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１．202２年の主要経済情勢の振り返り



202２年の振り返り

• コロナ感染症危機からの景気回復

• サプライチェーンの不安定化

• ロシアのウクライナ侵攻
インフレショック

• 中央銀行の急速な利上げ

• 住宅市場が住宅金利の急上昇により幾分軟調に

• 資産価格の下落（株式、債券、不動産）
金利ショック

• 西側による対ロシア制裁と対中国輸出規制

• Chips法（半導体、米国は成立、EUは検討中）、インフレ
削減法（米国は成立）

地政学リスク



グローバルサプライチェーンは安定化へ

出所：NY連銀注：輸送コスト、PMI製造業の配送時間・受注残・在庫を基に算出



主要国・地域の実質GDP
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主要国・地域の失業率（％）
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主要中央銀行の政策金利
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米国、英国、ユーロ圏の中央銀行

米国

4.5％

425bps

CPI: 7.1% (6%)

PCE: 5.5% (4.7%)

英国

3.5％

340bps

10.7% (6.3%)

ユーロ圏

2.5％

250bps

10.1% (5%)

＊3大中銀とも12月に利上げ幅を0.75％から0.5％へ縮小
＊資産縮小（QT)：FRBとBOEは開始。ECBはAPPの一部を3月から開始



中国と日本の中央銀行

中国

1Y プライムレート

3.65％

－10bps

CPI 1.6％（0.6％）

日本

－0.1％、0％（±0.5％）

変化なし（+15bps)

CPI 3.8% (1.5%)



202２年の欧米経済の振り返り

• 総合PMI（12月）：
米国（44.6） ユーロ圏 （48.8） 英国（49）

景気減速へ

（10－12月）

• 失業率（11月）：
米国（3.7％） ユーロ圏（6.5％） 英国（3.7％）

欧米の

雇用は良好

• 賃金上昇率（11月）：
米国（5％）、 ユーロ圏（4％）、 英国（6％）

賃金・物価

スパイラル懸念



202２年の日本と中国の経済の振り返り

• 総合PMI（12月）：日本（50） 中国（47、11月NBS)
中国の減速
日本の回復

• 失業率（11月）：
日本（2.５％）は低下 中国（5.7％）は悪化

雇用は

中国で悪化

• 賃金上昇率（11月）： 日本（1.8％）

賃金・物価のス
パイラルは見ら

れず



10年長期金利：米国、ユーロ圏、英国



10年長期金利：米国、日本、中国



2022年は資産価格の下落・不安定化

債券価格の低下 株価の下落

不動産価格低下 仮想資産価格
の下落



主要国・地域の株価

2019年1月＝100



主要通貨の対ドル為替レート

日本円

最安値

＄1＝152円

年初来
16％減価

ユーロ

最安値

＄1＝€1.04

年初来

７％減価

ポンド

最安値

＄1＝￡0.83

年初来
12％減価

人民元

最安値

＄１＝7.3元

年初来
9.4％減価



２． 米国経済の現状と見通し



米国は交易条件が大幅に改善

出所：LC-MA

ユーロ圏

米国



米国：民間セクターの純貯蓄額（単位：10億ドル）

主に株価の下落が主因



米国：個人消費支出と物価

2019年1月＝100



米国：インフレ率、求人件数、失業率



米国：個人消費支出物価の上昇率
2022年11月：総合5.5％、コア4.7％
（家賃のウエイト15％）



米国：実質GDP成長率（前期比、年換算）



米国の失業率（％）

FOMCの長期失業率：4％FOMCの長期失業率：4％

出所：FRBなど



米国のインフレ率（％）
2022年11月： CPI（7.1％）、個人消費支出物価（5.5％）



フェデラルファンド金利の誘導目標上限

出所：FRBなど



2023～24年の米国FRBの金融政策への市場の見方

2022年末～現在：市場では引き締め過ぎへの警戒の高まり
• インフレを、景気後退・雇用よりも重視し過ぎるの見方
• 二大命題のバランスをどうとるか
• 長期インフレ予想は落ち着いてきている
• これまでの利上げの影響はラグをともなう

その一方で、インフレ圧力の粘着性の可能性
• 企業の直近の税引き後は利益額はまだかなり高い。
• 求人件数の多さから、賃金上昇率がさほど低下しない可能性
• 企業や家計はまだ現金を潤沢に保有
• 過去のデータはあまり参考にならない



インフレ目標を2％以上に設定？

• 2023年は個人消費支出物価の上昇率は3％台に低下する見込み

• FRBは２０２５年頃2％に到達すると見込む。ソフトランディングにしたい

• 市場では、大幅な５％ないしは４．７５％で利上げ打ち止めの観測が多い

• 物価水準ターゲティングの行方？

一部の専門家の見方：

• 短期金利に実効下限制約があるため、インフレ率は３％程度が望ましい。

• 長く量的緩和やフォワードガイダンスなど様々な金融緩和手段を使っても２％を
下回る時期が続いた。ならば、2％を越えるインフレを容認したほうが良い。

• 物価安定と雇用最大化の二大命題なので、失業率を大幅に引き上げてまで２％
インフレの実現が妥当なのか。

• （FRBは2％以上の目標設定を否定、2％インフレ目標の実現を主張）



３． 欧州・ユーロ圏経済の見通し



ユーロ圏：インフレ率の内訳



ユーロ圏の民間消費支出

出所：Eurostat

2019年Q1＝100



経済成長率（％） インフレ率（％）



ECBの政策金利（MRO)の見通し



４． 中国経済の見通し



中国のPMI：製造業とサービス産業



中国：インフレ率



中国の輸出額と輸入額（10億元）

出所：OECD



住宅不動産の価格指数

2019年1月＝100



大幅な財政拡大と金融緩和は見込めない

•全債務のGDP比：287％。

•財政政策：拡大の余地は乏しい
• 地方政府は税収が乏しい。不動産販売収入の減少も一因

•金融政策：2022年から政策金利の引き下げ。預金準備率の引き下げ。
長期金利も低下。
• しかし金利差で資本流出、人民元の大幅安

•米中対立激化に対する懸念の高まりにより、以前に比べ、対内直接投
資やポートフォリオ投資が下回る見込み。



５． 日本経済の現状と見通し



家計の消費支出と物価
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製造業の生産（2019年1月＝100）



日本の輸出額と輸入額（10億円）

出所：MOF



日本銀行の政策調整（2022年12月20日）

•長短金利操作（▲0.1%、長期金利の誘導水準0％）の維持。

• 10年金利操作範囲：±0.25％ から ± 0.5％へ拡大
• 2018年±0.2％を明示的に導入
• 2021年±0.25％へ拡大

•連日指値オペ：0.25％から0.5％へ変更して実施

•国債買入は増額（月間 7.3 兆円→9 兆円）、12 月も適用。積極的に
国債買い入れや指値オペを実施する予定を表明

•目的：①10年を中心に逆イールド（イールドカーブの歪み）の是正、
②国債市場の機能低下の改善

•すでに円金利スワップレートなどは上昇していたのを追認。



国債のイールドカーブ

12月20日

6か月前）

1か月前



国債市場の機能度判断DI

出所：日本銀行



日本と米国の金利とドル・円為替レート



日本の経済成長率



日本のインフレ率


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3: 202２年の振り返り
	スライド 4: グローバルサプライチェーンは安定化へ
	スライド 5: 主要国・地域の実質GDP
	スライド 6: 主要国・地域の失業率（％）
	スライド 7: 主要国・地域のCPI
	スライド 8: 主要中央銀行の政策金利
	スライド 9: 米国、英国、ユーロ圏の中央銀行
	スライド 10: 中国と日本の中央銀行
	スライド 11: 202２年の欧米経済の振り返り　
	スライド 12: 202２年の日本と中国の経済の振り返り　
	スライド 13: 10年長期金利：米国、ユーロ圏、英国
	スライド 14: 10年長期金利：米国、日本、中国
	スライド 15: 2022年は資産価格の下落・不安定化
	スライド 16: 主要国・地域の株価
	スライド 17: 主要通貨の対ドル為替レート
	スライド 18
	スライド 19: 米国は交易条件が大幅に改善
	スライド 20: 米国：民間セクターの純貯蓄額（単位：10億ドル）
	スライド 21: 米国：個人消費支出と物価
	スライド 22: 米国：インフレ率、求人件数、失業率
	スライド 23: 米国：個人消費支出物価の上昇率
	スライド 24: 米国：実質GDP成長率（前期比、年換算）
	スライド 25: 米国の失業率（％）
	スライド 26: 米国のインフレ率（％）
	スライド 27: フェデラルファンド金利の誘導目標上限
	スライド 28: 2023～24年の米国FRBの金融政策への市場の見方
	スライド 29: インフレ目標を2％以上に設定？
	スライド 30
	スライド 31: ユーロ圏：インフレ率の内訳
	スライド 32: ユーロ圏の民間消費支出
	スライド 33: 経済成長率（％）
	スライド 34: ECBの政策金利（MRO)の見通し
	スライド 35
	スライド 36: 中国のPMI：製造業とサービス産業
	スライド 37: 中国：インフレ率
	スライド 38: 　　中国の輸出額と輸入額（10億元）
	スライド 39: 住宅不動産の価格指数
	スライド 40: 大幅な財政拡大と金融緩和は見込めない
	スライド 41
	スライド 42: 家計の消費支出と物価
	スライド 43: 製造業の生産（2019年1月＝100）
	スライド 44: 　日本の輸出額と輸入額（10億円）
	スライド 45: 日本銀行の政策調整（2022年12月20日）
	スライド 46: 国債のイールドカーブ
	スライド 47: 国債市場の機能度判断DI
	スライド 48: 日本と米国の金利とドル・円為替レート
	スライド 49: 日本の経済成長率
	スライド 50: 日本のインフレ率

