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Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

 発表日：2021 年２月５日（金） 

インド中銀は景気回復期待も､政策支援を維持（Asia Weekly(1/29～2/5)） 

 ～タイ中銀は政策余地を確保すべく現状は金利据え置きを決定～ 

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 

1/29（金） （台湾）10-12 月実質 GDP（前年比･速報値） 

（香港）10-12 月実質 GDP（前年比･速報値） 

＋4.94％ 

▲3.0％ 

＋3.61％ 

- - 

＋3.92％ 

▲3.5％ 

1/31（日） （中国）1 月製造業 PMI 51.3 51.6 51.9 

2/1（月） （韓国）1 月輸出（前年比） 

1 月輸入（前年比） 

（中国）1 月財新製造業 PMI 

（インドネシア）1 月消費者物価（前年比） 

＋11.4％ 

＋3.1％ 

51.5 

＋1.55％ 

＋9.8％ 

＋1.9％ 

53.0 

＋1.66％ 

＋12.6％ 

＋2.2％ 

53.0 

＋1.68％ 

2/2（火） （豪州）金融政策委員会（政策金利） 

（韓国）1 月消費者物価（前年比） 

（香港）12 月小売売上高（前年比･数量ベース） 

0.10％ 

＋0.6％ 

▲14.0％ 

0.10％ 

＋0.3％ 

- - 

0.10％ 

＋0.5％ 

▲4.8％ 

2/3（水） （タイ）金融政策委員会（政策金利） 0.50％ 0.50％ 0.50％ 

2/5（金） （フィリピン）1 月消費者物価（前年比） 

（タイ）1 月消費者物価（前年比） 

（インドネシア）10-12 月実質 GDP（前年比） 

（シンガポール）12 月小売売上高（前年比） 

（インド）金融政策委員会（レポ金利） 

＋4.2％ 

▲0.34％ 

▲2.19％ 

▲3.6％ 

4.00％ 

＋3.5％ 

▲0.40％ 

▲2.00％ 

- - 

4.00％ 

＋3.5％ 

▲0.27％ 

▲3.49％ 

▲1.7％ 

4.00％ 

（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。 

[インド]～インド中銀､景気回復に期待を寄せる一方で政策支援を通じた景気下支えを維持する方針を堅持～ 

５日、インド準備銀行は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利であるレポ金利を４会合連続で

4.00％に据え置くとともに、金融政策のスタンスも「少なくとも今年度及び来年度に亘って必要な限り

緩和的なスタンスを維持する」とする方針を維持するなど、長期に亘って緩和政策を続ける姿勢を示し

た。会合後に公表された声明文では、今回の決定は「全会一致」であったほか、世界経済について「昨

年第４四半期は主要国での感染拡大に伴う行動制限強化などの動きを反映して拡大ペースはやや鈍化

したが、今年後半にかけてはワクチン接種の広がりなどを受けて回復のモメンタムは改善する」との見

方を示した。一方、同国経済については「今年度の経済成長率は 12 月の定例会合時点の見通しをやや

下振れするが、足下では景気回復を示唆する動きが強まっている」とし、先行きについても「家計及び

企業部門ともにマインドの改善が進み、来年度の経済成長率は＋10.5％になる」との見通しを示した。
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また、足下のインフレ率は頭打ちするなか、先行きについても「１-３月は＋5.2％、来年度の前半も＋

5.0％、後半も＋4.3％とインフレ目標の域内に収まる」との見通しを示した。同行のダス総裁は「来年

度予算案で示された財政支出計画に伴い力強い景気回復が進むとの期待が高まっている」との認識を示

す一方、「中銀は政府を支援の用意があり、政府による借入計画が金融市場で円滑に受け入れられるよ

う協力する」など、流動性供給を通じて政策支援を続ける考えを改めて強調した。 

 

[タイ]～タイ中銀は景気の先行きに対する不確実性の高さを懸念､政策余地を確保すべく政策金利を据え置く～ 

３日、タイ銀行は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利を６会合連続で過去最低水準である

0.50％に据え置く決定を行った。会合後に公表された声明文では、今回の決定は「全会一致」で決定さ

れたほか、その理由について「極めて不確実性が高い景気回復を支えるため」としている。景気動向に

ついては「感染再拡大と封じ込め策は短期的に悪影響を与えるが、政府の景気対策や輸出の底入れの動

きを背景に景気回復は続いている」としつつ、「先行きは不透明感が高く、下振れリスクが大きいために

低金利による下支えが必要」とした上で、「より効果的な政策運営に向けた余地を確保すべく政策金利

を据え置く判断を行った」との考えを示した。さらに、長期的な景気動向については「①外国人観光客

の回復動向、②ワクチンの有効性と普及度合い、③継続的かつ充分な財政支援、④労働市場を巡る状況

がカギを握る」としつつ、「セクターごとの回復のバラつきは景気回復の持続力に影響を与える可能性

がある」との認識を示した。金融市場については「潤沢な流動性と低金利環境が続いているにも拘らず、

信用リスクの高まりを反映して流動性の流通にバラつきが生じており、家計部門には厳しい状況が続く」

一方、バーツ相場については「周辺国と同様の動きが続いている」とバーツ高圧力が緩んでいることを

評価しつつ（詳細は１月 19 日付レポート「タイ中銀の視線はバーツ高への警戒から感染第２波の影響

にシフト」をご参照下さい）、「今後も動向を注視しつつ対応の可否を検討する」との考えを示した。そ

の上で、今後の政策運営については「景気回復のためには政策の継続性と政策調整が必要であり、金融

政策は緩和的な状況を維持するとともに、信用対策として信用リスクの抑制に向けた信用保証制度を通

じた流動性供給の加速に加え、金融機関に対する債務リストラ加速を促す」とした上で、「流動性供給と

景気回復支援に向けて追加措置も検討すべき」とし、政府に対して「感染収束後には速やかに歳出の加

速を図る一方、企業の再編や労働者のスキルアップに向けたサプライサイド改革を同時に行うべき」と

注文を付ける姿勢をみせた。そして、今後の決定については「政府による政策の適切さ、国内外の感染

動向など様々なリスク要因を注視する」とした上で、「必要に応じて適切な政策対応を追加的に採る用

図 1 IN 金融政策の推移    

   

（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/nishi210119thailand.pdf
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2020/nishi210119thailand.pdf
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意がある」として追加緩和に含みを持たせる考えをみせた。 

なお、声明文と併せて公表された資料では、先行きの景気回復動向について「これまでの想定に比べ

て幾分力強さを欠く推移が続く」としており、その理由を「①新型コロナウイルスの感染収束に向けた

経済的な影響が想定以上であること、②外国人観光客数の下振れ、③来年度の財政支出の下振れ」を挙

げる一方、「①今年度の財政出動の上振れ、②財輸出の回復、③昨年度の歳出遅延の今年度への繰り越し

により下振れ度合いは幾分相殺される」として、わずかな下振れに留まるとの見方が示されている。 

５日に発表された１月の消費者物価は前年同月比▲0.34％と 11ヶ月連続のマイナスとなり、前月（同

▲0.27％）からマイナス幅も拡大した。前月比は＋0.09％と前月（同＋0.15％）から上昇ペースが鈍化

しており、国際原油価格の底入れを反映してエネルギー価格の上昇圧力が強まる動きがみられる一方、

生鮮品を中心とする食料品価格は下落傾向を強めるなど、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＋0.21％と前月（同＋0.19％）

からわずかに加速しているものの、前月比は＋0.03％と前月（同＋0.05％）から上昇ペースが鈍化して

おり、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた行動制限の強化の動きを反映して景気に下押し圧力が掛

かるなか、幅広く財及びサービス物価に下押し圧力が掛かる展開が続いている。 

 

[台湾]～新型コロナウイルスの感染収束も追い風に､昨年の成長率は一昨年を上回るなど｢完全克服｣を達成～ 

先月 29 日に発表された昨年 10-12 月の実質ＧＤＰ成長率（速報値）は前年同期比＋4.94％となり、

前期（同＋3.92％）から伸びが加速して約６年弱ぶりの高い伸びとなった。前期比年率ベースも＋7.77％

と前期（同＋16.59％）から拡大ペースは鈍化するも２四半期連続のプラス成長となったほか、中期的な

基調も拡大傾向を強めるなど底入れが進んでおり、新型コロナウイルス（SARS-CoV-19）の封じ込めを通

じて克服している様子がうかがえる。中国本土をはじめとする世界経済の底入れが進んでいることを反

映して輸出は拡大傾向で推移しているほか、経済活動の正常化や外需の堅調さを背景に企業部門による

設備投資が活発化している上、政府によるインフラ拡充をはじめとする景気刺激策を受けて固定資本投

資が押し上げられる動きがみられた。さらに、外需の堅調さを背景とする雇用環境の底入れの動きに加

え、経済活動の正常化を受けたペントアップ・ディマンドの発現も相俟って家計消費にも押し上げ圧力

が掛かるなど、内・外需双方で景気が押し上げられる好循環がみられた。結果、昨年通年の経済成長率

は＋2.98％と前年（＋2.96％）からわずかに加速しており、新型コロナウイルスのパンデミック（世界

的大流行）を受けて概ねすべての国で成長率が減速する動きがみられるにも拘らず、台湾については早

図 2 TH 政策金利の推移         図 3 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   （出所）CEICより第一生命経済研究所作成 
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期の感染収束によってその影響の『完全克服』が達成されたと捉えることが出来よう。 

 

[韓国]～半導体関連を中心に輸出に底堅さの一方､再拡大による行動制限強化でディスインフレ基調が続く～ 

１日に発表された１月の輸出額は前年同月比＋11.4％となり、前月（同＋12.6％）から伸びが鈍化し

た。当研究所が試算した季節調整値に基づく前月比は３ヶ月ぶりの減少に転じるなど、底入れの動きに

一服感が出ているものの、中期的な基調は拡大傾向で推移するなど堅調な動きが続いている。最大の輸

出相手である中国向けで底入れの動きに一服感が出る動きがみられる一方、米国やＥＵなど先進国向け

の堅調さが下支えしている。財別でも、主力の輸出財である半導体を中心とする電子部品関連や、バイ

オ医薬品関連の輸出を巡る旺盛な動きが輸出を下支えする展開が続いている。一方の輸入額は前年同月

比＋3.1％と前月（同＋2.2％）から伸びが加速している。前月比は３ヶ月ぶりに減少に転じるなど、輸

出同様に底入れが続いた流れに一服感が出ているものの、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。原油をはじめとする国際商品市況の底入れの動きに加え、輸出の底堅さを反映し

て素材及び部材などに対する需要が底堅く推移していることも輸入を下支えしている。結果、貿易収支

は＋39.60億ドルと前月（＋67.72億ドル）から黒字幅が縮小している。 

２日に発表された１月の消費者物価は前年同月比＋0.6％となり、前月（同＋0.5％）からわずかに伸

びが加速したものの、引き続き中銀が定めるインフレ目標（２％）を大きく下回る推移が続いている。

前月比は＋0.76％と前月（同＋0.16％）から上昇ペースが加速しており、生鮮品を中心とする食料品価

格が大きく上振れしているほか、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を

強めるなど、生活必需品で物価上昇圧力が高まる動きがみられる。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＋0.4％と前月（同＋0.5％）から鈍化しており、インフレ率とともに目標

を大きく下回る推移が続いている。前月比も＋0.36％と前月（同▲0.01％）から２ヶ月ぶりの上昇に転

じており、エネルギー価格の上昇に伴う輸送コストの上振れを反映して一部の消費財価格に上昇圧力が

掛かる動きがみられる一方、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けた行動制限の再強化に伴いサービ

ス物価に下押し圧力が掛かる動きがみられるなど、ディスインフレ基調が続いている。 

図 4 TW 実質 GDP成長率(前期比年率)の推移   

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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[インドネシア]～景気底入れの動きはうかがえるものの､幅広く財･サービス両面でディスインフレ基調が続く～ 

１日に発表された１月の消費者物価は前年同月比＋1.55％となり、前月（同＋1.68％）から伸びが鈍

化して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＋0.26％と前月（同

＋0.45％）から上昇ペースが鈍化しており、国際原油価格の底入れにも拘らずエネルギー価格は横這い

で推移しているほか、生鮮品を中心とする食料品価格の上昇圧力に一服感が出るなど、生活必需品の物

価上昇圧力が後退したことが影響している。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＋1.56％と前月（同＋1.60％）から伸びが鈍化しており、前月比は＋0.14％と前月（同＋0.05％）

から上昇ペースは加速しているものの、わずかな上昇に留まるなどディスインフレ基調が続いている。

エネルギー価格が横這いで推移している上、通貨ルピア相場の堅調さを反映した輸入物価への下押し圧

力を反映して財価格が落ち着いた展開をみせているほか、景気回復の動きが続いているにも拘らずサー

ビス物価に対する上昇圧力が掛かりにくい状況が続いていることも影響している。 

 

[フィリピン]～食料品やエネルギーなど生活必需品の物価上昇を反映して､２年ぶりにインフレ目標を上回る～ 

５日に発表された１月の消費者物価は前年同月比＋4.2％となり、前月（同＋3.5％）から伸びが加速

して丸２年ぶりに中銀が定めるインフレ目標（２～４％）を上回る水準となった。前月比も＋1.27％と

前月（同＋0.88％）から上昇ペースが加速しており、生鮮品を中心とする食料品価格の上昇の動きが強

まっているほか、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するなど、生活必需品

の物価上昇圧力が強まったことが影響している。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＋3.38％と前月（同＋3.31％）からわずかに加速しているものの、引き続きインフレ目標の

図 5 KR 貿易動向の推移         図 6 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 

図 7 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    



 

 6 / 7 
 

 

 

Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

域内に収まる推移が続いている。前月比も＋0.48％と前月（同＋0.48％）と同じペースでの上昇が続い

ており、新型コロナウイルスの新規感染者数の鈍化を受けた行動制限緩和に加え、エネルギー価格の上

昇に伴う輸送コストの上振れを反映して幅広く財価格に押し上げ圧力が掛かる動きがみられる一方、景

気回復の動きが依然として途上であることを受けてサービス物価は伸び悩む展開が続いている。 

 

[シンガポール]～底入れの動きがみられた高額消費に一服感も､小売売上全体の動きは底堅い展開が続く～ 

５日に発表された昨年 12 月の小売売上高は前年同月比▲3.6％と 23 ヶ月連続で前年を下回る伸びと

なり、前月（同▲1.7％）からマイナス幅も拡大した。前月比は▲0.94％と前月（同＋7.53％）から３ヶ

月ぶりの減少に転じるなど底入れの動きに一服感が出ているものの、中期的な基調は拡大傾向を維持す

るなど底堅い動きが続いている。同国では月ごとに自動車販売が大きく振れる上に小売売上全体の動向

を左右する傾向があるなか、当月は前月比▲2.14％と前月（同▲5.23％）から２ヶ月連続で減少してい

る。なお、自動車を除いたベースでは前月比▲0.74％と前月（同＋10.00％）から３ヶ月ぶりの減少に転

じており、食料品やエネルギーなど生活必需品に対する需要は底堅く推移する一方、底入れの動きがみ

られた高額品に対する需要に一服感が出たことが全体の重石になった。 

 

[香港]～新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受け､2020 年の経済成長率は▲6.1％と過去最悪に～ 

先月 29日に発表された昨年 10-12月の実質ＧＤＰ成長率（速報値）は前年同期比▲3.0％と６四半期

連続のマイナス成長となったものの、前期（同▲3.5％）からマイナス幅は縮小した。前期比年率ベース

では＋0.80％と前期（同＋11.76％）から２四半期連続のプラス成長となるなど底打ちしているものの、

そのペースは大きく鈍化している上、中期的な基調も減少傾向で推移するなど力強さを欠く展開が続い

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    

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    
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ている。中国本土経済の底入れをはじめ、世界経済の回復を反映して財輸出に堅調な動きがみられるほ

か、財輸入も押し上げられる動きがみられる一方、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けてサービス

の輸出入は依然低調な動きが続いている。また、政府によるインフラ投資の拡充など景気刺激策の動き

を反映して政府消費や固定資本投資が押し上げられる動きがみられる一方、感染再拡大を受けた行動制

限の再強化に伴い家計消費に大きく下押し圧力が掛かるなど、新型コロナウイルスの影響が色濃く残っ

ている。さらに、在庫投資の成長率寄与度は前期比年率ベースで大幅プラスとなるなど在庫が積み上が

る動きが確認されており、先行きについては在庫調整圧力が景気の足かせとなることが懸念される。な

お、昨年通年の経済成長率も▲6.1％と前年（▲1.2％）から２年連続のマイナス成長となり、マイナス

幅はアジア通貨危機の影響が直撃した 1998年（▲5.9％）を上回るなど過去最悪の水準となった。 

２日に発表された昨年 12月の小売売上高（数量ベース）は前年同月比▲14.0％と 23ヶ月連続で前年

を下回る伸びとなり、前月（同▲4.8％）からマイナス幅も拡大した。前月比も▲8.25％と前月（同＋

4.01％）から５ヶ月ぶりの減少に転じており、中期的な基調も減少に転じるなど底入れの動きが続いた

流れに一服感が出ている。香港では新型コロナウイルスの感染拡大の動きに一服感が出たことで、経済

活動が再開されていたものの、11 月末にかけて再拡大したために 12 月に行動制限が再強化される事態

となり、幅広く家計消費に下押し圧力が掛かる事態となった。 

 

以 上 

図 10 HK 実質 GDP成長率(前期比年率)の推移  図 11 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    


