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EEUURROO  TTrreennddss   マクロ経済分析レポート 
テーマ：2005年10月 ユーロ圏 Monthly Report  発表日：2005年10月18日（火） 

～物価とＭ３の加速を受けて利上げ観測が強まる～ （No. ET－04) 
第一生命経済研究所 経済調査部 

担当 高村 正樹(5221-4523) 

 

●景気全般の現状と今後の方向性（要約）                                 

・９月に公表された生産関連指標を見ると、ユーロ圏の生産活動は４－６月期をボトムとして拡大を続けてい

るようだ。また、年初来のユーロ安が域外向け輸出拡大期待を増幅させていることに加え、実体経済が回復力

を強めていることを受けて、企業家にも楽観的な見方が広がっている。 
・足元の製造業では依然として雇用削減圧力が掛かり続けているものの、就業者の大部分を占めるサービス業

では雇用拡大が見られることから、全体では緩やかながらも失業者数は減少傾向を辿っている。ただ、賃金の

伸びが限定的であることや、エネルギー価格の上昇により実質購買力が低下していることから、ユーロ圏の小

売売上高（７・８月平均）は４－６月期対比＋0.3％となっており、個人消費は力強い回復までには至ってい

ない。 
・10 月６日の政策決定理事会でＥＣＢは政策金利の据え置きを決定した。今回も「（現行水準は）依然として

適正水準である」との判断は変わらなかったが、前年比＋2.5％で推移している消費者物価の動向に強い警戒

が必要だと述べ、前月までの声明に比べてトーンを強めた。また、質疑応答の中でトリシェ総裁は、「もし必

要なときがあれば、利上げを行う」と今後の利上げの可能性を示していることから判断すると、ＥＣＢによる

政策金利に対する捉え方は、前月までとは異なり、かなり利上げ方向に動いていると考えられる。 
 

●企業部門                                               

＜生産動向＞ 

 ９月に公表された生産関連指標は各国でまちまちの結果となったが、ユーロ圏全体で見れば生産活動は拡大

を続けているようだ。８月のフランスの鉱工業生産（除く建設）は前月比＋0.6％とプラスに転じたほか、イ

ユーロ圏製造業PMI

40

45

50

55

60

65

99 00 01 02 03 04 05

ドイツ フランス

イタリア ユーロ圏

ユーロ圏生産動向

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

98 99 00 01 02 03 04 05

35

40

45

50

55

60

65
生産（３ヶ月移動平均前期比）

製造業ＰＭＩ新規受注（右）

％

ドイツ　生産と受注
（３ヶ月移動平均、前月比）

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

98 99 00 01 02 03 04 05

製造業受注（1ヶ月先行）

製造業生産

（％） 企業景況感指数

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

00 01 02 03 04 05

82

87

92

97

102

107
鉱工業景況指数

ドイツIfo景況感指数（右）



 
 

（業務用参考資料） 

                                                                                                    
 本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所経済調査部が信ずるに足る

と判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容

は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 
2 

 

タリアも同＋1.3％と２ヶ月連続で拡大を示した。ドイツは同▲1.8％と２年ぶりに大幅なマイナスを記録した

が、６、７月ともに同＋１％以上伸びていたことから、一時的な反動減と捉えることができよう。 

また、９月のユーロ圏製造業ＰＭＩは 51.7 と拡大・縮小の分かれ目である 50 を３ヶ月連続で上回ったが、

特に受注に関しては輸出受注の改善幅以上に新規受注が改善していることから、足元では域内受注が拡大して

いる可能性が大きく、今後は輸出向けだけではなく、内需向けも合わせた生産活動の拡大が期待される。 

＜企業景況感＞ 

 年初来のユーロ安が域外向け輸出拡大期待を増幅させていることに加え、実体経済が回復力を強めているこ

とを受けて、企業家のマインドも楽観的になりつつある。９月のユーロ圏の鉱工業景況感指数は▲6.8 と４ヶ

月連続で改善したほか、月によって多少の振れはあるものの、ドイツＩｆｏ、フランスＩＮＳＥＥ、イタリア

ＩＳＡＥなど国別の景況感においても、それぞれ５月をボトムに回復傾向を辿っている。 

 

●外需                                                 

 ７月のユーロ圏域外貿易は、輸出が前月比＋0.9％と２ヶ月ぶりに増加したものの、原油高による価格押し

上げ（輸入物価上昇）の影響もあり輸入が同＋4.0％と大幅な増加に転じたことから、黒字額は 10 億ユーロ（季

調済み、前月比▲74.4％）と急減した。また、同月の経常収支は、財の黒字幅縮小に加え、海外からの証券投

資が増加していることを背景として利息や配当といった所得収支の赤字幅が拡大したことから、全体では▲59

億ユーロと、2000 年 12 月以来の赤字幅を記録した。 

 

●家計部門                                               
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＜雇用環境＞ 

 足元では大手自動車メーカーや電気メーカーが新たなリストラ策を発表するなど、依然として製造業では雇

用削減圧力が掛かり続けている。しかし、就業者の大部分を占めるサービス業では雇用拡大が続いていると見

られることから、緩やかながらも失業者数は減少傾向を辿っているようだ。実際、フランスの失業者数は６月

以降３ヶ月間で６万４千人（季調値）減少しているほか、ドイツにおいても同様の傾向が見られた（ドイツで

は９月に失業の範疇の見直しを行ったため、失業者数は６ヶ月ぶりに増加したが、改定がなければ低下した模

様である）。また、９月のユーロ圏製造業・非製造業ＰＭＩを合成した雇用指数は 50.5 となり、拡大を示した。

（製造業 48.9、非製造業 51.6） 

＜消費動向＞ 

 雇用環境が最悪期を脱しつつあることから、足元の消費者マインドも改善し始めている。９月のユーロ圏の

消費者信頼感は▲14.5 と２ヶ月続けて改善したほか、フランスやイタリアの国別の統計を見ても下げ止まり

が確認された。 

一方、個人消費はドイツとフランスで異なる結果となった。ドイツの８月の小売売上高は前月比▲0.8％と

３ヶ月連続で減少した一方、足元堅調に推移しているフランスは、８月も家計工業品支出が前月比＋1.9％と

３ヶ月連続で１％を超える増加となった。フランスでは歴史的な低金利を背景として住宅着工戸数が前年比＋

10％程度の高い伸びが続いているため、それに伴って特に耐久財消費が高い伸びを持続している（９月の耐久

財消費は同＋12.2％）。ただ、賃金の伸びが限定的であることや、エネルギー価格の上昇により実質購買力が

低下していることから、ユーロ圏全体の小売売上高（７・８月平均）は４－６月期対比＋0.3％にとどまって

おり、力強い回復までには至っていない。 

 

●物価・マネーサプライ動向                                       

＜物価＞ 

 ９月のユーロ圏消費者物価（暫定値）は前年比＋2.5％と前月（同＋2.2％）から加速した。ただし、エネル

ギー関連価格の伸びが拡大していることに加え、ドイツのたばこ税引き上げ等が物価押し上げに寄与したとみ

られ、コア物価が安定的に推移している構図に変わりはない。今後についても、原油高により消費者物価は同

＋２％を超えた推移が続こうが、賃金上昇や原油上昇から他の財への２次的波及が限られている中で、このま

ま物価が加速していくことはないだろう。 
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＜マネーサプライ＞ 

 ８月のマネーサプライ（Ｍ３）は前年比＋8.1％と５ヶ月連続で加速し、前年対比伸び率は過去最高水準（2003

年に記録した同＋8.8％）に近づいた。また、ＥＣＢが政策決定の際に注目している民間部門向け銀行貸し出

しは同＋8.4％と 2001 年４月以来の高い伸びを記録した。ＥＣＢはこれを受けて、10 月６日の理事会におい

て、「過剰流動性に対して強い警戒が必要である」との考えを示している。 

 

●金融政策                                               

 10 月６日の政策決定理事会でＥＣＢは政策金利の据え置きを決定した。今回も「（現行水準は）依然として

適正水準である」との判断は変わらなかったが、原油価格が不安定な動きを続ける中で、強い警戒（Strong 

vigilance）が必要だと述べ、前月までの声明に比べてトーンを強めた。また、質疑応答の中でトリシェ総裁

は、「利上げについては今まで通り予告しない」と述べた一方、「もし必要なときがあれば、利上げを行う（We 

will move）」 と今後の利上げの可能性を示している。これらを勘案すると、ＥＣＢによる政策金利に対する

捉え方は、前月までとは異なり、かなり利上げ方向に動いていると考えられる。 

物価や貨幣供給量に関してはすでに利上げしても良い状況にある中で、ＥＣＢが現時点で利上げに踏み込ま

ない要因としては、景気に対するリスクが大きく、利上げにより再び景気が停滞してしまう懸念があるからだ

ろう。ＥＣＢは景気のリスクとして、賃金上昇率が緩やかなものに留まっており、家計部門を中心に内需に力

強さが欠けることを挙げているため、今後はいつ家計部門が回復するかが焦点となってくる。 

直近の経済指標から判断すると、ドイツやフランスでは失業者が減少傾向にあることや、低水準で推移して

いる消費者マインドも足元では改善傾向を示していることから、徐々にユーロ圏経済を取り巻く環境は整って

きていると考えられる。そのため、10-12 月期の家計部門は７-９月期より明確な持ち直しが予想され、これ

を受けてＥＣＢは 2006 年１－３月期に利上げに踏み切ると予想する。 
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