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Ｗeekly Global Economy  

海外 経済指標・イベント予定（2007年10月22日～10月26日） 
発表日：2007年10月21日(日) 

                

第一生命経済研究所 経済調査部 

海外経済チーム(03-5221-5001) 

10月22日～10月26日予定 

発表日 

(日本時間） 
イベント（経済指標、講演、等） 

当社 

予想 

コンセンサス、 

市場予想レンジ 

前月値

(前回値)

10.22 

（月） 

※ （ＩＭＦ）世銀ＩＭＦ年次総会    

      

 20：30 （米）クロズナーＦＲＢ理事 

銀行関係者対象の会合でスピーチ 

   

      

 3：45 （欧）トリシェＥＣＢ総裁ワシントンでスピーチ    

      

 8：00 （米）エバンズ米シカゴ地区連銀総裁 

シカゴで経済見通しについてスピーチ 

 

   

10.23  （タイ）チュラロンコーン大王記念日：休場    

（火）      

 ※ （中国）７－９月期実質ＧＤＰ成長率（前年比） ＋11.5％ ＋11.5％（＋10.7～＋12.3％）＋11.9％

 ※ （中国）９月小売売上高（前年比） ＋17.1％ ＋17.1％（＋16.5～＋17.5％）＋17.1％

 ※ （中国）９月生産者物価（前年比） ＋2.7％ ＋2.7％（＋2.5～＋3.1％） ＋2.6％ 

 ※ （中国）９月消費者物価（前年比） ＋6.2％ ＋6.3％（＋5.9～＋7.0％） ＋6.5％ 

 ※ （中国）９月鉱工業生産（前年比） ＋17.5％ ＋17.5％（＋17.0～＋19.0％）＋17.5％

 ※ （中国）９月固定資産投資 

（都市部、年初来、前年比）

全て 26 日までに公表される予定 

＋26.6％ ＋26.6％（＋26.0～＋27.2％）＋26.7％

      

 ※ （米）グリーンスパン前ＦＲＢ議長 

シカゴで開催の会合でスピーチ 

   

      

 15：45 （仏）９月家計工業品支出（前月比） ▲0.5％ ▲0.5％（▲0.8～＋0.7％） ＋1.0％ 

      

 23：00 （米）10 月リッチモンド連銀製造業指数 

 

＋10 ＋７（＋７～＋10） ＋14 
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発表日 

(日本時間） 
イベント（経済指標、講演、等） 

当社 

予想 

コンセンサス、 

市場予想レンジ 

前月値

(前回値)

10.24 ※ （中国）９月不動産景気指数   104.48 

（水）      

 17：00 （欧）10 月製造業ＰＭＩ（速報値） 53.2 53.0（52.7～53.5） 53.2 

 17：00 （欧）10 月サービス業ＰＭＩ（速報値） 55.1 55.0（53.9～55.5） 54.2 

 17：00 （欧）10 月合成ＰＭＩ（速報値） 55.1 55.0（55.0～55.3） 54.7 

 20：00 （米）ＭＢＡ住宅ローン申請指数 ＋0.9％  ＋0.7％ 

 23：00 （米）９月中古住宅販売件数（千戸） 5300 5250（4950～5800） 5500 

 23：00 （欧）トリシェＥＣＢ総裁 

欧州の将来に関するパネルディスカッシ

ョンに参加 

   

 1：30 （米）ポールソン財務長官 

インド訪問についてスピーチ 

   

      

 5：00 （ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）中銀金利発表 

 

＋8.25％ ＋8.25％（＋8.25～＋8.25％）＋8.25％

10.25 8：00 （韓国）７-９月期実質ＧＤＰ（前年比） ＋5.2％  ＋5.0％ 

（木）      

 17：00 （独）10 月Ｉｆｏ景況感指数 103.9 103.7（103.0～104.5） 104.2 

 17：00 （独）10 月Ｉｆｏ景況感指数（期待値） 98.5 98.4（97.7～99.0） 98.7 

      

 21：30 （米）新規失業保険申請件数（千件） 310 315（310～325） 337 

 21：30 （米）９月耐久財受注（前月比） ＋1.5％ ＋1.5％（0.0～＋4.0％） ▲4.9％ 

         除く輸送機器（前月比） ＋0.7％ ＋0.7％（▲0.5～＋2.5％） ▲1.8％ 

 22：00 （米）ＦＲＢ消費者諮問委員会が住宅ローンのルー

ルを討議 

   

 23：00 （米）９月求人広告指数 23 23（22～24） 23 

 23：00 （米）９月新築住宅販売件数（千戸） 775 770（710～820） 795 

10.26

（金） 

※ （独）10 月消費者物価 

（前年比、速報値、29 日までに発表）

＋2.4％ ＋2.4％（＋2.3～＋2.6％） ＋2.4％ 

 15：10 （独）11 月Ｇｆｋ消費者信頼感調査 6.5 6.5（6.2～6.6） 6.8 

      

 15：30 （インド）卸売物価（10 月 13 日の週、前年比） ＋3.12％  ＋3.07％

 23：00 （米）10 月ミシガン大消費者センチ（確定値） 82.0 82.3（81.0～86.0） 82.0 

 5：15 （米）ミシュキン米ＦＲＢ理事が講演「金融の不安

定と流動性供給手としてのＦＲＢ」 
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上記以外に、毎週火曜日に週間小売統計が発表される。 

（注 1）網掛けの経済指標は Indicators 作成予定、太字は重要指標 

（注 2）市場予想は Bloomberg 

（注 3）※は発表時期未定 

（注 4）（欧）はユーロ圏 
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＜日本・海外経済＞月間スケジュール（07 年 10 月～12 月） 

10 月 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

10/1 2 3 4 5
9月日銀短観(8:50)
8月毎月勤労統計（10:30）
9月自動車販売（14:00）
9月軽自動車販売（14:00）

（米）9月ＩＳＭ製造業景況指数
（欧）9月製造業ＰＭＩ（確定値）

9月短観業種別計数及び調査全
容(8:50)
9月マネタリーベース（8:50）
8月家計消費状況調査（14:00）
10年利付国債

（米）9月自動車販売
（米）8月中古住宅販売保留

（米）9月ＩＳＭ非製造業景況指
数

10年物価連動国債
岩田日銀副総裁挨拶

（米）8月製造業受注指数
（欧）ＥＣＢ理事会
（英）ＢＯＥ金融政策決定会合

8月景気動向指数（14:00）

（米）9月雇用統計
（米）8月消費者信用残高

8 9 10 11 12
9月景気ウォッチャー調査(14:00)

（米）ＦＯＭＣ議事録（9/18）

8月特定サービス産業動態統
計調査(13:30)
金融政策決定会合（～11日）

※（米）9月財政収支
（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）7-9月期実質GDP

8月機械受注統計（8:50）
8月国際収支(8:50)
9月マネーサプライ(8:50)
9月貸出・資金吸収（8:50）
10月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)

（米）9月貿易収支
（米）9月輸入物価

9月企業物価(8:50)
9月消費動向調査（14:00）
5年利付国債

（米）9月小売売上高
（米）10月ミシガン大消費者セ
ンチ（速）
（米）8月企業在庫

15 16 17 18 19
8月鉱工業指数・確(13:30)
8月商業販売統計・確（13:30）

（米）10月ＮＹ連銀製造業指数

9月投入・産出物価指数(8:50)
30年利付国債

（米）9月鉱工業生産
（米）10月NAHB住宅市場指数
（米）8月対米証券投資

8月第3次産業活動指数(8:50)
8月毎月勤労統計・確（10:30）
8月景気動向指数改訂（14:00）
8月建設総合統計（14:00）

（米）ベージュブック
（米）9月消費者物価
（米）9月住宅着工件数
（米）9月建設許可件数

10月ロイター短観(8:30)
9月全国百貨店売上高（14:30）

（米）9月景気先行指標
（米）10月フィラ連銀指数

8月全産業活動指数(8:50)
武藤日銀副総裁挨拶

（英）7-9月期実質GDP

22 23 24 25 26
10月主要銀行貸出アンケート
調査（8:50）
9月チェーンストア販売統計
（14:00）
9月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)
10月月例経済報告

※（中国）7-9月期実質GDP
※（韓国）7-9月期実質GDP

9月貿易統計(8:50)

（米）9月中古住宅販売件数
(欧)10月製造業PMI（速報値）

9月企業向けサービス価格指数
(8:50)
20年利付国債

（米）9月耐久財受注
（米）9月新築住宅販売件数
（米）9月求人広告指数
（独）10月Ｉfo景況感指数

9月消費者物価・全(8:30）
10月消費者物価・都(8:30）
9月鉱工業指数(8:50)

（米）10月ミシガン大センチ
（確）

29 30 31 11/1 2
9月商業販売統計（8:50） 9月労働力調査(8:30)

9月一般職業紹介状況(8:30)
9月家計調査(8:30)
2年利付国債

9月毎月勤労統計（10:30）
9月住宅着工統計（14:00）
10月BOJ展望レポート(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
金融政策決定会合

（米）FOMC
（米）7-9月期実質ＧＤＰ（速報
値）
（米）7-9月期雇用コスト指数
（速）
（米）10月シカゴＰＭＩ
（米）9月建設支出
（欧）10月消費者物価（速）

10月自動車販売（14：00）
10月軽自動車販売（14：00）
10年利付国債

（米）9月個人所得・消費
（米）9月ＰＣＥデフレーター
（米）10月ISM製造業指数
（米）10月自動車販売
（米）9月中古住宅販売保留

10月マネタリーベース（8:50）
9月家計消費状況調査(14:00)

（米）10月雇用統計
（米）9月製造業受注
（欧）10月製造業ＰＭＩ（確定値）

(※）印は期日が未定のもの  
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11 月 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

29 30 31 11/1 2
9月商業販売統計（8:50） 9月労働力調査(8:30)

9月一般職業紹介状況(8:30)
9月家計調査(8:30)
2年利付国債

9月毎月勤労統計（10:30）
9月住宅着工統計（14:00）
10月BOJ展望レポート(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
金融政策決定会合

（米）FOMC
（米）7-9月期実質ＧＤＰ（速報
値）
（米）7-9月期雇用コスト指数
（速）
（米）10月シカゴＰＭＩ
（米）9月建設支出
（欧）10月消費者物価（速）

10月自動車販売（14:00）
10月軽自動車販売（14:00）
10年利付国債

（米）9月個人所得・消費
（米）9月ＰＣＥデフレーター
（米）10月ISM製造業指数
（米）10月自動車販売
（米）8月中古住宅販売保留

10月マネタリーベース（8:50）
9月家計消費状況調査(14:00)

（米）10月雇用統計
（米）9月製造業受注
（欧）10月製造業ＰＭＩ（確定値）

5 6 7 8 9
金融政策決定会合議事要旨
（9月18・19日分）(8:50)
福井日銀総裁挨拶

（米）10月ISM非製造業指数

9月景気動向指数（14:00）
40年利付国債

（米）9月消費者信用残高
（米）7-9月期非農業部門労働
生産性（速）

9月機械受注統計（8:50）
10月マネーサプライ（8:50）
10月貸出・資金吸収（8:50）
9月特定サービス産業動態統計
調査（13:30）
10月景気ウォッチャー調査
5年利付国債

（欧）ECB理事会
（英）BOE金融政策決定会合

9月鉱工業指数・確(13:30)

（米）9月貿易収支
（米）10月輸入物価
（米）11月ミシガン大消費者セ
ンチ（速）

12 13 14 15 16
10月企業物価(8:50)
9月国際収支(8:50)
10月消費動向調査（14:00）
金融政策決定会合（～13日）

※7-9月期GDP1次速報（8:50）
9月商業販売統計・確（13:30）
11月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
※11月月例経済報告

（米）10月財政収支
（独）7-9月期実質ＧＤＰ
（伊）7-9月期実質ＧＤＰ

10月投入・産出物価指数(8:50)

（米）10月小売売上高
（米）9月企業在庫
（仏）7-9月期実質ＧＤＰ
（欧）7-9月期実質ＧＤＰ

9月第3次産業活動指数(8:50)
15年変動利付国債

（米）10月消費者物価
（米）11月NY連銀製造業指数
（米）11月フィラ連銀指数
※（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）7-9月期実質GDP

金融政策決定会合議事要旨
（10月10・11日分）(8:50)
9月毎月勤労統計・確（10:30）
9月建設総合統計（14:00）
9月景気動向指数改訂（14:00）

（米）9月対米証券投資
（米）10月鉱工業生産
（香港）7-9月期実質GDP

19 20 21 22 23
※10月全国百貨店売上高
（14:30）

（米）11月NAHB住宅市場指数

10月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

（米）10月住宅着工件数
（米）10月建設許可件数
※（台湾）7-9月期実質GDP

9月全産業活動指数(8:50)
※10月貿易統計(8:50)
20年利付国債

（米）ＦＯＭＣ議事録（10/31）
（米）10月景気先行指標
（米）11月ミシガン大センチ
（確）

※07年9月市街地価格指数
(10:00)
※10月チェーンストア販売統計
（14:00）

※（ﾏﾚｰｼｱ）7-9月期実質GDP

(欧)11月製造業PMI（速報値）

26 27 28 29 30
※（独）11月Ｉｆｏ景況感指数 10月企業向けサービス価格指数

(8:50)
10月商業販売統計（8:50）

（米）ベージュブック
（米）10月耐久財受注
（米）10月中古住宅販売件数

10月鉱工業指数(8:50)
2年利付国債

（米）7-9月期実質ＧＤＰ（改定
値）
（米）10月新築住宅販売件数
（米）10月求人広告指数
（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）7-9月期実質GDP

10月消費者物価・全(8:30）
11月消費者物価・都(8:30）
10月労働力調査(8:30)
10月一般職業紹介状況(8:30)
10月家計調査(8:30)
10月住宅着工統計（14:00）

（米）11月シカゴＰＭＩ
（米）10月建設支出
（米）10月個人所得・消費
（米）10月ＰＣＥデフレーター
（欧）11月消費者物価（速）
（インド）7-9月期実質GDP

(※）印は期日が未定のもの  
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12 月 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

12/3 4 5 6 7
11月ロイター短観(8:30)
7-9月期法人企業統計(8:50)
10月毎月勤労統計（10:30）
11月自動車販売（14:00）
11月軽自動車販売（14:00）

（米）11月ISM製造業指数
（米）11月自動車販売
（欧）11月製造業ＰＭＩ（確定値）
（タイ）7-9月期実質GDP

11月マネタリーベース（8:50）
10月家計消費状況調査(14:00)
10年利付国債

（米）7-9月期非農業部門労働
生産性（確）
（米）10月中古住宅販売保留
（米）10月製造業受注
（米）11月ISM非製造業指数

10月景気動向指数（14:00）
10年物価連動国債

（欧）ECB理事会
（英）BOE金融政策決定会合

7-9月期GDP2次速報(8:50)

（米）11月雇用統計
（米）10月消費者信用残高
（米）12月ミシガン大消費者センチ
（速）

10 11 12 13 14
10月機械受注統計（8:50）
11月マネーサプライ（8:50）
11月貸出・資金吸収（8:50）
10月特定サービス産業動態統
計調査（13:30）
11月景気ウォッチャー調査

5年利付国債

（米）FOMC

11月企業物価(8:50)
10月国際収支(8:50)
※11月消費動向調査（14:00）

（米）10月貿易収支
（米）11月財政収支
（米）11月輸入物価

10月鉱工業指数・確(13:30)
10月商業販売統計・確（13:30）

（米）10月企業在庫

12月日銀短観(8:50)
11月投入・産出物価指数(8:50)

（米）11月鉱工業生産
（米）11月消費者物価

17 18 19 20 21
12月短観業種別計数及び調査
全容(8:50)
10月第3次産業活動指数(8:50)
7-9月期資金循環(8:50)
10月毎月勤労統計・確（10:30）
10月景気動向指数改訂
（14:00）

（米）7-9月期経常収支
（米）10月対米証券投資
（米）12月NAHB住宅市場指数
（米）12月ＮＹ連銀製造業指数

10月建設総合統計（14:00）
※11月全国百貨店売上高
（14:30）
20年利付国債

（米）11月住宅着工件数
（米）11月建設許可件数

10月全産業活動指数(8:50)
金融政策決定会合（～20日）
※12月月例経済報告

12月ロイター短観(8:30)
※11月貿易統計(8:50)
12月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
11月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

（米）11月景気先行指標
（米）12月フィラ連銀指数
（米）7-9月期実質ＧＤＰ（確定
値）
※(欧)12月製造業PMI（速報
値）

2年利付国債

（米）12月ミシガン大センチ（確）
（米）11月個人所得・消費
（米）11月ＰＣＥデフレーター

24 25 26 27 28
※（独）12月Ifo景況感指数 10-12月期法人企業景気予測

調査(8:50)
11月企業向けサービス価格指
数(8:50)
※11月チェーンストア販売統計
（14:00）

金融政策決定会合議事要旨
（10月31日/11月12・13日分）
(8:50)

11月住宅着工統計（14:00）

（米）11月耐久財受注

11月消費者物価・全(8:30）
12月消費者物価・都(8:30）
11月労働力調査(8:30)
11月一般職業紹介状況(8:30)
11月家計調査(8:30)
11月鉱工業指数(8:50)
11月商業販売統計（8:50）
11月毎月勤労統計（10:30）

（米）11月新築住宅販売件数
（米）11月求人広告指数
（欧）12月消費者物価（速）

31 1/1 2 3 4
（米）11月中古住宅販売件数
（米）12月シカゴＰＭＩ
（米）11月建設支出

※（米）12月自動車販売

(※）印は期日が未定のもの  
以上 
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