、

国別輸出では、米国向けが、前年比＋10.0％（前々月‐3.3→前月＋0.3％）と、2 か月連続で、

しかも大幅プラスとなり、この間、中国向けも、同＋16.0％（同＋10.3％→＋9.6％）と、17

か月で、しかも大幅増加となっているが、米中格差は、さらに縮小が進んだ形だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、欧州（特に英国）や韓国で、再び、コロナ感染が猛威を振るい、オミクロン株の世界

中への急拡散も続いており、オランダでは、19 日にロックダウンを決め、英・独仏・伊国でも

行動制限をさらに強化しており、ＷＨＯ（世界保健機構）も。18 日には、「緊急な事態」を宣

言している状況だ。さらに、我が国では、足元の感染者の大幅減少は良いとしても、3 回目のワ

クチン接種等では、相変わらず、政府の後手ぶりが目立っており、正直、不安が残るところであ

り、先行きの動きを注視したい。 

こうした中、経済面でも、クリスマス商戦の行方が気になるほか、米・英国の、金融政策変更

の影響が、新興国経済に、どう影響を及ぼしてくるかが、大いに気掛かりだ。なお、いずれにせ

よ、今回のインフレは、金融政策に絡む事象というよりも、コロナ禍に伴う、供給・輸送制限・

停滞、エネルギー高騰に伴うもので、利上げで解消するのとはとても思えないことも事実だ。さ

らに、我が国の消費者物価についても、1％未満の水準にとどまってはいるとはいえ、携帯電話
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料金の値下げ効果が、1.5％程度あると見られていることを勘案すれば、実質、１％台後半にま

で上昇しているとも考えられる。しかも、11 月「企業物価指数」に至っては、＋9.0％と上昇

し、既に、41 年振りの高水準なっているわけで、これに、先行き、仮に、「悪い円安」効果が

加わるとすれば、容易ならざる事態になることも考えられるわけで、ここは一段と注意深くウォ

ッチしていく必要がある。 

いずれにせよ、今週は、米・英国の金融政策変更に絡んでの動きがどうなるかが、大いに気に

なるところだ。なお、米国株価は、通常であれば、長期金利上昇、経済指標の改善足踏み、ドル

高から低下が予想されるところだが、最近はセオリー通りの動きにはなっておらず、結局は、上

下に動く展開になると思われる。つれて、東京市場も同様に動くと見られる。なお、先週末に低

下した米国長期金利は上昇に戻すが、円相場は、地政学リスクが意識され、横ばい圏内の動きに

なると市場は見ている。さらに、原油も、基本的には、高値での底堅い相場が続くと見られてい

るようだ。 

〇この間、米国の経済指標については、まずは、景況関連指数に注目したいが、第 3 四半期「Ｇ

ＤＰ確定値」（22 日、前四半期比年率＋2.1％と、前回の＋2.1％から伸び横ばい予想）、12 月

「ミシガン大学消費者態度指数」（23 日、70.4 と、前月の 70.4 から横ばい予想）いずれも、

市場は、とりあえず、横ばいにとどまるとの見方だ。 

その他の実体経済指標において、物価については、11 月「個人消費支出デフレーター」（23

日、前年同月比＋5.7％と、前月の＋5.0％から伸び上昇予想）で確認するが、市場は、さらに

伸びが加速すると見ており、この場合には、円売り要因になるので、注意が必要だ。ただ、11

月「個人消費支出」（23 日、前月比＋0.5％と、前月の＋1.3％から伸び低下予想）は、伸びが

減速し、11 月「個人所得」（23 日、前月比＋0.5 と、前月の＋0.5％から伸び横ばい予想）も、

横ばいにとどまるなど、取り巻く環境は、必ずしも良くないとの見方になっており、ここは気に

なるところだ。ただ、住宅関連については、11 月「新築住宅販売件数」（23 日、年率換算 77.0

万件と、前月の 74.5 万件から増加予想）、11 月「中古住宅販売件数」（22 日、年率換算 656

万件と、前月の 634 万件から増加予想）いずれについても、増加基調が継続すると見ているよ

うだ。さらに、11 月「耐久財受注」（23 日、前月比＋1.5％と、前月の‐0.4％＜速報値‐0.5％

から上方修正＞からプラス転化予想）も、ここにきて増加基調に転じると見ているなど、まだら

基調が続くとの見方だ。 

〇なお、我が国の経済指標は、公表予定のものは少ないが、まずは、注目の物価動向を、11 月

「全国消費者物価指数」（24 日、総務省）で確認したい。市場は、コア（除く生鮮食品・エネ

ルギー）が、前年同月比‐1.1％（前々月‐0.5→‐0.7％）と、携帯電話通信料引き下げの影響が

続き、マイナス基調が継続すると見ている。なお、世界的にはインフレ懸念が強まっており、我

が国でも、輸入関連商品の価格上昇が目立っているが、総合ベースでも、同＋0.4％（同＋0.2→

＋0.1％）と、異例の低水準が続くと見られているが、これも、携帯電話料金引き下げの影響が

切れる来年 3 月までと見られている。さらには、11 月「企業向けサービス価格指数」（24 日、

日銀）も公表されるが、市場は、前月（前々月＋0.9→前月＋1.0％）に、僅かとはいえ、伸び

上昇に転じた勢いが継続することを期待しているようだ。 

また、設備投資動向を、11 月「住宅着工統計」（24 日、国交省）で確認することになるが、
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市場は、前年比＋8.5％（前々月＋4.3→前月＋10.4％）と、伸びは多少低下しても、堅調な伸

びになると見込んでいる。いずれにせよ、第 3 四半期の住宅着工は、経済活動の停滞もあって

鈍化していたが、「緊急事態宣言」明けの、第 4 四半期からは、改善基調にあるとの見方だ。 

 

３．来週および来々週の公表予定経済指標 

〇年末・年始を、間近に控えてはいるが、金融経済は大きく動いているので、引き続き、経済指

標の動きには注目していきたい。なお、年始、4 日の「先週及び今週の主要経済指標から」は、

休刊とさせていただきたい。 

 

・景況関連；１２月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（各４、６日） 

・消費関連；１１月「商業動態統計」（２７日） 

       １２月「新車登録台数」（５日） 

・消費周辺；１１月「失業率、有効求人倍率」（ともに２８日） 

・物価関連；１２月「東京都区部消費者物価指数」（７日） 

                                                 

以 上 
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先週及び今週の主要経済指標から（No274―追補） 

――12 月「日銀短観」は、改善持続するも、先行きは慎重 

――米・英国等に、金融政策変更の動き 

 

１．12 月「日銀短観」は、改善持続するも、先行きは慎重 

〇12 月「日銀短観」（13 日）については、基本的には、業況改善は続いているものの、市場が

期待していたほどではなく、先行きについては、慎重姿勢が残る結果だった。なお、政府・日銀

に対するインプリケ―ション（情報の背後にある潜在的な意味）は、大枠で、金融政策の変更を

求めるものではないものの、中小企業および信金等の金融機関に対する資金繰り支援の継続の必

要性を窺わせる内容になっている。（この点、先日の日銀政策決定会合での決議事項が、ほぼこ

れに沿った形になったことは、それなりに評価したい。） 

なお、ここでは、市場が特に注目していた点について、その結果を、解説したい。 

① 業況判断ＤＩについては、大企業製造業は横ばいの一方で、非製造業はやや大きく改善し、

その格差は縮小したが、先行きについてはともに悪化方向。なお、中小企業は大企業と方向

性はほぼ同様であるが、大企業と中小企業の格差は若干縮小。ただし、中小企業は、依然水

面下からの浮上には至らず、厳しい状況が続いている。 

② 物価に関して、大企業製造業では、「仕入れ価格」、「販売価格」ともに、「上昇」超幅が拡大

したが、販売価格への転化は進まず、足元は、むしろ、企業の採算は悪化している形だ。た

だし先行きについては、素材業種中心に、若干、採算割れは縮小する見込みになっている。

ただし、非製造業は、先行き、再び、「上昇」幅縮小を予想し、採算は悪化する見込みであ

り、ここは、やや気になるところだ。なお、中小企業もほぼ同様の動きであるが、先行きの

採算改善をより期待している格好だ。 

③ 企業収益は、大企業・中小企業とも、製造業中心に、大幅増益計画になっている。これは、

売り上げ計画が好調だったことが主因と思われるが、大企業非製造業だけが下方修正されて

おり、ここは気掛かりだ。 

④ こうした中、市場が期待している設備投資計画は、過去 20 年平均を大きく上回ってはいる

ものの、大企業で下方修正され、中小企業も、この時点では異例の小幅改善に止まるなど、

やや足踏み観が見られることは確かだ。さらに、これまで好調だった、ソフトウェア投資も

下方修正されており、ここも気になるところだ。 

⑤ この間の、企業の資金繰りは、総じて、安定的な動きとなっている。ただ、中小企業でやや

悪化の動きも見られ、ここは、政府・日銀に対し、何らかの支援継続を求めている可能性が

あるように見える。（この点は、前述のように、それなりの配慮があったことは事実だ。） 

⑥ 金融機関の業況判断については、銀行業中心に、予想以上に好転しているが、信金等は、未

だ水面下から抜け出せない状況であり、ここにも、政府・日銀の何らかの支援が必要と思え

るところだ。 
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２．米・英国等に、金融政策変更の動き 

〇米国については、14～15 日開催の、ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で、市場予想通りに、

資産購入減額テンポを、従前の月額150億ドルから300億ドルに増額する旨決定したことから、

購入額がゼロになる日もこれまでの来年央から、3 月に早まる見通しになっている。このため、

市場の関心も、その後に、資産圧縮にまで向かうのか否かに移ってきているように見える。さら

に、ＦＯＭＣは、2022 年に年 3 回（合計‐0.75％なので、‐0.25％ずつ 3 回になるとの計算の

ようだ）、また 2024 年に 2 回の利上げが適当としているわけで、金融政策は明確に変更された

格好になっている。なお、本件については、「インフレ傾向及び労働市場の一段の改善を図る」

ことが名目になっており、事実、米国のインフレ傾向はさらに高まる方向にあるが、この一方で、

「先週及び今週の我が国主要経済指標から（No274）」でも紹介したとおりに、米国経済は、コ

ロナ感染再拡大もあって、強弱まだら模様になっていることも事実であり、市場の中には、これ

で、経済が再び悪化しないか懸念する声もあるのが事実だ。ただ、株式市場は、先週末は大きく

下落はしたが、それでも、総じて見れば過熱感さえ窺われる状況が続いており、正直、ここは説

明がしにくいところだ。 

なお、こうした中、英国イングランド銀行（ＢОＣ）は、16 日の金融政策委員会で、日米欧

で最初になる利上げ（従前の 0.15％を 0.25％へ）を決定している。これは、「エネルギー価格

の高騰で物価上昇が進んでおり、利上げでインフレを抑制する必要があった」ことを理由にして

いる。ところで、市場としては、もともと、10 月には、利上げ意向であったものを、コロナ感

染再拡大から見送っていたと見ており、足元感染が加速している状況からすれば、再び見送るも

のと見ていただけに、サプライズとして受け止めているようだ。さらに言えば、これに先立ち、

ＩＭＦ（国際通貨基金）が、イングランド銀行に、「供給制限・停滞や労働需給の引き締まりに

よるインフレ期待が高まっており、2020～2021 年に提供した例外的な支援を引き上げる必要

がある」と、利上げの遅れに釘を刺す動きに出ており、これも理解しにくいところだ。 

ところで、「先週及び今週の我が国主要経済指標から（No274）」でも指摘したように、今回

のインフレ傾向は、必ずしも金融マター（問題・事柄・事態等）ではないとも見られる中で、米・

英国が、この時点で政策転換することは、前回、「№273-追補」でも紹介したように、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

国を、更なる苦境に追い込むことも予想される事態になっていることは事実だ。即ち、新興国で

は、今回の米・英国の政策変更により、資金の米国還流と自国通貨安（結果的にインフレ高進）

に見舞われているわけで、物価高への対処と同時に通貨防衛の観点から、あえて、利上げに踏み

切る先が多く（ブラジルはもとより、パラグアイ、チリ、メキシコ等、既に 3５か国にも上って

いるとの指摘もある）、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か、下手をすると、1997 年のアジア通貨危機が再燃する可能性もあり

得ると、危惧する見方も出てきているところだ。さらには、いずれにせよ、世界経済は、金利上

昇に脆いと見られており、金利が少し上がるだけでも、利払い負担が急増し、企業経営を圧迫し

かねない事態も考えられるわけで、先行き予断を許さない状況になってきていると見たほうが良

さそうだ。なお、こうした中、ロシア中銀は、17 日の理事会で、主要政策金利を 1.0％引き上

げて、8.5％（2017 年 10 月以来最高水準）にする決定をしている。これは、8.1％までに上昇

している物価上昇率を、4％までに引き下げるのが狙いのようだが、むしろ、経済面への悪影響
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の方が、より懸念されている。なお、さらに、トルコでは、17 日に、インフレ率が 21％超に

まで上昇しているのに、逆に、1 週間物レポ金利を 1 ポイント引き上げて、14％にしており、

これに伴い株価が暴落する事態に陥るなど、理解しがたい動きをしている。 

＊アジア通貨危機・・・1997 年のタイ通貨バーツの暴落を引き金に、アジア諸国に連鎖的に波

及した経済危機。東アジア・東南アジア各国の資本が一斉にアメリカドルへ逃避し、各国は通

貨暴落、対外債務の返済不能、金融システム危機、巨額の不良債権発生、深刻な景気後退に見

舞われた。日本を含むアジアだけでなく欧米の主要株価は急落し、アジア各国経済はマイナス

成長に陥り、インドネシアのスハルト政権やタイのチャワリット政権は失脚した。国際通貨基

金（IMF）がタイ、インドネシア、韓国の支援に乗り出し「IMF 管理」ということばを生ん

だ。ただ、高金利政策や緊縮財政を求める IMF 支援には限界があり、アメリカドルを域内で

相互融通する通貨交換協定などアジア独自の金融安定化の枠組みを創設する契機となった。 

＊レポ金利・・・日本では、金銭を担保として差し出す債券の貸借取引で「現金担保付債券貸借

取引」のこと。貸し手が借り手に債券を貸し出して担保金（現金）を受け取り、一定期間後の

決済日に債券の借り手は債券と貸借料を貸し手に渡し、債券の貸し手は担保金と利息を借り手

に渡す仕組み。短期の資金調達という意味では、資金調達コストは、現金担保金の金利から債

券の貸借率を引いたものになり、これを「レポレート」という。 

 

以 上 
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