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Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

 発表日：2021年３月５日（月） 

韓国､外需に底堅さも内需は弱含む展開が続く（Asia Weekly(2/26～3/5)） 

 ～マレーシア中銀､感染拡大鈍化やワクチン接種の行方を期待して静観する姿勢を維持～ 

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 

主席エコノミスト 西濵 徹（℡：03-5221-4522） 

○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 

2/26（金） （インド）10-12月実質 GDP（前年比） ＋0.4％ ＋0.5％ ▲7.3％ 

2/28（日） （中国）2月製造業 PMI 50.6 51.1 51.3 

3/1（月） （韓国）2月輸出（前年比） 

2月輸入（前年比） 

（中国）2月財新製造業 PMI 

（インドネシア）2月消費者物価（前年比） 

＋9.5％ 

＋13.9％ 

50.9 

＋1.38％ 

＋9.5％ 

＋12.3％ 

51.5 

＋1.38％ 

＋11.4％ 

＋3.6％ 

51.5 

＋1.55％ 

3/2（火） （韓国）1月鉱工業生産（前年比） 

（豪州）金融政策委員会（政策金利） 

＋7.5％ 

0.10％ 

＋5.3％ 

0.10％ 

＋2.5％ 

0.10％ 

3/3（水） （豪州）10-12月実質 GDP（前年比） 

（香港）1月小売売上高（前年比･数量ベース） 

▲1.1％ 

▲14.5％ 

▲1.8％ 

- - 

▲3.7％ 

▲14.0％ 

3/4（木） （韓国）10-12月実質 GDP（前年比･改定値） 

2月消費者物価（前年比） 

（マレーシア）金融政策委員会（政策金利） 

▲1.2％ 

＋1.1％ 

1.75％ 

▲1.4％ 

＋1.0％ 

1.75％ 

▲1.4％※ 

＋0.6％ 

1.75％ 

3/5（金） （フィリピン）2月消費者物価（前年比） 

（タイ）2月消費者物価（前年比） 

（シンガポール）1月小売売上高（前年比） 

＋4.7％ 

▲1.17％ 

▲6.1％ 

＋4.7％ 

▲0.20％ 

- - 

＋4.2％ 

▲0.34％ 

▲3.3％ 

（注）ｺﾝｾﾝｻｽは Bloomberg及び THOMSON REUTERS 調査。灰色で囲んでいる指標は本レポートで解説を行っています。※は速報値 

[韓国]～輸出の底入れを反映して生産は底堅い動きが続くも､行動制限の再強化でディスインフレが続く～ 

１日に発表された２月の輸出額は前年同月比＋9.5％となり、前月（同＋11.4％）から伸びが鈍化し

た。今年は春節（旧正月）の連休の時期が前年から大きくずれている影響を考慮する必要はあるものの、

当研究所が試算した季節調整値に基づく前月比は２ヶ月ぶりの拡大に転じている上、中期的な基調も拡

大傾向を強めるなど底入れの動きが進んでいる。財別では、主力の輸出財である半導体で引き続き高い

伸びが続いているほか、自動車関連や石油化学関連、バイオ医療製品関連などで堅調な動きが続いてお

り、世界経済の回復の動きに加え、世界的な医療製品関連需要の旺盛さが輸出を押し上げる展開が続い

ている。一方の輸入額は前年同月比＋13.9％となり、前月（同＋3.6％）から伸びが加速した。前月比も

２ヶ月ぶりの拡大に転じている上、中期的な基調も拡大傾向を強めるなど、輸出同様に底入れの動きを

みせている。輸出の堅調さを反映して素材及び部材関連の輸入が下支えされているほか、原油をはじめ
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とする国際商品市況の底入れの動きも輸入額を押し上げる動きに繋がっている。結果、貿易収支は＋

27.07億ドルと前月（＋37.64億ドル）から黒字幅が縮小している。 

２日に発表された１月の鉱工業生産は前年同月比＋7.5％となり、前月（同＋2.5％）から伸びが加速

している。前月比は▲1.60％と前月（同＋2.74％）から３ヶ月ぶりの減少に転じているものの、中期的

な基調は拡大傾向で推移するなど底堅い動きが続いている。財政出動を通じた景気下支え策の動きを反

映して公的部門は活況を呈する動きが続いている一方、製造業関連での生産拡大の動きに一服感が出て

いる上、鉱業部門や建設業の生産に大幅な下押し圧力が掛かっているほか、サービス業の生産も鈍化す

るなど幅広い分野で生産が鈍化している。なお、製造業では主力の輸出財である半導体をはじめとする

電子部品関連の生産は拡大が続いている上、自動車関連の生産も底入れの動きをみせるなど輸出関連産

業で堅調さが続く一方、食料品をはじめ内需関連産業の生産が弱含むなど対照的な動きがみられる。 

４日に発表された昨年 10-12月の実質ＧＤＰ成長率（改定値）は前年同期比▲1.2％となり、１月に発

表された速報値（同▲1.4％）から上方改定された。前期比年率ベースの成長率も＋4.99％と速報値（同

＋4.43％）から上方修正されるなど２四半期連続のプラス成長となるも、中期的な基調はマイナス傾向

で推移するなど回復の足取りは依然力強さを欠く状況は変わらない。内訳は、サービス輸出を中心に外

需が上方修正されたほか、家計消費のマイナス幅は縮小するなど上方修正される一方、民間及び公共部

門双方で固定資本投資は下方修正されるなど上下双方に修正されている。なお、昨年通年の経済成長率

は▲1.0％と改定前と同じ伸びとなり、22年ぶりのマイナス成長となったことは変わらない。 

また、同日に発表された２月の消費者物価は前年同月比＋1.1％となり、前月（同＋0.6％）から伸び

が加速した。しかし、前月比は＋0.50％と前月（同＋0.76％）から上昇ペースは鈍化しているものの、

生鮮品を中心とする食料品価格は上昇傾向を強めているほか、国際原油価格の底入れの動きを反映して

エネルギー価格も上昇傾向が続くなど、生活必需品を中心に物価上昇圧力が高まっている。なお、食料

品とエネルギーを除いたコアインフレ率は前年同月比＋0.32％とインフレ率ともに中銀の定めるイン

フレ目標（２％）を下回り、前月（同＋0.39％）から伸びが鈍化するなどディスインフレ基調が強まっ

ている。前月比も＋0.08％と前月（同＋0.36％）から上昇ペースが鈍化しており、エネルギー価格の上

昇などによる輸送コストへの押し上げにも拘らず、通貨ウォン高による輸入物価の下押しに加え、新型

コロナウイルスの感染再拡大に伴う行動制限の再強化による景気減速懸念を反映して幅広く物価に下

押し圧力が掛かっており、全般的にディスインフレ基調が強まっている様子がうかがえる。 

 

図 1 KR 貿易動向の推移        図 2 KR 鉱工業生産の推移 

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成   （出所）CEICより第一生命経済研究所作成 
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[マレーシア]～内外景気の下振れに懸念を示すも､現行の緩和姿勢を当面維持する姿勢は変わらない模様～ 

４日、マレーシア・ネガラ銀行（中央銀行）は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利を４会合連

続で過去最低水準である 1.75％に据え置く決定を行った。同行は昨年、新型コロナウイルス（SARS-CoV-

19）のパンデミック（世界的大流行）による世界経済の減速による景気への悪影響を懸念して計４回（累

計 125bp）の利下げ実施など積極的な金融緩和に動いたものの、昨年９月以降は景気の底入れを理由に

利下げ局面を休止させた。なお、政府は昨年末以降の感染再拡大を受けて今年１月に８月１日までを対

象とする非常事態宣言を発令するなど景気への悪影響が懸念されたものの、中銀は直後に開催した１月

の定例会合でも政策金利を据え置くなど慎重姿勢をみせた（詳細は１月 20 日付レポート「マレーシア

中銀、金融市場の期待に反して慎重姿勢を維持」をご参照下さい）。さらに、先月末にはワクチン接種が

開始されているほか、新規感染者数も鈍化傾向を強めるなど事態打開に向けた動きが前進していること

を受けて中銀は慎重姿勢を維持したものと捉えられる。会合後に公表された声明文では、世界経済につ

いて「不均衡ながら回復のモメンタムは改善が続いている」とした上で「ワクチン接種の進展は政策支

援と相俟って回復を促しており、国際金融市場を巡る状況も不安定ながら経済活動を下支えしている」

との見方を示しつつ、先行きについては「感染動向とワクチンの有効性に関する不確実性を理由に下振

れリスクはくすぶる」との認識を示した。一方、同国経済については「足下で外需と家計消費が改善し

てきたが、短期的には行動制限の再強化に伴う下振れは避けられないものの、その度合いは昨年に比べ

て小さい」との見方を示した上で、先行きは「世界経済の回復に加え、政策支援や的を絞った感染対策

により改善が進むと見込まれる」としつつ「感染動向を巡る不確実性やワクチンの有効性などに伴う下

振れリスクはくすぶる」との認識を示した。また、物価動向については「国際原油価格の底入れに伴い

短期的には上昇が見込まれるが、その後は緩やかな上昇が見込まれる」とし、先行きについても「原油

をはじめとする国際商品市況の動向に左右される」との見方を示した。その上で、足下の政策運営につ

いて「適切且つ緩和的である」との認識を示した上で、先行きの運営については「新たな経済指標や情

報が物価及び景気見通しに与える影響を元に決定される」としつつ、「持続可能な景気回復に向けて適

切な政策手段の活用を引き続きコミットする」として追加利下げに含みを持たせたが、現実には現行の

スタンスを維持する展開が続くと予想される。 

図 3 KR 実質 GDP成長率(前期比年率)の推移      図 4 KR インフレ率の推移 

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成   （出所）CEICより第一生命経済研究所作成 

http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2020/nishi210120malaysia.pdf
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2020/nishi210120malaysia.pdf
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[インドネシア]～生活必需品の物価鈍化のみならず､幅広くインフレ圧力が高まりにくい展開が続いている模様～ 

１日に発表された２月の消費者物価は前年同月比＋1.38％となり、前月（同＋1.55％）から伸びが鈍

化した。前月比も＋0.10％と前月（同＋0.26％）から上昇ペースは鈍化しており、国際原油価格は底入

れの動きを強めているにも拘らずエネルギー価格は据え置かれるなど落ち着いた推移が続いているほ

か、生鮮品を中心とする食料品価格も上昇の動きが一服するなど、生活必需品で物価上昇圧力が後退す

る動きがみられる。なお、食料品とエネルギーを除いたコアインフレ率は前年同月比＋1.53％となり、

前月（同＋1.56％）から伸びが鈍化しており、インフレ率とともに中銀の定めるインフレ目標（３±１％）

を下回る推移が続いている。前月比も＋0.11％と前月（同＋0.14％）から上昇ペースは鈍化しており、

エネルギー価格が落ち着いた推移が続いていることで輸送コストも落ち着いている上、通貨ルピア相場

の上昇に伴う輸入物価への下押し圧力が強まり、幅広く財価格が鈍化している上、家計消費をはじめと

する内需の回復力の弱さを反映してサービス物価も鈍化するなど、全般的にインフレ圧力が高まりにく

い状況にあると判断出来る。 

 

[タイ]～新型コロナの感染再拡大による景気減速懸念の高まりを受け､全般的にディスインフレ圧力が強まる～ 

５日に発表された２月の消費者物価は前年同月比▲1.17％と 12ヶ月連続のマイナスとなり、前月（同

▲0.34％）からマイナス幅も拡大した。前月比も▲0.91％と前月（同＋0.09％）から３ヶ月ぶりの下落

に転じており、国際原油価格の底入れの動きを反映してエネルギー価格は上昇傾向を強める展開が続く

一方、生鮮品を中心とする食料品価格は下落するなど、生活必需品を巡る物価の動きはまちまちの状況

にある。なお、食料品とエネルギーを除いたコアインフレ率は前年同月比＋0.04％となり、前月（同＋

図 5 MY 政策金利の推移    

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

図 6 ID インフレ率の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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0.21％）から鈍化するなど８ヶ月ぶりの低い伸びとなっている。前月比も▲0.08％と前月（同＋0.03％）

から４ヶ月ぶりの下落に転じており、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた行動制限強化の動きを反

映して景気への下押し圧力が強まっており、幅広く財及びサービス物価に下押し圧力が掛かっている。 

 

[フィリピン]～生活必需品を巡る物価の動きはまちまちだが､インフレ率は２ヶ月連続で目標を上回る水準に～ 

５日に発表された２月の消費者物価は前年同月比＋4.7％となり、前月（同＋4.2％）から加速して２

ヶ月連続で中銀の定めるインフレ目標（２～４％）を上回る伸びとなった。前月比は＋0.23％と前月（同

＋1.27％）から上昇ペースは鈍化しており、国際原油価格の底入れの動きを反映してエネルギー価格は

上昇傾向で推移する一方、生鮮品を中心とする食料品価格は鈍化するなど、生活必需品を巡る物価の動

きはまちまちの状況にある。なお、食料品とエネルギーを除いたコアインフレ率は前年同月比＋3.54％

と前月（同＋3.38％）から伸びが加速しているものの、引き続きインフレ目標の域内で推移している。

前月比も＋0.32％と前月（同＋0.48％）から上昇ペースは鈍化しているものの、新型コロナウイルスの

感染拡大一服に伴う行動制限の緩和に加え、エネルギー価格の上昇に伴う輸送コストの上振れを受けて

サービス物価に押し上げ圧力が掛かる動きがみられる一方、通貨ペソ相場の上昇に伴う輸入物価への下

押し圧力は財物価の重石になっているとみられる。 

 

[シンガポール]～行動制限の緩和に伴うペントアップ･ディマンドは一巡も､生活必需品への需要は底堅い～ 

５日に発表された１月の小売売上高は前年同月比▲6.1％と 24 ヶ月連続で前年を下回る伸びとなり、

前月（同▲3.3％）からマイナス幅も拡大した。前月比も▲1.75％と前月（同▲1.05％）から２ヶ月連続

で減少しているものの、中期的な基調は辛うじて拡大傾向を維持するなど底堅い推移が続いている。同

図 7 TH インフレ率の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

図 8 PH インフレ率の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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国では月ごとの自動車販売の動向が大きく上下に振れる上、行為売上全体の動向を左右する傾向がある

なか、当月の自動車販売は前月比＋2.15％と前月（同▲0.98％）から３ヶ月ぶりの拡大に転じている。

結果、自動車を除いたベースでは前月比▲2.42％と前月（同▲1.06％）から２ヶ月連続で減少している

ものの、中期的な基調は辛うじて拡大傾向を維持している。食料品やエネルギーなど生活必需品に対す

る需要は堅調に推移している一方、宝飾品をはじめとする高額消費のほか、耐久消費財などに対する需

要に軒並み下押し圧力が掛かっており、行動制限の緩和によるペントアップ・ディマンドの動きが一巡

したことも影響しているとみられる。 

 

[香港]～感染再拡大による行動制限の再強化は小売売上の重石となるも､必需品需要には底堅さが窺える～ 

３日に発表された１月の小売売上高（数量ベース）は前年同月比▲14.5％と 24 ヶ月連続で前年を下

回る伸びとなったほか、前月（同▲14.0％）からマイナス幅も拡大した。ただし、前月比は＋2.53％と

前月（同▲4.13％）から２ヶ月ぶりの拡大に転じており、中期的な基調も再び拡大傾向に転じるなど底

堅い動きをみせている。香港においては、昨年 11 月末にかけて新型コロナウイルスの新規感染者数が

再び拡大する事態に見舞われ、翌 12 月には行動制限が再強化されたことで小売売上に下押し圧力が掛

かる動きがみられたため、１月についても高額消費や耐久消費財に対する需要が弱含む展開が続く一方、

食料品やエネルギー関連といった生活必需品に対する需要は旺盛な推移が続いており、結果的に小売売

上を下支えしている。 

 

以 上 

図 9 SG 小売売上高の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

図 10 HK 小売売上高(数量ベース)の推移   

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    


