
 

 1 / 7 
 

  

Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

 発表日：2021年３月 26日（金） 

タイ中銀､今年の成長率見通しを再度下方修正（Asia Weekly(3/22～3/26)） 

 ～フィリピン中銀はインフレ懸念と感染再拡大による景気減速懸念の間で難しい対応を迫られる～ 

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 

3/22（月） （台湾）2月輸出受注（前年比） 

2月失業率（季調済） 

（香港）2月消費者物価（前年比） 

＋48.5％ 

3.73％ 

＋0.3％ 

＋45.4％ 

3.74％ 

＋0.7％ 

＋49.3％ 

3.75％ 

＋1.9％ 

3/23（火） （シンガポール）2月消費者物価（前年比） 

（台湾）2月鉱工業生産（前年比） 

＋0.7％ 

＋2.96％ 

＋0.6％ 

- - 

＋0.2％ 

＋19.04％ 

3/24（水） （ニュージーランド）2月輸出（億 NZ ドル） 

2月輸入（億 NZ ドル） 

（マレーシア）2 月消費者物価（前年比） 

（タイ）金融政策委員会（政策金利） 

44.7 

42.9 

＋0.1％ 

0.50％ 

- - 

- - 

＋0.2％ 

0.50％ 

42.0 

48.5 

▲0.2％ 

0.50％ 

3/25（木） （タイ）2月輸出（前年比） 

2月輸入（前年比） 

（フィリピン）金融政策委員会（翌日物借入金利） 

（香港）2月輸出（前年比） 

2月輸入（前年比） 

▲2.59％ 

＋21.99％ 

2.00％ 

＋30.4％ 

＋17.6％ 

▲1.50％ 

＋11.15％ 

2.00％ 

- - 

- - 

＋0.35％ 

▲5.24％ 

2.00％ 

＋44.0％ 

＋37.7％ 

3/26（金） （シンガポール）2月鉱工業生産（前年比） ＋16.4％ ＋16.5％ ＋9.2％ 

（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。 

[タイ]～中銀は今年及び来年の景気見通しを下方修正､より効果的な政策対応に向けて利下げ余地を確保～ 

24 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７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、今回の決定も「全会一致」で決定さ

れたほか、その理由について「同国経済は回復を続けているものの、当面は景気の下振れリスクや景気

見通しに対する不透明感が依然として高いこと」とした上で、「低金利による景気下支えが必要であり、

適切でより効果的なタイミングで政策対応を図るべく対応余地を残す観点から政策金利を据え置いた」

との考えを示した。また、今年及び来年の経済成長率見通しについて「今年は＋3.0％、来年は＋4.7％

と、観光客数の低迷や新型コロナウイルスの感染再拡大の影響により従来見通し（今年は＋3.2％、来年

は＋4.8％）に比べて低くなる」と下方修正しており、「世界経済の回復や景気刺激策も追い風に財輸出

の回復が見込まれる」としつつ、「回復の道筋はセクターごとにバラつきが生じる」とした上で、「ワク

チン接種の動向や外国人観光客の回復動向、財政支援の継続性がリスクになる」との見方を示した。他
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方、金融市場については「新型コロナウイルスの感染拡大により低所得者層や中小企業に悪影響が出て

いるものの、全体としては安定した推移が続いている」とし、物価動向については「今年半ばにはイン

フレ目標に回復し、目標域の下限近傍での推移が続く」との見通しを示した。ただし、「金融市場には低

金利で潤沢な流動性が供給されているにも拘らず、信用リスクの高まりを受けて流動性の流通はバラつ

いており、新型コロナウイルスの感染再拡大も相俟って回復の遅れる企業や家計部門は厳しい状況が続

いている」ほか、「米長期金利の上昇に伴い国内でも長期金利が上昇するとともに、周辺国通貨と同様に

通貨バーツ相場も下落しており、その動向を注視している」との認識を示す。先行きについては「景気

回復には政府及び関係機関による政策調整の継続が不可欠である」との見方を示した上で、「金融政策

は緩和スタンスを継続する必要があり、『ポスト・コロナ』局面での景気回復に向けて新たな金融再生措

置を実施する」としつつ、「政府は感染収束後に早期に復興計画に動くとともに、長期的な持続可能な景

気回復実現に向けてサプライサイド改革を同時に展開する必要がある」との考えを示した。なお、今後

の政策運営については「物価安定や持続可能な景気回復、金融市場の安定を目指すなか、政策の妥当性

や様々なリスク、とりわけ国内の感染動向を監視しつつ、必要に応じて適時適切な対応を追加的に講じ

る用意がある」とするなど、追加緩和に含みを持たせる姿勢をみせている。 

25日に発表された２月の輸出額は前年同月比▲2.59％となり、前月（同＋0.35％）から３ヶ月ぶりに

前年を下回る伸びに転じた。当研究所が試算した季節調整値に基づく前月比も２ヶ月連続で減少してお

り、中期的な基調も減少傾向となるなど底入れが進んできた流れは一変している。財別では、農産品関

連の輸出に堅調な動きがみられる一方、金の輸出額に下押し圧力が掛かっているほか、それ以外では主

力の輸出財である自動車などの輸送用機械や電気機械関連、石油製品関連などの輸出も鈍化するなど、

幅広い分野で底入れの動きが一服している。一方の輸入額は前年同月比＋21.99％となり、前月（同▲

5.24％）から２ヶ月ぶりに全念を上回る伸びに転じた。前月比も４ヶ月連続で拡大している上、中期的

な基調も拡大傾向を強めるなど輸出と対照的な動きをみせている。財別では、金の輸入額が堅調な動き

をみせているほか、国際原油価格の底入れを反映して原油関連の輸入額も押し上げられており、消費財

関連や資本財関連など幅広く輸入は堅調さをみせるなど、行動制限の再強化にも拘らず底堅さがうかが

える。結果、貿易収支は＋0.07億ドルと前月（▲2.02億ドル）から２ヶ月ぶりの黒字に転じた。 

 

[フィリピン]～インフレ上振れに警戒の一方､感染再拡大による景気への悪影響を警戒して政策金利を据え置く～ 

25日、フィリピン中央銀行は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利である翌日物借入金利を３会

図 1 TH 政策金利の推移        図 2 TH 貿易動向の推移 

   
（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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合連続で過去最低水準である 2.00％に据え置く決定を行った。同行は昨年以降に計５回、累計 500bpの

利下げを実施しており、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のパンデミック（世界的大流行）による景

気減速を受けて金融緩和に舵を切る動きをみせた。しかし、感染対策を目的とする都市封鎖（ロックダ

ウン）などの行動制限を受けて昨夏を境に新規感染者数は鈍化傾向を強めてきたほか、世界経済の回復

により外需を取り巻く環境が改善していることを受けて、昨年 12 月の定例会合で政策金利を据え置く

とともに、その後は様子見姿勢を維持してきた。他方、足下のインフレ率は中銀の定めるインフレ目標

を上回るなどインフレが警戒される動きがみられる一方、足下では変異株による感染拡大の動きが広が

るなど景気に対する不透明感が高まっており、現時点においては緩和的なスタンスを据え置いた。会合

後に公表された声明文では「食料品価格やエネルギー価格の上昇を受けて最新のインフレ見通しは上振

れしており、今年のインフレ率は目標（２～４％）の上限に達する可能性がある」との見方を示す一方、

「来年のインフレ率は供給要因による悪影響が収束して目標域に収まる」としている。一方で「インフ

レ見通しへのリスクバランスはほぼ均衡しているが、来年には下振れする」としたが、「生鮮食料品の供

給ひっ迫や世界経済の回復によりインフレが上振れするリスクはあるが、感染再拡大により内需が弱含

む可能性はインフレの下振れリスクになる」との見通しを示した。こうしたことから、「景気回復を促す

べく政府による政策対応を側面支援する観点から現行の政策スタンスは適切」との見方を示した上で、

「供給制約による物価への影響を緩和するには金融政策以外のツールによる介入が必要」として、物価

抑制に向けた対応を強化する方針を示した。先行きの政策運営については「物価安定と金融の安定を確

実にすべく必要に応じて措置を講じる」としつつ、現状は景気下支えが重視されたと捉えられる。 

 

[ニュージーランド]～中国向け輸出に底打ち感も､隣国豪州向けやアジア新興国向けの鈍化が全体の重石に～ 

24 日に発表された２月の輸出額は前年同月比▲8.5％と６ヶ月連続で前年を下回る伸びとなったもの

の、前月（同▲10.2％）からマイナス幅は縮小した。前月比は＋1.1％と前月（同▲5.9％）から３ヶ月

ぶりの拡大に転じているものの、中期的な基調は減少傾向で推移するなど引き続き勢いを欠く展開が続

いている。財別では、主力の輸出財である乳製品関連や食肉関連に底堅い動きがみられるものの、木材

関連や原油関連、機械製品関連など幅広い財で輸出に下押し圧力が掛かるなど足を引っ張る状況にある。

国・地域別では、隣国豪州向けや日本向けは弱含む動きをみせているほか、ＡＳＥＡＮなどアジア新興

国向けも鈍化している一方、最大の輸出相手である中国向けのほか、米国、ＥＵなど先進国向けの底堅

さが輸出を下支えしている。一方の輸入額は前年同月比▲1.1％と２ヶ月連続で前年を下回る伸びとな

図 3 PH 金融政策の推移    

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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ったものの、前月（同▲4.5％）からマイナス幅は縮小した。前月比は▲7.5％と前月（同＋5.2％）から

３ヶ月ぶりの減少に転じており、中期的な基調も減少傾向となるなど輸出同様に頭打ちしている。財別

でも、原油及び石油製品関連のほか、機械製品関連、電気機械関連など幅広い分野で輸入に下押し圧力

が掛かる動きがみられる。結果、貿易収支は＋1.81億ＮＺドルと前月（▲6.47億ＮＺドル）から２ヶ月

ぶりの黒字に転じている。 

 

[台湾]～輸出受注は過去最高を更新するなか､足下の生産は主力の輸出財を中心に堅調な動きが続く～ 

22日に発表された２月の輸出受注額は前年同月比＋48.5％となり、前月（同＋49.3％）から鈍化した

ものの、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のパンデミック（世界的大流行）の余波で前年に大きく下

振れした反動も重なり引き続き大幅な伸びが続いている。前月比も＋7.14％と前月（同▲2.15％）から

２ヶ月ぶりの拡大に転じているほか、中期的な基調も拡大傾向で推移している上、単月ベースの受注額

（季節調整値）は過去最大となるなど堅調な動きが続いている。財別では、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ほか、ＩＴ関連財などで底入れの動きに一服感が出る動きがみられる一

方、国際商品市況の底入れの動きを反映して鉱物資源関連や金属関連などを中心に押し上げ圧力が掛か

ったことが全体を下支えしている。国・地域別でも、中国本土向けのほか、米国や日本、ＥＵなど先進

国向けなどで底入れの動きが一服する一方、ＡＳＥＡＮなどアジア新興国向けの堅調さが全体を押し上

げる動きに繋がっている。 

また、同日に発表された２月の失業率（季調済）は 3.73％となり、前月（3.75％）から 0.02pt 改善

した。失業者数は前月比▲0.3万人と前月（同▲0.1万人）から３ヶ月連続で減少しており、中期的な基

調も拡大傾向が一段と鈍化するなど頭打ちの様相を強めている。新卒者で改善の動きが続いている上、

既卒者についても失業者数は頭打ちの様相を強めるなど幅広く改善している様子がうかがえる。一方、

就業者数は前月比＋0.3万人と前月（同＋0.8万人）から４ヶ月連続で拡大しており、中期的な基調も減

少ペースが縮小傾向を強めるなど底入れしている。業種別では、サービス業や建設業で堅調な動きが続

いており、国際商品市況の底入れに伴う生産押し上げの動きを反映して鉱業部門においても雇用が底入

れする一方、製造業では引き続き弱含む展開が続くなど業種ごとに対照的な状況にある。なお、労働力

人口は前月比＋0.0万人と前月（同＋0.7万人）から拡大ペースが鈍化しており、中期的な基調も減少ペ

ースで推移する展開が続いており、労働参加率も 59.14％と前月（59.14％）から横這いで推移している。 

23 日に発表された２月の鉱工業生産は前年同月比＋2.96％となり、前月（同＋19.04％）から伸びが

図 4 NZ 貿易動向の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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鈍化した。ただし、前月比は＋4.37％と前月（同＋3.16％）から４ヶ月連続で拡大しており、中期的な

基調も拡大傾向で推移するなど底入れの動きが続いている。財別では、自動車をはじめとする輸送用機

械関連のほか、木製品をはじめとする軽工業関連を中心に生産に下押し圧力が掛かる動きがみられる一

方、主力の輸出財である半導体や液晶などをはじめとする電子部品関連のほか、コンピュータをはじめ

とする電気機械関連などでの生産拡大の動きが全体を押し上げる展開が続いている。 

 

 

[香港]～中国本土をはじめとする世界経済の回復の動きを反映して､輸出入ともに底入れが続いている～ 

22日に発表された２月の消費者物価は前年同月比＋0.3％となり、前月（同＋1.9％）から伸びが鈍化

した。前月比も＋0.18％と前月（同＋0.90％）から上昇ペースは鈍化しているものの、生鮮品を中心と

する食料品で物価上昇圧力が強まる動きがみられるほか、国際原油価格の底入れを反映してエネルギー

価格も上昇するなど、生活必需品については物価上昇圧力が強まっている。なお、香港では 2007年以降

断続的に公営住宅を対象とする賃料減免措置をはじめとする生活支援策が実施されており、その影響を

除いたベースでは前年同月比▲0.1％と２ヶ月連続のマイナスとなっているものの、前月（同▲0.5％）

からマイナス幅は縮小している。前月比は＋0.09％と前月（同＋0.35％）から上昇ペースは鈍化してお

り、幅広く消費財価格に下押し圧力が掛かる動きがみられるほか、サービス物価も下落する展開が続い

ており、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の影響がくすぶることが物価の重石になっている。 

25日に発表された２月の輸出額は前年同月比＋30.4％となり、前月（同＋44.0％）から伸びは鈍化し

たものの、３ヶ月連続の二桁％となる高い伸びが続いている。前月比も４ヶ月連続で拡大しており、中

期的な基調も拡大傾向を強めるなど底入れが進んでいる。中国本土経済に加え、欧米など先進国やアジ

図 5 TW 輸出受注の推移         図 6 TW 雇用環境の推移 

   
（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 TW 鉱工業生産の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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ア新興国を含めて世界経済が回復の動きを強めていることを追い風に、幅広い分野で輸出が押し上げら

れる展開が続いている。一方の輸入額は前年同月比＋17.6％となり、前月（同＋37.7％）から伸びは鈍

化するも、３ヶ月連続の二桁％となる高い伸びが続いている。前月比も６ヶ月連続で拡大しており、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が続いている。中国本土経済の回復に加え、

原油をはじめ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ている。結果、貿易収支は▲

146.99億ＨＫドルと前月（▲252.28億ＨＫドル）から赤字幅が縮小している。 

 

[シンガポール]～景気底入れがインフレ圧力に繋がるなか､世界経済の回復を受けて生産も堅調に推移～ 

23日に発表された２月の消費者物価は前年同月比＋0.7％となり、前月（同＋0.2％）から伸びが加速

した。前月比も＋0.57％と前月（同▲0.03％）から２ヶ月ぶりの上昇に転じており、生鮮品を中心とす

る食料品価格が上昇を続けているほか、国際原油価格の底入れを反映してエネルギー価格も上昇基調で

推移するなど、生活必需品を中心に物価上昇圧力が強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＋0.18％となり、前月（同▲0.15％）から 13ヶ月ぶりのプラスに

転じている。前月比も＋0.20％と前月（同＋0.14％）から上昇ペースが加速しており、エネルギー価格

の上昇にも拘らず、国際金融市場における通貨ＳＧドル高の進展に伴う輸入物価への下押し圧力を反映

して財物価は鈍化する一方、サービス物価は上昇傾向を強めるなど対照的な動きをみせている。新型コ

ロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染収束による経済活動の正常化の動きが広がりをみせるなど、景気の

底入れが進んでいることもインフレ圧力に繋がっている可能性がある。 

26 日に発表された２月の鉱工業生産は前年同月比＋16.4％となり、前月（同＋9.2％）から伸びが加

速した。前月比も＋1.57％と前月（同＋4.33％）から４ヶ月連続で拡大しており、中期的な基調も拡大

傾向を強めるなど底入れが進んでいる。なお、同国ではバイオ・医薬品関連の生産動向が月ごとに大き

く変動する上、鉱工業生産全体の動きを左右する傾向があるなか、バイオ・医薬品関連を除いたベース

でも前年同月比＋13.6％と前月（同＋13.0％）から伸びが加速している。なお、前月比は▲0.10％と前

月（同▲1.23％）から２ヶ月連続で減少しているものの、中期的な基調は拡大傾向を維持するなど底堅

い展開が続いている。電子部品関連のほか、食料品関連などで堅調な動きが続く一方、化学製品関連で

生産拡大の動きに一服感が出ていることが生産全体の足かせになっている。 

図 8 HK インフレ率の推移         図 9 HK 貿易動向の推移 

   

（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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Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

 

[マレーシア]～新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う非常事態宣言発令によりディスインフレ基調が続く～ 

24 日に発表された２月の消費者物価は前年同月比＋0.1％となり、前月（同▲0.2％）から 12 ヶ月ぶ

りのプラスに転じた。一方、前月比は＋0.33％と前月（同＋1.24％）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にも拘らずエネルギーの公定価格は据え置かれているほか、生鮮品を中心

とする食料品価格も上昇ペースが鈍化するなど、生活必需品の物価上昇圧力は後退している。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度月比＋0.75％となり、前月（同＋0.67％）からわず

かに伸びが加速している。ただし、前月比は＋0.00％と前月（同＋0.08％）から上昇ペースは鈍化して

おり、幅広く財価格に下押し圧力が掛かる動きがみられるほか、サービス物価も総じて鈍化する展開が

続いており、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染再拡大を受けた非常事態宣言の発令に伴う経済

活動の制限の動きが物価の重石になっている。 

 

以 上 

図 10 SG インフレ率の推移       図 11 SG 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 

図 12 MY インフレ率の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    


