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今週・来週の主要経済指標と政治スケジュール

注）上記の日程及び内容は変更される可能性があります。国名等は7ページの脚注をご参照ください。 出所）Bloomberg等、各種資料より当社経済調査部作成
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経 済 調 査 部

月 火 水 木 金
11/9 10 11 12 13
（日） 9月 現金給与総額（速報、前年比）

 8月：+0.4%
 9月：+0.6%

（日） 9月 経常収支（季調値）

 8月：+1兆5,901億円

 9月：（予）+1兆5,490億円

（欧）
（欧）

ドラギECB総裁講演（ロンドン）

コンスタンシオECB副総裁講演（マドリッド）

（日） 9月 機械受注

（船舶・電力除く民需、前月比）
 8月：▲5.7%、9月：（予）+3.1%

（米） 10月 小売売上高（前月比）

 9月：+0.1%
 10月：（予）+0.3%

（日） 10月 景気ウォッチャー調査

 現状　9月：47.5、10月：（予）48.1
 先行き　9月：49.1、10月：（予）49.4

（中） 10月 鉱工業生産（前年比）

 9月：+5.7%
 10月：（予）+5.8%

（米）
（米）
（米）

イエレンFRB議長 講演（ﾜｼﾝﾄﾝD.C.）
ダドリー・ニューヨーク連銀総裁 講演（ﾆｭｰﾖｰｸ）

フィッシャーFRB副議長 講演（ﾜｼﾝﾄﾝD.C.）

（米） 11月 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報）

 10月：90.0
 11月：（予）91.5

（欧） クーレECB理事講演（ベルリン） （中） 10月 小売売上高（前年比）

 9月：+10.9%
 10月：（予）+10.9%

（欧） 9月 鉱工業生産（前月比）

 8月：▲0.5%
 9月：（予）▲0.1%

（欧） 7‐9月期 実質GDP（1次速報、前期比）

 4‐6月期：+0.4%
 7‐9月期：（予）+0.4%

（中） 10月 消費者物価（前年比）

 9月：+1.6%
 10月：（予）+1.5%

（中） 10月 都市部固定資産投資

　　　（年初来累計、前年比）
 9月：+10.3%、10月：（予）+10.2%

（豪） 10月 雇用統計（失業率）

 9月：6.2%
 10月：（予）6.2%

（独） 7‐9月期 実質GDP（1次速報、前期比）

 4‐6月期：+0.4%
 7‐9月期：（予）+0.3%

（他） ブラジル 9月 小売売上高（実質、前年比）

 8月：▲6.9%
 9月：（予）▲7.2%

（仏） 7‐9月期 実質GDP（1次速報、前期比）

 4‐6月期：0.0%
 7‐9月期：（予）+0.3%

米国個人消費の堅調が確認できれば、先進国株高・米ドル高基調は持続へ

◆ユーロ圏：10日の（追加緩和に前向きとされる）クーレECB理事講演は、ユー

ロ相場軟調の誘因となった12月ECB（欧州中銀）理事会での追加金融緩和期待を

高める可能性もあり要注意です。他方、ドイツの製造業受注（9月）が前月比

▲1.7%（予想+1.0%）、鉱工業生産（9月）が同▲1.1%（同+0.5%）と悪化、域内

景気の先行き不安が増すなか、13日のユーロ圏実質GDP（7-9月期）も注目です。

◆オーストラリア（豪）：12日の雇用統計（10月）は雇用環境安定を示唆、個人

消費の回復持続を期待させる内容を予想します。ただし、中国経済の不透明感や

資源価格低迷など外部環境の厳しさは不変、先週の金融政策決定会合で豪中銀が

追加利下げの可能性にも触れたことから、豪ドル（対米ドル）は9月4日の底値か

ら+2.0%上昇と底入れの兆しを見せるものの、一段の上昇は目先困難と考えます。

◆新興国：中国では、直近10月の製造業PMIが景気再加速を印象付けられなかっ

たこともあり、11日の鉱工業生産・小売売上高・都市部固定資産投資（すべて10
月）に注目です。特に生産では、一部素材関連に見られる底打ちの動きが広がり

つつあるかが焦点です。ブラジルでは、景気面で輸出回復という一筋の光も差し

始めましたが、12日の小売売上高（9月）に見られる内需失速に加え、政治不安

も抱える同国の苦境は変わらず、レアル相場は当面軟調を予想します。（瀧澤）

9月下旬以降、主要国では一貫して株高が続く一方、為替市場では10月中旬か

ら米ドル安→米ドル高へ変化がみられます。世界経済への過度な不安心理が後退

し、当初想定通り米国が年内に利上げに動くとの見方が強まったことが要因とみ

ますが、他の主要国に比べ景気の安定感が光る米国が主導し、世界経済回復が続

くとの見方が堅持される間、株高・米ドル高の流れが続く公算が高いと考えます。

◆日本：日経平均株価は19,000円台を回復と株式市場は好調も、若干過熱感や景

気との温度差も感じられます。10日の景気ウォッチャー（10月）で現状・先行き

DIの改善が鈍ければ、景気の下支え役である個人消費への不安も高まるでしょう。

また、12日の機械受注（9月）では10-12月期見通しに注目です。国内景気低迷や

中国景気減速を受け、企業が設備投資先送り姿勢を強めていないか要警戒です。

◆米国：NYダウが再び年初来プラス圏に転じるなど（2014年末終値は17,823米ド

ル）、株高基調が鮮明となるなか、直近10月のISM指数や雇用統計が良好な内容

だったことやイエレンFRB（連邦準備理事会）議長の発言を受け、12月利上げの

見方が急速に高まっています。利上げ観測台頭で金利上昇圧力強まるなかでの株

高基調維持に向け、13日の小売売上高（10月）とミシガン大学消費者信頼感指数

（11月速報）で、回復の勢いが鈍る個人消費への不安を払拭できるかも焦点です。
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直近1週間の株式・長期金利・為替・商品価格

出所）Bloomberg 出所）Bloomberg

出所）Bloomberg 出所）Bloomberg注）使用しているデータは引値、値表示はザラバベースによる。注）使用しているデータの値は、引値ベースによる。
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金融市場の動向

注）使用しているデータの値は、引値ベースによる。値表示は小数点以下切捨て
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差 +0.015 +0.183 +0.176 +2.51 ‐0.0265 ‐0.50 ‐2.30 ‐53.70
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商品市況：先物価格
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長期金利：10年国債利回り（％） 為替相場

19,265.60 1,563.59 2,559.04 17,910.33 2,099.20 5,147.12

【金利】 米国の12月利上げ観測高まるなか金利上昇圧力残る

【株式】 先進国の株高基調持続に向け、米国の個人消費動向も注視

【為替】 ユーロ圏の12月追加金融緩和観測高まればユーロは一段安も
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先週の金融市場は、4日の郵政3社の新規上場で初値が売出価格を上回る順調な

滑り出しとなったことなどを好感して日経平均株価が上昇、米国では6日の雇用統

計で早期利上げ観測が強まり、ドル円相場が123円台まで円安となりました。

9月までの日本の景気は停滞しています。9月景気動向指数によると、景気の現

状を示す一致指数が3ヵ月連続で前月に比べて低下し、内閣府は景気判断を「足踏

みを示している」に5ヵ月連続で据え置きました。11月16日発表の2015年7-9月期実

質GDPは、市場予想で前期比年率▲0.3%の減少が予想されており、2期連続でマイ

ナス成長の見込みです。今回の景気失速の主因は、海外の景気減速に伴う生産活

動低迷とみられます。しかし10月以降は、景気回復の兆しがみられます。日本の

製造業の景況感は、新規受注の回復などによって大幅に改善しています（図1左）。

また、米国やインドなど主要国の非製造業の景況感が10月に改善していることか

ら（図1右）、世界景気の回復によって、輸出の改善が期待できそうです。

【図１】 世界の非製造業PMIが良好、日本の製造業PMIが改善 【図２】 安倍政権は2020年度頃までにGDP600兆円を目指す

日本 9月までは景気停滞も10月以降は景気回復の兆し

足元の堅調な日本株の背景には政策期待もあるようです。安倍政権は「1億総

活躍社会を実現するための緊急対策」を今月中にも決定する見込みです。内容は、

子育て支援や介護対策、TPP（環太平洋経済連携協定）の農業等への対策、法人

税減税などの模様です。財源は2015年度の補正予算を用い、規模は各種報道によ

ると3兆円超となる見込みです（昨年の補正予算は3.5兆円）。

しかし今後の注目は、安倍政権が掲げる名目GDPを600兆円に引き上げる政策

の具体的な内容です（図2）。11月4日の経済財政諮問会議で有識者議員が主な方

針を提案しました。①労働力人口や設備投資の増加などで現在1%以下の潜在成長

率を2%程度に引き上げ、②賃上げによる消費を60兆円拡大、③TPPで対内直接投

資を35兆円に倍増、④訪日外国人消費の拡大（2014年2兆円→2020年7-10兆円）、

⑤東京五輪の建設投資の累計10兆円増加などを掲げています。こちらも今月中に

具体策をまとめる方針で、実現性の高い内容となるかに注目です。（石井）

出所）内閣府より当社経済調査部作成

日本 マークイット製造業日経PMI 主要国の非製造業PMI

出所）ISM、中国国家統計局、マークイット

日本 名目GDP

注）右図の米国はISM、中国が国家統計局、それ以外がマークイットの値。
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先週公表された10月ISM製造業景気指数は、50.1と好不況の境目である50をかろ

うじて上回ったものの、9月50.2から低下しました。製造業の減速は景気に先行性

があり、経済全体への波及効果も大きいと考えられるため、一定の注意が必要で

す。他方、ISM非製造業景気指数は59.1と9月の56.9から上昇しており、製造業と非

製造業で乖離がみられます（図1左）。雇用の創出力は非製造業のほうがあるため、

当面は雇用の拡大とそれを背景とする個人消費の増加が続くとみています。

実際、先週の10月雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月差+27.1万人と予想

を上回る雇用の拡大が示されました（図1右）。失業率も5.0%へと9月の5.1%から

低下し、賃金も前年比+2.5%と9月の同+2.2%から上昇しています。これを受けて、

12月15･16日のFOMC（連邦公開市場委員会）で利上げが実施されるとの観測が高

まり、10年国債利回りは一時2.3453%に上昇しました。為替も一時1ドル123.35円ま

でドル高が進んでいます。なお、S&P500は小幅下落しました（11月6日時点）。

先週の10月自動車販売台数は好調で、年率換算値1,812万台と2005年7月以来

大となりました。今週13日の11月ミシガン大学消費者信頼感指数は91.5と良好な

水準が見込まれ、同日の10月小売売上高も前月比+0.3%と前月の同+0.1%から加

速する見通しです（いずれも市場予想。図2左）。年末商戦も前年比+3.7%が見込

まれています（全米小売業協会予想、2014年実績は同+4.1%）。個人消費がある

程度堅調に推移するならば、景気が顕著に減速することはないとみています。

10月27･28日のFOMCが12月に利上げの是非を検討することを示し、イエレン

FRB（連邦準備理事会）議長も12月利上げは「現実的な可能性」と発言しました。

さらに、予想を上回る雇用統計を受け、FF金利先物から算出される年内の利上げ

確率は11月6日時点で68.0%となっています（図2右）。今週も何人かのFRB高官

が講演を行う予定ですが、注目は12日のダドリー・NY連銀総裁です。ダドリー

氏の景気認識と利上げに対する姿勢は市場の材料となるでしょう。（末吉）

【図１】 良好な非製造業の景況感と、予想を上回った雇用者増 【図２】 小売売上高が堅調なら、利上げ観測はさらに高まるか

米国 FRBは年内利上げに向けた地ならしを始めた模様 — 12日のNY連銀総裁講演に注目

4

出所）ISM、米労働省より当社経済調査部作成

（年）

(%)

米国 ISM景気指数
（製造業・非製造業）

米国 失業率と
非農業部門雇用者数(万人)

（年）

(%)

米国 小売売上高と
ミシガン大学消費者信頼感指数(%)

(1966年
＝100)

米国 FF金利先物から算出される
年内の利上げ確率(%)

（年） （年/月）

出所）米商務省、ミシガン大学、Bloombergより当社経済調査部作成

注）左図の直近値は、ミシガン大学消費者信頼感指数は2015年10月、小売売上高は2015年9月。
右図の直近値は、2015年11月6日。
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欧州 今週は7-9月期ユーロ圏実質GDP、ECBクーレ理事講演に注目

先週のユーロ圏金融市場では、ユーロが対米ドルで今年8月来の1ユーロ1.08ドル

を下抜け軟化しました。追加金融緩和を探るECB（欧州中央銀行）と、利上げ開

始時期を窺う米FRB（連邦準備理事会）という、金融政策の方向性の違いを素直

に反映した格好です。一方ユーロ圏10月製造業景況感は52.3と、9月の52.0から改

善、域内景気の底堅さを示しました（図1）。13日発表のユーロ圏7-9月期実質GDP
（事前予想：前期比年率+1.5%）で景気の底堅さを確認できるか注目されます。

さて先週、FSB（金融安定理事会）はいわゆる大きくて潰せない銀行（G-SIBs
）リストの年次改訂を実施、公表しました（図2）。G-SIBsには今後、万一の実質

破綻時に備え、資本・負債の総額規制、損失吸収可能な無担保債券の保有といっ

たTLAC（総損失吸収能力）規制が課せられます（適用開始は2019年）。本規制対

応による財務強化は、債券投資家にとってはむしろ歓迎されましょうが、こと追

加金融緩和が囁かれるユーロ圏の金融機関にとっては悩ましい側面もあります。

【図１】 景況感は底堅い

ユーロ圏 製造業景況感と実質GDP（上）

ユーロ圏主要4ヵ国製造業景況感（下）

注）景況感は50が好不況の境目。
出所）欧州統計局、マークイットより当社経済調査部作成

【図３】 ドラギ総裁はECB理事会内を纏められるか

今後予想されるECBの追加金融緩和措置は金融機関の収益を悪化させ、財務

強化の原資を収益より資産圧縮（貸出圧縮等）に求めざるを得ないためです。

一方でECBは金融機関に貸出増加を促す等、圧力も加えています。金融機関の

首脳は12月3日のECB理事会を固唾を呑んで見守っていると推察されます。

目下、ECBの追加金融緩和措置で想定されるのは、現在の国債等買取の①期

間(現在は2016年9月まで）、②規模（現在は月€600億）、③対象（現在は国債

、国債機関債、ABS（資産担保証券）、カバードボンド（担保付銀行社債））

いずれかの拡大、ないしはこれらの組み合わせによる緩和拡大、そして超過準

備預金に対するマイナス金利（現在は▲0.2%）の拡大とみています。特に後者

は金融機関の収益に打撃を与えうる劇薬といえますので、その行方は注目され

ます。ECB理事会の中でも、発言が示唆的で市場への影響力のあるクーレ理事

（図3上段 左）の10日講演は、市場関係者の関心を集めましょう。（徳岡）

ECB理事会内のタカ派ハト派分布（2015年12月の投票権者）

注）ECB理事会は毎月投票権者が変わる（総数21票）。上図上段のECB専従メンバー（赤字）は常に投票権
を持ち、中段の経済規模上位5ヵ国（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ）中銀総裁（オレ
ンジ）が4票を、他の14ヵ国中銀総裁（黒）が11票を持ちまわる。下段は主に上中段と同様、コメントの他
、各国経済状況からタカ派、ハト派を当社経済調査部が判断。 出所）ECBより当社経済調査部作成

【図2】 2015年G-SIBsリスト

ランク G‐SIBs
総資産

（億ドル）
2015年直近期

総資産
（億ドル）
2014年

所在国

香港上海銀行           25,485           27,286 英国
JP モルガン　チェース           24,171           25,270 米国

バークレイズ           18,721           22,149 英国

BNP パリバ           23,944           26,129 フランス
シティグループ           18,084           18,828 米国
ドイチェ銀行           19,189           21,589 ドイツ

バンク　オブ　アメリカ           21,530           21,236 米国

クレディ・スイス              8,785              9,988 スイス
ゴールドマンサックス              8,806              8,689 米国

三菱UFJフィナンシャル グループ           23,278           25,607 日本

モルガン・スタンレー              8,341              8,266 米国
ロイヤル　バンク オブ スコットランド           13,269           16,966 英国
中国農業銀行           27,846           25,999 中国

バンク　オブ　チャイナ           26,215           25,133 中国

ニューヨーク・メロン銀行              3,774              3,863 米国
中国建設銀行           28,809           27,264 中国

BPCE グループ           13,094           14,784 フランス

クレディ・アグリコル           17,009           19,951 フランス
中国工商銀行           34,758           32,827 中国
ING 銀行              9,576           10,514 オランダ

みずほフィナンシャルグループ           15,670           17,942 日本

ノルディア              7,588              8,447 スウェーデン
サンタンデール           14,737           15,675 スペイン

ソシエテ・ジェネラル           15,124           16,316 フランス

スタンダードチャータード銀行              6,950              6,901 英国
ステート・ストリート              2,473              2,750 米国
住友三井フィナンシャルグループ           15,300           16,036 日本

UBS           10,027           10,981 スイス

ウニ・クレディット              9,736           11,479 イタリア
ウェルズ・ファーゴ           17,513           16,369 米国

4
(2.5%)

3
(2.0%)

2
(1.5%)

1
(1.0%)

5(3.5%)該当なし

注）2014年対比、BBVAが除かれ中国建設銀行が新たに加わっ

た。ランク下数字は所要自己資本に付加される追加的自己資本
所要比率。出所）SNL Financial、FSBより当社経済調査部作成
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出所）インドネシア中央統計局(BPS)、インドネシア銀行(BI)、CEICより当社経済調査部作成 出所）インドネシア銀行(BI)、Bloombergより当社経済調査部作成

【図１】 6年ぶりに3期連続で+5%割れとなったGDP成長率 (左) 【図２】 10月初より大きく反発したルピア相場(右)

先週5日、インドネシア政府は7-9月期の実質GDPが前年比+4.7%と前期と変わら

ず、市場予想(Bloomberg集計の中央値)の+4.8%を下回ったことを公表。3期連続の

+5%台割れは国際金融危機直後の2009年以来です(図1左)。需要項目を見ると、外

需の減速の影響を内需の回復が相殺。内需(在庫投資を除く)の前年比は+5.0%と前

期の+4.1%より加速しました。年初より実行が遅れてきた政府歳出が加速し始めた

ことを受けて政府消費や固定資本投資が加速し、生産側では建設が加速しました。

政府は来年度予算によるインフラ投資の入札の年内実施を検討するなど、歳出

の加速を画策。年末から来年前半にかけて、政府支出が内需を支えるでしょう。

一方、雇用環境の悪化などから消費者信頼感は低迷(図1右)。民間消費の回復には

時間がかかりそうです。外需と一次産品価格の低迷もあり、企業の設備投資の回

復も勢いを欠くでしょう。今年通年の成長率は+4%台後半と昨年の+5.0%を下回り、

来年の成長率も+5%前後と、景気の回復は緩慢なものになると予想されます。

インドネシア銀行(BI)は利下げの検討を開始。BIは10月15日に政策金利を7.5%
で据置きつつ(図2左)、声明で｢金融政策緩和の余地が生まれつつある｣と利下げの

可能性に言及しました。今後、総合消費者物価の前年比が低下するであろう年末

にかけて、0.25%ポイントの利下げが行われる可能性が高いと考えられます。

年初より9月末にかけて対米ドルで15.5%下落したルピアは、その後先週6日にか

けて同8.0%上昇(図2右)。米利上げ先送りの憶測から新興国通貨が買戻される中、

BIによる先物市場介入やルピア流動性の吸収も相場反転を後押し。しかし、足元

では年内の米利上げの憶測が再燃。民間対外返済負担や外国人の国債保有額の大

きい同国の通貨の上値は重くなるでしょう。もっとも、公共投資の回復や政治の

安定化に伴う経済構造改革進展の期待といった支援材料などから同通貨の下押し

圧力は今年8月以降のリスク回避局面に比べ軽くなると予想されます。（入村）

注）本稿は、11月9日付アジア投資環境レポートの要約です。
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出所）Bloomberg等、各種資料より当社経済調査部作成

今週の主要経済指標と政治スケジュール

注） （米）は米国、（日）は日本、（欧）はユーロ圏、（英）は英国、（独）はドイツ、（仏）はフランス、（伊）はイタリア、（加）はカナダ、（豪）はオーストラリア、（中）は中国、（印）はインドをそれぞれ指します。
赤字は日本、青字は米国、緑字はユーロ圏とEU全体、黒字はその他のイベントを表します。経済指標と政治スケジュール、企業決算の日程及び内容は変更される可能性があります。

月 火 水 木 金

11/2 3 4 5 6
（日） 10月 新車登録台数

（軽自動車除く、前年比）
  9月：▲3.0%、10月：+0.2%

（米） 9月 製造業受注（前月比）

 8月：▲2.1%
 9月：▲1.0%

（日）

（日）

10月 消費者態度指数

 9月：40.6、10月：41.5
日本郵政グループ 東証第1部上場

（日）

（日）

日銀金融政策決定会合議事要旨
             （10月6～7日分）

トヨタ 2015年上期決算発表

（日）

（日）

9月 景気動向指数（速報、一致CI）
 8月：112.2、9月：111.9
黒田日銀総裁 講演（東京）

（日）
（米）

日中韓首脳会談（ソウル）

10月 供給管理協会（ISM) ）製造業景気指数

 9月：50.2、10月：50.1

（欧） ドラギECB総裁 講演(フランクフルト) （米） 9月 貿易収支（通関ベース）

 8月：▲480億ドル

 9月：▲408億ドル

（米）
（米）
（米）

フィッシャー FRB副議長 講演

ロックハート・アトランタ連銀総裁 講演

ダドリー・ニューヨーク連銀総裁 講演

（米） 9月 消費者信用残高（前月差）

 8月：+160億ドル

 9月：+289億ドル

（米）

（米）

9月 建設支出（前月比）

 8月：+0.7%、9月：+0.6%
ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 講演

（豪） 金融政策決定会合
 　　キャッシュレート：

　　　　　　2.00%⇒2.00%

（米） 10月 ADP雇用統計

（民間部門雇用者増減数、前月差）
 9月：+19.0万人、10月：+18.2万人

（米） 7‐9月期 単位労働コスト（前期比年率）

 4‐6月期：▲1.8％
 7‐9月期：+1.4％

（米） 10月 雇用統計

非農業部門雇用者増減数（前月差）
 9月：+13.7万人、10月：+27.1万人

（中） 10月 製造業PMI（財新）

 9月：47.2
 10月：48.3

（英） 金融政策委員会（MPC、～5日）

      資産買入れ規模：

             3,750億￡⇒3,750億￡

（米） 10月 米供給管理協会（ISM)
             非製造業景気指数

 9月：56.9、10月：59.1

（欧） ドラギECB総裁 講演(ミラノ) 失業率　9月：5.1%、10月：5.0%
平均時給（前年比）
 9月：+2.3%、10月：+2.5%

（他） ミャンマー 総選挙

（他） タイ 金融政策決定会合

  翌日物レポレート：

             1.5%⇒1.5%

（米） 10月 新車販売台数（輸入車含む、年率）

 9月：1,807万台

 10月：1,812万台

（他） マレーシア 金融政策決定会合

   オーバーナイト・レート：

                    3.25%⇒3.25%

（独） 9月 鉱工業生産（前月比）

 8月：▲0.6%
 9月：▲1.1%

（中） 10月 貿易統計（米ドル建て、前年比）

 輸出：9月：▲3.7%、10月：▲6.9%
 輸入：9月：▲20.4%、10月：▲18.8%

（他）

（米）

ブラジル 9月 鉱工業生産（前年比）

 8月：▲8.8%、 9月：▲10.9%
ダドリー・ニューヨーク連銀総裁 講演

（米）

（米）

イエレン FRB議長 議会証言

  (下院金融委員会)
フィッシャー FRB副議長 講演

（他） ブラジル 10月消費者物価

 （IPCA、前年比）

 9月：+9.49%、10月：+9.93%

（英） 9月 鉱工業生産（前月比）

 8月：+0.9%
 9月：▲0.2%

9 10 11 12 13
（日） 9月 現金給与総額（速報、前年比）

 8月：+0.4%
 9月：+0.6%

（日） 9月 経常収支（季調値）

 8月：+1兆5,901億円

 9月：（予）+1兆5,490億円

（日）

（米）

10月 マネーストック（M2、前年比）

 9月：+3.8%、10月：（予）+3.8%
ベテランズデー（債券市場休場）

（日） 9月 機械受注

（船舶・電力除く民需、前月比）
 8月：▲5.7%、9月：（予）+3.1%

（日）

（日）

9月 製造工業 稼働率指数（前月比）

 8月：▲0.9%、9月：（予）NA
9月 第3次産業活動指数（前月比）

（米） 10月 輸出入物価（輸入、前月比）

 9月：▲0.1%
 10月：（予）▲0.1%

（日） 10月 景気ウォッチャー調査

 現状　9月：47.5、10月：（予）48.1
 先行き　9月：49.1、10月：（予）49.4

（欧）
（欧）

ドラギECB総裁講演（ロンドン）

コンスタンシオECB副総裁講演（マドリッド）

（日） 10月 国内企業物価（前年比）

 9月：▲3.9%
 10月：（予）▲3.5%

（米）

 8月：+0.1%、9月：（予）+0.1%
9月 企業売上・在庫（在庫、前月比）

 8月：0.0%、9月：（予）0.0%
（欧）

（仏）

クーレECB理事講演（ベルリン）

9月 鉱工業生産（前月比）

（中） 10月 小売売上高（前年比）

 9月：+10.9%
 10月：（予）+10.9%

（英）

（豪）

9月 平均週給（3ヵ月平均、前年比）

 8月：+3.0%、9月：（予）+3.3%
11月 消費者信頼感指数

（米）
（米）
（米）

イエレンFRB議長 講演（ﾜｼﾝﾄﾝD.C.）
ダドリー・ニューヨーク連銀総裁 講演（ﾆｭｰﾖｰｸ）

フィッシャーFRB副議長 講演（ﾜｼﾝﾄﾝD.C.）

（米）

（米）

10月 生産者物価（前月比）

 9月：▲0.5%、10月：（予）+0.2%
10月 小売売上高（前月比）

（伊）

 8月：+1.6%、9月：（予）NA
9月 鉱工業生産（前月比）

 8月：▲0.5%、9月：（予）+0.6%

（中） 10月 都市部固定資産投資

　　　（年初来累計、前年比）
 9月：+10.3%、10月：（予）+10.2%

（中）

 10月：97.8、11月：（予）NA
10月 鉱工業生産（前年比）

 9月：+5.7%、10月：（予）+5.8%

（欧）

（豪）

9月 鉱工業生産（前月比）

 8月：▲0.5%、9月：（予）▲0.1%
10月 雇用統計（失業率）

（米）

 9月：+0.1%、10月：（予）+0.3%
11月 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報）

 10月：90.0、11月：（予）91.5
（豪）

（中）

10月 NAB企業景況感指数

 9月：+9、10月：（予）NA
10月 消費者物価（前年比）

（他） ブラジル 9月 小売売上高（実質、前年比）

 8月：▲6.9%
 9月：（予）▲7.2%

（印） 10月 消費者物価（前年比）

 9月：+4.41%
 10月：（予）NA

（印）

 9月：6.2%、10月：（予）6.2%
9月 鉱工業生産（前年比）

 8月：+6.4%、9月：（予）NA

（欧） 7‐9月期 実質GDP（1次速報、前期比）

 4‐6月期：+0.4%
 7‐9月期：（予）+0.4%

（中）

 9月：+1.6%、10月：（予）+1.5%
10月 生産者物価（前年比）

 9月：▲5.9%、10月：（予）▲5.9%

（他） ロシア 7‐9月期 実質GDP（前年比）

 4‐6月期：▲4.6%
 7‐9月期：（予）▲4.4%

（伊） 7‐9月期 実質GDP（1次速報、前期比）

 4‐6月期：+0.3%
 7‐9月期：（予）+0.3%

（仏） 7‐9月期 実質GDP（1次速報、前期比）

 4‐6月期：0.0%
 7‐9月期：（予）+0.3%

（独） 7‐9月期 実質GDP（1次速報、前期比）

 4‐6月期：+0.4%
 7‐9月期：（予）+0.3%

16 17 18 19 20
（日） 7‐9月期 実質GDP（1次速報） （米） 10月 消費者物価 （日） 日銀金融政策決定会合（～19日） （日） 10月 貿易統計（速報） （日） 日銀金融経済月報

（米） 11月 ニューヨーク連銀景気指数 （米） 10月 鉱工業生産 （米） 10月 住宅着工・許可件数 （米） 11月 フィラデルフィア連銀景気指数

（欧） 10月 消費者物価（確報） （米） 11月 全米住宅建築業協会

　　　　　（NAHB）住宅市場指数

（豪） 7‐9月期 賃金指数 （他） ブラジル 10月 失業率

（印） 10月 卸売物価 （独） 11月 ZEW景況感指数 （中） 10月 新築住宅価格（70都市）

（英） 10月 消費者物価

（豪） 金融政策決定会合議事録（11月3日分） （他） インドネシア 金融政策決定会合

先
 
 
 
週

今
 
 
 
週

来
 
 
 
週
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留意事項

◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場に

おける取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元金
が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取
引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託
説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について
ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。
■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.24％（税込）
※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 37,800円（税込））を定めているものがあ

ります。
■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの
計算方法を表示することができません｡

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.348％（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書
補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限

額またはこれらの計算方法を表示することができません。
お客さまにご負担いただく費用の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法は、購入金額や保有期間
等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につ
きましては、三菱ＵＦＪ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用にお
ける 高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますの
で、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

各資産のリスク
◎株式の投資に係る価格変動リスク

株式への投資には価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の
状況等を反映して変動するため、株式の価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

◎公社債の投資に係る価格変動リスク
公社債への投資には価格変動リスクを伴います。一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動する

ため、公社債の価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

◎信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場

合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値
がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。この場合、
有価証券等の価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

◎流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十

分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利
な価格での取引となる可能性があります。この場合、有価証券等の価格の下落により損失を被り、投資元金を割
り込むことがあります。

国内株式・国内債券への投資は上記のリスクを伴います。海外株式・海外債券への投資は上記リスクに加えて以
下の為替変動リスクを伴います。

◎為替変動リスク
海外の株式や公社債、ＲＥＩＴ、オルタナティブ資産は外貨建資産ですので、為替変動の影響を受けます。そ

のため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、投資元金を割り込むことがあります。
新興国への投資は上記リスクに加えて以下のカントリーリスクを伴います。

◎カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変

更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信
用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、有価証券等の価格の下落により損失を被り、
投資元金を割り込む可能性が高まることがあります。

当資料に関してご留意頂きたい事項
■当資料は、投資環境等に関する情報提供のために三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に

基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するもので

はありません。
■各ページのグラフ・データ等は、過去の実績・状況であり、また、見通しないし分析は作成時点での見解を示

したものです。したがって、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また税金・手数料等は考慮しておりません。

■当資料に示す意見等は、特に断りのない限り当資料作成日現在の三菱UFJ国際投信経済調査部の見解です。
また、三菱UFJ国際投信が設定･運用する各ファンドにおける投資判断がこれらの見解に基づくものとは限りま
せん。

■投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする 新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご
確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意
ください。

当資料中で使用している指数について
「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。

「日経ジャスダック平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。
本件商品を日本経済新聞社および日本経済新聞デジタルメディアが保証するものではありません。また、日本経
済新聞社は、日経ジャスダック平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
TOPIX（東証株価指数）は、（株）東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的

財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有して
います。
ドイツ「DAX®」：本指数は、情報提供を目的としており、売買等を推奨するものではありません。
FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE 2015年。“FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であ
り、FTSE International Limitedは許可を得て使用しています。FTSE指数、FTSE格付け、またはその両方における
すべての権利は、FTSE、そのライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、
FTSE指数、FTSE格付け、もしくはその両方、または内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わない
ものとします。FTSEの書面による同意がない限り、FTSEデータの再配布は禁止します。


