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先週および今週の我が国主要経済指標から（№275） 

１．先週の動き 

〇今週も、欧米や韓国・中国で、再び、コロナ感染が猛威を振るい、これに、オミクロン株の急

速な置き替わりが進んでいる。例えば、米国の新規感染者数は、22 万人を超えたほか、英・仏

国でも 10 万人を超える事態になっている。さらに我が国にしても、感染者数の絶対数はいまだ

少数ではあるが、明らかに、予想外に早めの底打ち現象を示し始めている。このため、海外には

ロックダウンや行動制限に踏み切る国・地域も増え始め、クリスマスシーズンの書き入れ時にも

かかわらず、世界の航空便での欠航が相次ぐなど、経済面への悪影響が広がりつつある。（オミ

クロン株の実体については、別添追補参照） 

なお、この間、米国バイデン大統領は、2 兆ドルにも及ぶ「大型歳出法案」が、有力民主党員

の反対から成立の目途が立たなくなってもおり、更に窮地に追い込まれた格好になっている。さ

らに、主要国中央銀行の金融政策変更が、区々（マチマチ）の格好で出揃ったが、目下のところ

は、市場に大きな変化をもたらしているわけではない。ただ、先行きの行方は、大いに気になる

ところだ。（主要国中銀の金融政策については、別添追補参照） 

また、市況については、株価は、引き続き神経質な展開であったが、大きな動きはなかった。

なお、大幅値上がりに悩まされていた欧州天然ガスは、米国のＬＮＧ（液化天然ガス）供給もあ

って、急落した格好だ。ただ、原油については、ＷＴＩ先物が、値下りの後、週末には上昇基調

に戻している。 

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＋2.3％と、前回の＋2.1％から伸び上昇）、11 月「景気

先行指標総合指数」（20 日、前月比＋1.1％と、前月の＋0.9％から伸び上昇）、12 月「ミシガ

ン大学消費者態度指数」（23 日、70.6 と、前月の 70.4 から上昇）は、いずれも、横這いと見

ていた市場予想に反し、僅かとはいえ、改善した格好だ。さらに、12 月「消費者信頼感指数」

（22 日、115.8 と、前月の 111.9＜速報値 109.5 を上方修正＞から上昇）も改善が進んでお

り、コロナ再感染増加にもかかわらず、景況感は、予想外に改善が進んだ格好だ。 

その他の実体経済指標について、気掛かりだったのは物価動向だが、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＋5.1％＜速報値＋5.0％からを上方修正＞

から伸び上昇）は、これも、市場の横ばい予想に反し、さらに伸びを加速した格好だ。ただ、

11 月「個人消費支出」（23 日、前月比＋0.6％と、前月の＋1.4％＜速報値＋1.3％を上方修正
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＞から伸び低下）、11 月「個人所得」（23 日、前月比＋0.4％と、＋0.5％から伸び低下）は、

ともに伸びが減速しており、消費を取り巻く環境は、必ずしも堅調とは言い難いように見える。

さらに、住宅関連についても、11 月「中古住宅販売件数」（22 日、年率換算 646 万件と、前

月の 634 万件から増加）、11 月「新築住宅販売件数」（23 日、年率換算 74.4 万件と、前月の

66.2 万件＜速報値 74.5 万件を下方修正＞から増加）は、いずれも増加はしているが、市場予

想（各々652、77.0 万件）を下回っており、ここはやや気になるところだ。ただ、11 月「耐

久財受注」（23 日、前月比＋2.5％と、前月の＋0.1％＜速報値‐0.5％から上方修正＞から伸び

上昇）は、ここにきて、市場予想（＋2.0％）を上回る増加基調に転じるなど、まだら基調が続

いている。 

〇なお、我が国の経済指標については、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）で確認したが、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.6％

（前々月‐0.5％→前月‐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

続した格好だ。ただ、これを、総合ベースで見ると、同＋0.6％（同＋0.2％→0.1％）と、市場

予想（＋0.4％）を上回る伸び加速を見ており、これに、携帯電話料金引き下げの影響（1.48％）

を勘案すれば、既に、2％に達しているとも見られるところだ。いずれにせよ、世界的なインフ

レ懸念の強まりの中では、それでも異例の低水準が続いているとの見方もあるが、我が国でも、

輸入関連商品の値上げが目立っているわけで、ここは注意が必要な状況になりつつあるとも見え

るところだ。なお、内訳を見ると、「交通・通信」（前月‐7.5→当月‐6.9％）のマイナス幅縮小

はともかく、特に、「光熱・水道」（同＋6.4→＋9.2％）での伸び加速が目立っており、ここは

やや気になるところだ。さらに、「生鮮食品」（同‐1.1→＋3.1％）は、伸びを高めており、「ガ

ソリン」（同＋21.4→＋27.1％）に至っては、更に急騰の格好になっている。また、11 月「企

業向けサービス価格指数」（24 日、日銀）も公表されたが、前年同月比＋1.1％（前々月＋0.9→

前月＋1.0％）と、伸び上昇傾向が継続した形だ。 

また、設備投資動向を、11 月「住宅着工統計」（24 日、国交省）で確認したが、前年比＋3.7％

（前々月＋4.3→前月＋10.4％）と、3 か月連続での増加にはなったが、大きく減速した形だ。

これは、この内訳を見ると、分譲住宅（前々月‐14.9→前月＋0.6→当月＋6.5％）は順調に伸

びを高めているが、持ち家（同＋14.9→＋16.6→＋5.5％）、貸家（同＋12.8→＋14.5→＋1.4％）

は、ともに急ブレーキがかかった格好になっており、給与住宅（同‐35.6→‐45.2→‐42.6％）

に至っては、大幅マイナスを継続しているなど、世で言われているほど好調ではなく、ここは注

意が必要だ。 

 

２．今週及び来週の動き予想 

〇今週及び来週は、年末年始にかかり、経済活動の動きは乏しくなることから、年明け 4 日の

週報は休刊にする。なお、コロナ再感染の動きについては、新規感染が過去最高値を更新してい

る国・地域がある一方で、懸念されているオミクロン株は感染率は高いが、重症化率・死亡率は

低いとの見方も広がっており、いずれにせよ、当面は注視する必要がある。さらに、我が国でも、

1 月後半には、第 6 波入り確実と主張する向きが増えているわけで、ここは、3 回目のワクチン

接種の進捗や経口治療薬の普及がどこまで進むかが、経済復興の鍵になりつつあるようにも見え
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るところだ。 

こうした中、経済活動にも再びブレーキがかかり始めている面もあり、発表が相次いでいる来

年の経済見通しにしても、回復期待が先ズレし始めていることも事実であり、例えば、中国も今

年の「6％以上」の目標を、来年は、「5.5～5.6％」に引き下げた模様だ。ただ、こうした中、

我が国は、21 日の月例経済報告で、逆に、総括判断を、「持ち直しの動きが見られる」と上方

修正しており、ここは正直、やや時期尚早の感がある。 

なお、「政治・地政学リスク」については、北京オリ・パラの行方が気になるところだが、政

治的ボイコットは、結局、広がりを見せず、わが国も玉虫色的対応をしたことから、大きな対立

は回避されそうだ。さらにウクライナを巡る米露対立も、とりあえずは、ロシアが譲歩したよう

な対応を見せており、休戦の格好だ。ただ、これらに、ミャンマー、イラン、北朝鮮等を加えた

問題の行方については、予断を許さない状況が続いていると見たほうが良さそうだ。 

この間、市況については、株価は、欧米中心に、オミクロン株の重症化率・死亡率の低さを囃

す向きもあり、強含むと期待する先が多い。さらに長期金利についても、年内は横ばいに推移す

るにしても、年初からは上昇すると見ているようだ。為替については、円売り材料が乏しくなっ

てきていることから横ばい予想となっているが、年末年始の薄商いの中で、突発的な変動の可能

性もあるわけで、ここは注意したい。また、原油については、年内は上値に重い展開になると見

られているが、年明け早々の 4 日には、「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」が予定されてお

り、増産ペースの変更があるか否かを見極めた上で行動しようと市場は考えているようだ。 

こうした中、年末・年始の米国の経済指標については、まずは景況関連の動きを注視したいが、

市場は、12 月「リッチモンド連銀製造業指数（28 日、11 と、前月の 11 から横ばい予想）は、

とりあえず横ばいになると見られているが、12 月「シカゴ購買部協会景気指数」（30 日、61.5

と、前月の 61.8 から低下予想）については、僅かとはいえ悪化する可能性ありなどと、総じて、

慎重な見方をしている。さらに、12 月「ＩＳＭ製造業景況指数」（4 日、前月 61.1）、12 月「Ｉ

ＳＭ非製造業景況指数」（6 日、前月 69.1）も公表されるが、市場は、結局、クリスマス効果は

期待していたほどには盛り上がらず、いずれも、横ばい圏内の動きにとどまるとの見方だ。 

なお、実体経済指標については、年越し後での公表になるが、雇用関係指標が数多く予定され

ており、注意が必要だ。例えば、12 月「非農業部門雇用者数変化」（7 日、前月比：前月 21.0

万人）、12 月「失業率」（7 日、前月 4.2％）、12 月「平均時給」（7 日、前年同月比：前月＋

4.8％）といった指標公表が予定されているが、市場は、雇用逼迫は続き、失業率はさらに低下、

時給はそれなりに上昇すると見ているようだ。また、11 月「製造業新規受注」（6 日、前月比：

前月＋1.0％）、11 月「建設支出」（3 日、前月比：前月＋0.2％）も公表されるが、基本的に、

慎重に見ているようだ。 

〇さらに、我が国の経済指標では、まずは、景況関連の、12 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」

（各々4、6 日）に注目したいが、市場は、いずれも、とりあえず、前回速報値（各々54.2、

51.1）横ばいを予想している。なお、そうした中、ここは、コロナ禍で長らく減産を余儀なく

されていた自動車の生産回復度合いが、大いに気になるところであり、これは、11 月「鉱工業

生産」（28 日、経産省）で確認したい。市場は、前月比＋5.0％（前々月‐5.4％→前月＋1.8％）

と、大幅改善が進むと見ている。要するに、11 月以降には工場再開を本格化する先が出てきて
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いることを勘案したものだが、いずれにせよ、供給制限・停滞が完全に解消するにはまだ数か月

はかかると見られているほか、オミクロン株によるコロナ感染も急拡大の兆しにあるわけで、こ

こは注意深くウォッチする必要がある。 

次に気になるのは、消費動向だが、これは、１１月「商業動態統計」（２７日、経産省）で確

認したい。市場は、小売業販売額が、前年比＋0.5％（前々月‐0.5→前月＋0.9％）と、増加が

続くにしても小幅減速を余儀なくされると見ているようだ。要するに、外出機会の増加に連動す

る傾向の強い百貨店等の売り上げは堅調と見られるにしても、消費全体としては、財からサービ

スへのシフトが、より明らかになると見ているということだ。さらに、12 月「消費動向調査」

（5 日、内閣府）でも確認することになるが、市場は、消費者態度指数が、38.7（前々月 39.2→

前月 39.2）と、僅かながら低下に転じると見ているようだ。これは、国内のコロナ感染者数は

抑制された水準にとどまってはいるが、欧米での感染者再増加やオミクロン株の急拡大から、消

費者センチメント（心理・心情）の趨勢的（スウセイテキ）な改善は、一旦足踏み状況になると

見ているためだ。なお、12 月「新車登録台数」（５日、自販連）も公表されるが、前月（前々

月‐30.2→前月‐23.4％）まで続く、供給不足に因る販売不振が、その幅をさらに縮小するにせ

よ、今月も継続するとの見方だ。 

さらに、消費周辺指標である、11 月「失業率、有効求人倍率」（ともに 28 日、各々総務省、

厚労省）も公表されるが、市場は、前者については、2.7（前々月 2.8→前月 2.7）と、前月低

下の後は横ばいに推移すると見ている。ただ、後者は、1.17 倍（前々月 1.16→前月 1.15 倍）

と、上昇に転じ、経済活動の正常化に伴う労働環境の改善が進むとの見方だ。また、11 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、前年比＋0.8％（前々

月＋0.2→前月＋0.2％）と、やや大きく伸びが増加すると見ている。これは、前月までは、供

給制限・停滞から製造業の賃金の弱さが継続していたものの、当月は、さすがにその影響も弱ま

ってきていると見て、これが、伸び加速につながると見ているようだ。ただ、企業の冬季ボーナ

スは、前年比減額されたとのマスコミ報道もあることから、もくろみ通りに事が進むか否かは、

不分明とも言えるところだ。 

最後は、物価動向を、12 月「東京都区部消費者物価指数」（7 日、総務省）で確認することに

なるが、市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）は、前年同月比‐0.1％（前々月‐0.4→前

月‐0.4％）と、その幅を縮小させながらも、未だマイナス圏内にとどまると見られている。た

だ、総合ベースでは、同＋1.0％（同＋0.1→＋0.6％）と、さらに伸びを高め、携帯料金値下げ

の影響を勘案すれば、既に 2％を上回っていると見られる状況だ。これは、エネルギー価格の高

騰が続いているほか、輸入価格の上昇が、国内価格を押し上げていると見ているためだが、事実、

様々な値上げ発表が相次いでおり、ここは注意が必要になってきている。 

 

３．来々週の公表予定経済指標 

〇来週は、休刊とさせていただくため、来週の公表予定指標は、前述２．に、市場予想も付記し

た上で記載しており、ここでは、来々週の公表予定指標のみ記載したい。 

・景況関連；12 月「景気ウオッチャー調査」（12 日） 

・物価関連；12 月「企業物価指数」（14 日） 
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・貸出関連；12 月「貸出預金動向」（12 日） 

                                                 

以 上 
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先週及び今週の主要経済指標から（No275―追補） 

――オミクロン株の実体について 

――主要国中央銀行の金融政策出揃う 

――2022 年経済見通しに見られるビュ―ポイント 

 

１．オミクロン株の実体について 

〇オミクロン株の実体については、全てが解明されたわけではないが、それなりに解明は進んで

おり、現時点で判明していることを、英国当局の公表内容を中心に示してみると、以下の通り。 

①デルタ株より感染力はかなり高い。ただし、数値はさまざまであることに注意。 

―― 家庭内の 2 次感染で、デルタ株の約 1.3 倍。家庭外では、約 2.7 倍（なお、デンマーク

では、約 3.2 倍と公表。中には 5 倍を超すとの発表もある。） 

―― デルタ株より、再感染リスクは、約 5.4 倍（この他、3.3 倍との調査結果もあり、一度

感染しても安心できない。） 

②デルタ株より、重症度は低い。 

―― 入院リスクが 50～70％にとどまる（ただし、0～30％との調査結果もあり、もう少し、

検証数増加を待つ必要がある。） 

―― 南アフリカのケースでは、重症化リスクは７～8 割減少。 

   なお、入院しても、4～5 日程度で収まっており、医療逼迫リスクはその分少なくなる計

算。（ただし、感染力の上昇がこの結果を減殺する可能性もあり、必ずしも安心できない。） 

③ワクチン接種効果は、相応にある。 

―― ファイザー製で、2 回接種 2～4 週間後には 60％程度の予防効果があるが、15 週間後に

は、20％にまで低下。従って、ある程度の時間経過後は、3 回目の接種が必要（70％予

防効果） 

―― いずれにせよ、持続性の高いワクチンが開発されるまでは、何度も打ち続ける必要がある

ということ。 

④治療薬効果は、実験室では、相応の効果確認。 

―― ただし、先行き実証効果を多数重ねる必要がある。また、より効果の高い新薬開発が求め

られていることも確か。 

 

２．主要国中央銀行の金融政策出揃う 

〇主要国中央銀行の今年最後の金融政策決定会合が、相次いで開催され、我が国を除く主要国で

は、総じて、金融政策正常化に向かう姿勢を見せた格好だ。ただ、その手法は一様ではなく、概

ね、以下のように 6 分類される。なお、懸念されていた、市場の混乱も今のところはさほど顕

現化していない。 
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① 「利上げ実施強行先」（ＢＯＥ（イングランド中央銀行）等） 

―― 英国は、コロナ再感染が急激であることから、市場は、利上げするにしても、来年 2 月

と見ていたが、結局、日米欧で最初になる、予想外の利上げを実行。要するに、ＢＯＥは、

コロナ感染の経済面への悪影響よりも、インフレ率上昇の弊害の方が大きいと判断した格

好だ。なお、市場は、来年、さらに 3 回の利上げを実行し、政策金利（現行 0.25％）を

1％にまで引き上げると見ている。 

―― ノルウェーも利上げ（25ｂｐ：ベーシスポイント：1bp=0.01％）に踏み切ったが、コ

ロナ感染次第ではあるが、来年 3 月には再利上げすることが予想されている。 

②量的金融緩和政策縮小を実行するほか、来年の利上げをほぼ公表（米国） 

―― 米国では、資産購入減額テンポを速める一方で、利上げについても、来年 3 回実行をほ

ぼ表明するなど、金融政策変更を明示。なお、コロナ感染は、英国を上回るテンポで再

拡大しているが、「インフレ傾向及び労働市場の一段の改善を図る」ことが先決との考え

方。この結果、市場は、大きく揺れており、新興国への悪影響も計り知れない格好。 

③米国の利上げに対抗して、利上げ実行（ブラジルはもとより、パラグアイ、チリ、メキシコ等、

新興国 35 か国） 

―― 要するに、新興国では、このままでは、自国通貨安や資金引き上げにあい、下手をすると、

いわば、「スタグフレーション」（不況下のインフレ）や 1997 年のアジア通貨危機が再

燃にも追い込まれかねないと危惧。もっとも、例えば、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

しており、8.1％までに上昇している物価上昇率を、4％までに引き下げる狙いのようで

あるが、むしろ、経済面への悪影響の方が、より懸念されている状況。 

④資産購入減額は実行するものの、利上げは当面しないと表明（ＥＣＢ：欧州中央銀行） 

―― ＥＣＢでは、足元コロナ再感染で困惑していることは確かだが、この一方で、コロナ対策

で市中にあふれた資金を吸収する必要があると判断、そして、インフレはあくまでも「一

時的」なものと考え、利上げにまで踏み切るのは不当との考え方。 

⑤資産購入減額は実行するものの、緩やかで、利上げに踏み切ることはないとのスタンス（日銀） 

―― 我が国のインフレは、実質的には、既に 2％を超えているが、日銀は、これを認めず、ま

して利上げは全く考える必要はないとのスタンス（むしろ利上げはしたくとも、出来な

い状況に追い込まれていると考えた方が良いかもしれない）。 

⑥逆に利下げを実行（中国、トルコ） 

―― 中国、トルコでは、コロナ再感染増加の中、経済復興を優先する必要があると考えこのた

めには、逆に、利下げが必要と考えた模様。なお、インフレ率は、中国では大きくないが、

トルコは急激な上昇を見ているわけで、市場からのトルコ政府に対する非難の声も強い。 
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３．2022 年経済見通しに見られるビューポイント 

〇2022 年経済見通しが出揃ってきたが、共通しているビューポイントは、以下の通り。 

①コロナ感染の先行き 

―― 基本的には、この行方が、経済見通しの大前提になる。大方は、先行き収束することはな

いにしても、「ウイズコロナ」体制が進み、大きな経済阻害要因にはならないとの見方。

ただ、経済活動面ではすでに、様々な面での変化を余儀なくされており、ここが元に戻る

ことはないと考えたほうが良さそうだ。特に、生産と消費パターンが大きく変わる可能性

があり。 

②インフレについての対応方法に変化 

―― 既往の金融政策は、専ら、過剰な需要増加に対応する方策であり、今回のような供給不足

への対応を迫られるのは、いわば、初めてのケース。要するに、これまでの金融政策の常

識は通じない可能性があると考えるべき。そうであれば、新たな方策を考える必要がある。 

③パンデミックは今後も再発の可能性大 

―― なお、パンデミックを緩和するために財政措置を講じる必要があるが、効果はいたって限

定的であることが判明。しかも、経済成長については、財政支援が、むしろ阻害要因にも

なりかねないわけで、ここでも新たに有効な方策を講じる必要がある。 

④「政治・地政学リスク」、「気候変動」の経済面への影響が、さらに、極大化 

―― 結局は、新たな枠組み構築なくして、解決困難な事例が増加の兆し。 

 

                                             

以 上 
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