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○経済指標の振り返り 

発表日 指標、イベントなど 結果 ｺﾝｾﾝｻｽ 前回 

10/4（木） （英）ＢＯＥ金融政策決定会合 

（欧）ＥＣＢ理事会 

5.75％ 

4.00％ 

5.75％ 

4.00％ 

5.75％ 

4.00％ 

10/5（金） （欧）ユーロ圏ＯＥＣＤ景気先行指数 107.3  107.8 

10/8（月） （英）８月鉱工業生産（前月比） 

（独）８月製造業受注（前月比） 

＋0.1％ 

＋1.2％ 

＋0.3％ 

＋2.2％ 

▲0.1％ 

▲6.1％ 

10/9（火） （英）８月貿易収支（英ポンド／百万） 

（独）８月鉱工業生産（前月比） 

▲4107 

＋1.7％ 

▲4100 

＋0.5％ 

▲4614 

＋0.2％ 

10/10（水） （仏）８月鉱工業生産（前月比） 

（伊）８月鉱工業生産（前月比） 

＋0.3％ 

＋1.3％ 

▲0.3％ 

＋0.6％ 

＋1.7％ 

0.3％ 

10/11（木） （欧）ＥＣＢ月報 

（欧）４－６月期実質ＧＤＰ成長率 

（改定値、前期比） 

（欧）欧州委員会ユーロ圏成長率見通し 

 

＋0.3％ 

 

 

 

＋0.3％ 

 

 

 

＋0.3％（前）

 

 

10/12（金） （欧）８月鉱工業生産（前月比） 

（仏）９月消費者物価指数（前年比） 

＋1.2％ 

＋1.5％ 

＋0.3％ 

＋1.6％ 

＋0.7％ 

＋1.2％ 

（注）ｺﾝｾﾝｻｽは Bloomberg 調査 

 

～ユーロ圏～ 

ＥＣＢは４日に開催された政策委員会において、大方の予想通り政策金利を 4.00％に据え置くことを決定

した。発表された声明文では、物価の上振れリスクに言及したものの、金融政策について「緩和気味」という

文言が外され、利上げ姿勢を幾分弱めたことを示唆した。また、金融市場の混乱の影響については追加的な情

報を得る必要があるとし、「あらゆる動向を注意深く監視する」姿勢を維持した。今後もＥＣＢは、インフレ

リスクに直面する一方で、金融市場の混乱、ユーロ高、原油高といった景気の下方リスクとも向き合うことか

ら、様子見姿勢をとることを余儀なくされよう。 

 

～イギリス～ 

 ＢＯＥについても、３‐４日の金融政策決定会合にて政策金利の 5.75％据え置きを決定した。会合の詳細

については 17 日に発表される議事録を待たねばならないが、イギリス金融市場の混乱がまだ終息しておらず、

足元のインフレ率も目標値である 2.0％を下回って推移していること等により、今回の決定がなされたとみら

れる。これまでの利上げの累積効果による住宅価格の鈍化等が消費への下押し圧力となり、景気のモメンタム

は低下するとみられることから、今後もＢＯＥは政策金利の据え置きを続けると見込まれる。 

                                                                                                    
 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。 
1 

 



○（欧）10 月ＥＣＢ理事会、10 月ＥＣＢ月報 ～予想通り据え置きも、利上げ姿勢を幾分弱める～ 

ＥＣＢは４日に開催された政策委員会において、大方の予想通り政策金利を 4.00％に据え置くことを決定

した。発表された声明文では、「ユーロ圏経済が良好なファンダメンタルズにある中、中期的に物価安定の上

振れリスクの存在が確認できる」とし、「我々の金融政策は物価安定の上振れリスクに対処する用意がある」

と述べ、これまで同様利上げ姿勢を維持した。しかし、据え置きが決定された背景として、金融市場の混乱に

伴う不透明感の高まりを挙げ、「金融政策の決定に際しては追加的な情報を得る必要がある」とし、そのため

には、「あらゆる動向を注意深く監視する（monitor very closely）」とまとめた。また、前回までの声明文で

用いられた「金融政策は緩和気味」という文言は削除され、利上げ姿勢を幾分弱めたことを示唆した。11 日

に発表されたＥＣＢ月報（10 月）でも、今回の声明文に沿った序文が掲載されている。 

またトリシェＥＣＢ総裁は９日、中期的なインフレリスクについて欧州議会で証言し、「エネルギー価格高

騰の好ましくない影響が今後のインフレ動向に重大なインパクトを及ぼすだろう」とし、「2008 年上半期を含

め、近い将来は２％をはっきりと上回って推移すると予想される」と述べた。さらに 2008 年以降についても、

設備稼働率や労働市場の逼迫などを背景に、「インフレ率は平均して２％前後を推移すると予想される」とし

た。 

ここでユーロ圏におけるインフレリスクを確認する。９月のユーロ圏消費者物価上昇率（速報値）は前年同

月比で＋2.1％となり、ＥＣＢのインフレ目標をほぼ１年ぶりに上回ったが、その大幅な上昇の主な要因はエ

ネルギー価格にあり、昨年９月にエネルギー価格が急落したベース効果が出たことが大きい。また、雇用環境

については、主要国別の失業率がドイツ（6.3％）、フランス（8.6％）、スペイン（8.0％）とユーロ統合以来

の 低水準となっており、企業活動の堅調な推移を背景に改善基調が続いている。さらに、ＥＣＢが金融政策

を決定する上で注目材料に挙げているＭ３伸び率は、８月に前年比＋11.6％となり、企業向け貸出についても

同＋14.2％と過去 高の伸びとなっている。ＥＣＢは、今後もこうしたインフレリスクに直面することから、

今後も利上げ姿勢は維持するものと見込まれる。しかし、金融市場の混乱が依然として完全に終息するまでに

は至っていないこと、またユーロ圏経済に減速懸念が持ち上がる中、ユーロ高の問題がクローズアップされつ

つあることから、ＥＣＢは少なくとも年内は様子見姿勢をとることを余儀なくされよう。 

 ユーロ高については、19 日よりワシントンで開かれるＧ７（財務省・中央銀行総裁会議）でも、サブプラ

イム問題と並んで議題に挙げられる見込みだ。しかし、この問題については対ドルではなく、人民元など新興

国通貨との関連で議論が行われる可能性がある。先週のトリシェ総裁の記者会見などでは、経常黒字が大幅に

拡大している中国などの新興国に対し、為替レートの柔軟化を求める発言が目立っている。15 日に開幕した

第 17 回中国共産党大会では、胡錦濤総書記が人民元相場のより自由な変動を容認する方針を表明したが、Ｇ

７として改めて圧力を強める公算が高い。 

 

 

○（欧）４－６月期実質ＧＤＰ成長率（確定値） ～景気の牽引役は固定資本投資から個人消費へ～ 

 
ユーロ圏 ドイツ フランス イタリア

名目ＧＤＰ 実質ＧＤＰ 内需 外需 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 実質ＧＤＰ 実質ＧＤＰ 実質ＧＤＰ

個人消費 固定資本 在庫投資 政府支出
（寄与度） 投資 （寄与度） （寄与度） 輸出 輸入

2005年 4-6 +1.0 +0.6 (+0.8) +0.4 +1.6 (+0.1) +0.7 (▲ 0.2) +2.2 +2.9 +0.5 +0.3 +0.2 +0.6
7-9 +1.1 +0.6 (+0.4) +0.6 +1.3 (▲ 0.3) +0.3 (+0.2) +2.2 +1.9 +0.4 +0.6 +0.6 +0.4

10-12 +1.1 +0.4 (+0.7) +0.1 +0.9 (+0.4) +0.1 (▲ 0.4) +0.9 +1.9 +0.7 +0.3 +0.4 ▲ 0.
2006年 1-3 +1.1 +0.9 (+0.3) +0.7 +0.7 (▲ 0.4) +1.1 (+0.4) +3.0 +2.1 +0.2 +0.8 +0.7 +0.8

4-6 +1.5 +1.0 (+1.1) +0.4 +2.7 (+0.3) +0.2 (+0.1) +1.6 +1.3 +0.5 +1.3 +0.9 +0.6
7-9 +1.1 +0.6 (+0.5) +0.5 +0.8 (▲ 0.0) +0.6 (▲ 0.3) +1.1 +1.9 +0.5 +0.7 +0.1 +0.3

10-12 +1.2 +0.8 (+0.2) +0.4 +1.7 (▲ 0.5) +0.4 (+0.6) +3.1 +1.7 +0.4 +1.0 +0.4 +1.1
2007年 1-3 +1.4 +0.8 (+0.8) +0.0 +1.9 (+0.2) +0.8 (▲ 0.1) +0.8 +1.0 +0.7 +0.5 +0.6 +0.3

4-6 +0.9 +0.3 (+0.1) +0.5 ▲ 0.2 (▲ 0.2) +0.1 (+0.2) +0.8 +0.5 +0.6 +0.3 +0.3 +0.1
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４－６月期のユーロ圏実質ＧＤＰ成長率（確定値）は、前期比＋0.3％、前年比＋2.5％と前回値から変わら

なかった。国別にみても、ドイツ、フランス、イタリアなど主要国で伸びを鈍化させている。内訳をみると、

これまで景気を牽引してきた固定資本投資が前期比▲0.2％とマイナスに転じた一方、個人消費が同＋0.5％と

伸びが拡大し、成長を下支えした。固定資本投資については、前期の建設投資が暖冬の影響で高い伸びを示し

た反動で減少し、個人消費については、前期がドイツ付加価値税引き上げの影響で低い伸び（同＋0.0％）だ

ったことや、雇用所得環境の改善が続いていることを背景に伸びが拡大した。また欧州委員会は 2008 年第１・

四半期までの経済成長率の見通しを発表したが、2007 年第３・四半期の予想レンジを 0.3－0.7％とし、一ヶ

月前の予想（0.3－0.8％）からやや下方修正した。この背景には、金融市場の混乱による借り入れコストの向

上、さらには原油価格の急騰があるとみられる。 

 なお、欧州委員会は４日に公表したユーロ経済に関する四半期報告で、今回のＧＤＰ減速は異常気象や統計

上の要因が反映されたものとなっているが、その他、景気サイクルが成熟し、ピークを過ぎた可能性を示唆し

ているとの見方を示している。その背景として、足元で企業や消費者の信頼感指数が悪化していることを挙げ

ており、 近の金融市場の混乱やそれに伴うアメリカ経済の見通し悪化を受けて、ユーロ圏経済の下振れリス

クが高まっていると指摘している。もっとも欧州委員会は、信頼感指数が足元で急落したとはいえ依然高水準

にあり、ユーロ圏の良好なファンダメンタルズを背景に 2007 年下半期も景気は堅調に推移するとみている。

2007 年実質ＧＤＰ成長率の見通しについては、９月に発表した 2.5％（春季見通し 2.6％から下方修正）を維

持した。 

 

ユーロ圏・実質GDP成長率（前年比寄与度）
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実質ＧＤＰ成長率（前年比）
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○（欧）８月鉱工業生産 ～ドイツの高い伸びに牽引され、生産活動は堅調～ 

 ユーロ圏の８月鉱工業生産（除く建設）は前月比＋1.2％、前年比＋4.3％と市場予想を上回る伸びとなった。

内訳をみると、資本財、中間財、消費財とも前月から伸びがみられたが、特に耐久消費財の生産が＋3.8％と

大幅に上昇している。この背景には、春先の異常気象の影響で消費財関連の在庫が積みあがり、４-６月期の



在庫の調整を経て、生産活動が再開されたことが考えられる。実際、４-６月期のユーロ圏実質ＧＤＰ成長率

（確定値）をみても、在庫投資の寄与度は前期比▲0.2％と成長率を押し下げている。 

国別でみると、ドイツが前月比＋1.7％、フランス同＋0.3％、イタリア同＋1.3％、スペイン同＋0.5％とな

ったが、今回のユーロ圏における生産の伸びは、ドイツの高い伸びに牽引された形となっていることが分かる。

そのドイツの生産についても、やはり消費財の伸びが前月比＋4.1％と高くなっており、耐久消費財が同＋

7.6％、非耐久消費財が同＋3.3％の伸びとなった。 

先行きを展望すると、８月のドイツ製造業受注は前月比＋1.2％と上昇に転じており、８月の輸出は前月比

＋3.0％とほぼ１年ぶりの高い伸びとなった。今後もユーロ圏からの輸出は中東欧、ロシア、中国といった新

興国向けに底固く推移すると見込まれることから、ユーロ圏の生産活動はドイツを牽引役に堅調を維持すると

見込まれる。 
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○（英）ＢＯＥ金融政策決定会合 ～様子見姿勢は継続の公算～ 

 ３‐４日のＢＯＥ金融政策決定会合で、政策金利の 5.75％据え置きが決定された。会合の詳細については

17 日に発表される議事録を待たねばならないが、イギリス金融市場の混乱がまだ終息しておらず、足元のイ

ンフレ率も目標値である 2.0％を下回って推移していること等により、今回の決定がなされたとみられる。９

月中旬には、イギリス中堅銀行の預金取り付け騒ぎが起き、ＢＯＥはこれまでの政策を転換、中堅銀への救済

融資を発表した。このように金融市場の混乱がイギリスに本格的に波及したことで、今回の会合では利上げが

行われる状況ではなくなっていた。 

ただ足元の経済指標をみる限りでは、イギリス経済は依然堅調であり、８月の製造業生産指数は前月比＋

0.4％の 103.5 と 2001 年８月以来の高水準となっている。また、９月の生産者物価指数（産出価格、季節調整

前）は前年比＋2.7％と伸び率が拡大した。もっとも先行きについては、これまでの利上げの累積効果により

住宅価格が鈍化していることから消費への悪影響が懸念され、景気のモメンタムは徐々に低下するとみられる。

したがって、ＢＯＥは今後も様子見姿勢をとり、政策金利の据え置きを続けると見込まれる。 

イギリス製造業関連指標
 

イギリス　生産者物価指数
（産出価格、季節調整前、前年比）
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