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Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

 発表日：2021 年６月 18 日（金） 

豪州､雇用は経済活動再開で大幅改善が続く（Asia Weekly(6/11～6/18)） 

 ～インドのインフレ率は６ヶ月ぶりに目標を上回る､金融政策は見直しを余儀なくされる可能性～ 

第一生命経済研究所 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 

6/11（金） （インド）4 月鉱工業生産（前年比） ＋134.4％ - - ＋24.1％ 

6/14（月） （インド）5 月消費者物価（前年比） ＋6.30％ ＋5.30％ ＋4.23％ 

6/15（火） （インドネシア）5 月輸出（前年比） 

5 月輸入（前年比） 

（インド）5 月輸出（前年比） 

5 月輸入（前年比） 

＋58.76％ 

＋68.68％ 

＋69.4％ 

＋73.6％ 

＋57.49％ 

＋65.00％ 

- - 

- - 

＋51.94％ 

＋29.93％ 

＋195.7％ 

＋167.1％ 

6/16（水） （中国）5 月鉱工業生産（前年比） 

5 月小売売上高（前年比） 

5 月固定資産投資（年初来前年比） 

＋8.8％ 

＋12.4％ 

＋15.4％ 

＋9.0％ 

＋13.6％ 

＋16.9％ 

＋9.8％ 

＋17.7％ 

＋19.9％ 

6/17（木） （ニュージーランド）1-3 月実質 GDP（前年比） 

（シンガポール）5 月非石油輸出（前年比） 

（豪州）5 月失業率（季調済） 

（インドネシア）金融政策委員会（7 日物リバースレポ金利） 

（香港）5 月失業率（季調済） 

（台湾）金融政策委員会（政策金利） 

＋2.4％ 

＋8.8％ 

5.1％ 

3.50％ 

6.0％ 

1.125％ 

＋0.9％ 

＋16.0％ 

5.5％ 

3.50％ 

- - 

1.125％ 

▲0.8％ 

＋6.0％ 

5.5％ 

3.50％ 

6.4％ 

1.125％ 

（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。 

[豪州]～感染収束による経済活動の正常化を受け､幅広い地域及び分野で雇用環境の改善が続いている～ 

17日に発表された５月の失業率（季調済）は 5.1％となり、前月（5.5％）から 0.4pt改善した。失業

者数は前月比▲5.3万人と前月（同▲3.4万人）から７ヶ月連続で減少しており、雇用形態別でも非正規

雇用に対する求職者数（同▲1.9万人）のみならず正規雇用に対する求職者数（同▲3.4万人）もともに

減少している上、中期的な基調も減少傾向を強めるなど大きく調整している様子がうかがえる。一方の

雇用者数は前月比＋11.5万人と前月（同▲3.1万人）から２ヶ月ぶりの拡大に転じている上、雇用形態

別でも非正規雇用者数（同＋1.8万人）のみならず正規雇用数（同＋9.7万人）もともに拡大する動きを

みせている上、中期的な基調も一段と拡大傾向を強めるなど底入れの動きが進んでいる。地域別では、

最大都市シドニーを擁するニュー・サウス・ウェールズ州や、第２の都市メルボルンを擁するビクトリ

ア州、第３の都市ブリスベンを擁するクイーンズランド州など大都市部で急速に雇用が拡大する動きが

みられるほか、これら以外の州でも雇用は底入れの動きを強めるなど、新型コロナウイルス（SARS-CoV-
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2）の感染収束を受けた経済活動の正常化の動きを反映して幅広い地域で雇用を取り巻く状況が改善し

ている。なお、雇用環境の改善を受けて労働力人口も前月比＋6.2万人と前月（同▲6.4万人）から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労働市場への復帰の動きが進んで

いるほか、この動きを反映して労働参加率も 66.2％と前月（65.9％）から＋0.3pt上昇しており、雇用

は量及び質の両面で改善が進んでいると判断出来る。 

 

[インド]～インフレ率は６ヶ月ぶりに目標を上回る水準に加速､今後は金融政策の見直しが迫られる可能性～ 

11 日に発表された４月の鉱工業生産は前年同月比＋134.4％となり、前月（同＋24.1％）から伸びが

大幅に加速した。なお、当研究所が試算した季節調整値に基づく前月比も５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の動きが続いている。分野別では、底入れの動きが続いた

鉱業部門の生産が一休止する動きがみられたほか、発電量も減少に転じるなど幅広い経済活動に一服感

が出ている動きがみられる一方、製造業で生産拡大の動きが続いて全体を押し上げている。ただし、年

度明けのタイミングで公共投資の動きが一巡していることを反映してインフラ関連財のほか、耐久消費

財関連の生産に一服感が出ている一方、非耐久消費財の生産の底堅さが下支えしている上、資本財や中

間財の生産が大きく拡大したことが製造業の生産を下支えしており、世界経済の回復を追い風とする外

需の底入れが期待されることに加え、国内景気の回復の動きも生産を押し上げている様子がうかがえる。 

14日に発表された５月の消費者物価は前年同月比＋6.30％となり、前月（同＋4.23％）から加速して

６ヶ月ぶりに中銀の定めるインフレ目標（４±２％）の上限を上回る伸びとなった。前月比も＋1.65％

と前月（同＋0.64％）から上昇ペースが加速しており、国際原油価格の底堅さを反映してエネルギー価

格は上昇傾向を強めているほか、生鮮品を中心とする食料品価格も上昇するなど、生活必需品で物価上

昇圧力が強まっていることが影響している。なお、当研究所が試算した食料品とエネルギーを除いたコ

アインフレ率も加速しており、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幅広い財価

格に押し上げ圧力が掛かっているほか、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染再拡大を受けた局所

的に行動制限が再強化されたことで需給がひっ迫したことも影響して物価上昇圧力が強まるなど、全般

的にインフレ基調が強まっている。中銀は４日に開催した定例会合において、政策金利を据え置く一方

で事実上の量的緩和政策の拡充という一段の緩和に動く決定を行ったものの1、インフレが顕在化してい

                                                   
1 ６月４日付レポート「インド中銀、景気回復に向けて「政策総動員」を後押しする姿勢を強調」 

図 1 AU 雇用環境の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

https://www.dlri.co.jp/report/macro/155395.html
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ることを受けて政策の見直しを迫られる可能性も予想される。 

15 日に発表された５月の輸出額は前年同月比＋69.4％となり、前月（同＋195.7％）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６ヶ月ぶりの減少となるなど、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底堅い動きが続いている。国際原油

価格の底入れの動きを反映して原油及び石油製品関連の輸出額が押し上げられているほか、機械製品関

連や化学製品関連などの輸出額も堅調な推移をみせる一方、金をはじめとする宝飾品関連のほか、農産

品関連の輸出額の鈍化が全体の重石となっている。一方の輸入額は前年同月比＋73.6％となり、前月（同

＋167.1％）から伸びが鈍化した。前月比も６ヶ月ぶりの減少に転じるなど輸出同様に底入れの動きに

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底堅さが続いている。ワクチン生産

の活発化を反映して化学製品関連の輸入は堅調な推移をみせている一方、原油及び石油製品関連の輸入

が鈍化したほか、電気機械関連などの輸入額に下押し圧力が掛かっている上、金など宝飾品関連の輸入

額が大きく減少したことも輸入全体を下押ししている。結果、貿易収支は▲62.80 億ドルと前月（▲

150.97億ドル）から赤字幅が縮小している。 

 

  

[台湾]～中銀は景気及び物価見通しを上方修正の一方､現行の緩和政策の維持で景気下支えを図る見通し～ 

17日、台湾中央銀行は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利を５会合連続で過去最低水準である

1.125％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、世界経済について「欧米などでは感

染が進む一方、財政及び金融政策による支援を背景に景気の底入れが進む一方、米国の物価動向や米Ｆ

ＲＢ（連邦準備制度理事会）の政策運営の行方が国際金融市場の動揺を招いている」とし、先行きは「感

図 2 IN 鉱工業生産の推移     図 3 IN 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 4 IN 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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染動向や変異株の行方、ワクチン接種動向が不透明要因となるほか、主要国中銀の政策の行方、米中関

係、気候変動などがリスク要因になる」との見方を示した。一方、同国経済については「第１四半期は

内・外需双方の拡大で底入れが進んだが、５月中旬以降の感染再拡大と行動制限の再強化を受けて家計

消費は鈍化しているが、輸出の堅調さを背景に企業部門の設備投資は底堅く推移している」とし、先行

きは「世界経済の回復を背景に輸出や設備投資が景気を下支えし、財政出動の動きも相俟って家計消費

も安定が見込まれる」とした上で、「今年通年の経済成長率は＋5.08％になる」と３月の前回会合時点

（＋4.53％）から上方修正した。また、国際原油価格の底入れなどを背景に底入れの動きを強めている

物価動向については「一時的な上昇であり、第２四半期をピークに鈍化する」とし、「今年通年のインフ

レ率は＋1.60％、コアインフレ率は＋1.11％になる」と３月時点（それぞれ＋1.07％、＋0.77％）から

上方修正している。なお、先行きの政策運営を巡っては「世界経済の回復には多くのリスク要因がくす

ぶる一方、国内経済は堅調な回復が見込まれる」とし、「現行の緩和姿勢を維持することが物価及び金融

の安定や景気回復を促す」との見方を示した上で、「感染動向や主要国中銀の政策運営、国際商品市況や

金融市場環境、世界的な政治経済動向が台湾経済及び金融、物価に与える影響を注視する」との考えを

示した。その上で、会合後に記者会見に臨んだ同行の楊金龍総裁は、先行きの政策運営を巡って「欧米

の中銀のように利上げの時期に関するフォワード・ガイダンスを行う必要はない」との見解を示すとと

もに、「今年の景気動向は新型コロナウイルスの影響は受けない」との考えを改めて示した。よって、現

行の緩和政策を暫く維持する可能性は高いと見込まれる。 

 

[インドネシア]～輸出入は前年の反動で大幅に伸びが加速するも｡足下では底入れの動きに一服感の兆候～ 

15日に発表された５月の輸出額は前年同月比＋58.76％となり、前月（同＋51.94％）から伸びが加速

した。ただし、当研究所が試算した季節調整値に基づく前月比は４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底堅い展開が続いている。

国際商品市況の堅調さを反映して、原油及び天然ガス関連のほか、資源関連の輸出は堅調な推移が続い

ている一方、製造業関連の輸出に加え、農産品関連の輸出が鈍化したことが全体の下押し圧力に繋がっ

ている。一方の輸入額は前年同月比＋73.6％となり、前月（同＋167.1％）から伸びが鈍化した。前月比

も２ヶ月連続で減少するなど輸出同様に底入れの動きは一服しているものの、中期的な基調は拡大傾向

で推移するなど底堅さがうかがえる。国際原油価格の底入れの動きを反映して原油及び天然ガス関連の

輸入額は押し上げられる一方、機械製品関連や化学製品関連など幅広い分野で輸入に下押し圧力が掛か

図 5 TW 政策金利の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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る動きがみられる。結果、貿易収支は＋23.61億ドルと前月（＋22.86億ドル）からわずかに黒字幅が縮

小している。 

 

[香港]～感染収束による経済活動の正常化や景気回復を追い風に､幅広い分野で雇用の底入れが進む～ 

17日に発表された５月の失業率（季調済）は 6.0％となり、前月（6.4％）から 0.4pt改善した。失業

者数は前年同月比＋0.3万人と拡大傾向は続いているものの、前月（同＋4.5万人）からペースは大きく

鈍化するなど頭打ちの動きを強めているほか、不完全就業者数は同▲2.8万人と前月（同＋0.8万人）か

ら 19 ヶ月ぶりの減少に転じるなど急速に頭打ちの動きを強めている。一方、雇用者数は前年同月比＋

1.1万人と前月（同▲3.5万人）から 23ヶ月ぶりの拡大に転じるなど底入れの動きを強めており、雇用

を取り巻く環境が急速に改善している様子がうかがえる。新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染収

束を受けた経済活動の正常化の進展に加えて景気回復が進んでいることも追い風に、これまで厳しい状

況に見舞われた小売関連や外食関連、観光関連を中心に雇用の底入れが進んでいるほか、建設関連でも

雇用情勢の改善が進んでいることが影響している。 

 

[シンガポール]～輸出入ともに底入れの動きに一服感が出るも､引き続き堅調な推移が続く状況は変わらず～ 

17日に発表された５月の非石油輸出額は前年同月比＋8.8％となり、前月（同＋6.0％）から伸びが加

速した。ただし、前月比は▲0.06％と前月（同▲8.76％）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で推移するなど底堅い動きが続いている。世界的なワクチンをはじめとする医薬品

需要の堅調さを反映して医薬品関連の輸出は堅調に推移しているほか、電子部品関連の輸出も底堅い動

きをみせる一方、食料品関連をはじめとする軽工業品輸出の鈍化が重石となる動きがみられる。国際原

図 6 ID 貿易動向の推移    

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

図 7 HK 雇用環境の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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油価格は底入れの動きを強めるなか、原油関連を含む総輸出額は前年同月比＋29.8％と前月（同＋

26.6％）から伸びが加速しており、前月比も＋0.7％と前月（同▲4.8％）から２ヶ月ぶりの拡大に転じ

ている上、中期的な基調は拡大傾向を強める展開が続いている。一方の輸入額は前年同月比＋32.2％と

なり、前月（同＋25.9％）から伸びが加速した。前月比は▲2.4％と前月（同▲0.1％）から２ヶ月連続

で減少す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底堅

い動きが続いている。国際商品市況の底入れの動きが鉱物資源関連の輸入額を下支えしている上、輸出

の堅調さを反映して機械製品関連など幅広い輸入を下支えする展開が続いている。結果、貿易収支は＋

57.55億ＳＧドルと前月（＋54.14億ＳＧドル）から黒字幅が拡大している。 

 

以 上 

図 8 SG 貿易動向の推移    

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    


