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Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

 発表日：2021 年７月 16 日（金） 

韓国銀行､次回会合以降の正常化検討を示唆（Asia Weekly(7/12～7/16)） 

 ～豪州の失業率､ニュージーランドの物価はそれぞれ 10 年ぶりの水準に変化～ 

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 

7/12（月） （マレーシア）5 月鉱工業生産（前年比） ＋26.0％ ＋24.6％ ＋50.1％ 

7/13（火） （中国）6 月輸出（前年比） 

6 月輸入（前年比） 

（フィリピン）5 月海外送金（前年比） 

＋32.2％ 

＋36.7％ 

＋13.1％ 

＋23.1％ 

＋30.0％ 

- - 

＋27.9％ 

＋51.1％ 

＋12.7％ 

7/14（水） （韓国）6 月失業率（季調済） 

（ニュージーランド）金融政策委員会（政策金利） 

3.7％ 

0.25％ 

- - 

0.25％ 

3.8％ 

0.25％ 

7/15（木） （韓国）金融政策委員会（政策金利） 

（豪州）6 月失業率（季調済） 

（中国）4-6月実質 GDP（前年比） 

6 月鉱工業生産（前年比） 

6 月小売売上高（前年比） 

6 月固定資産投資（年初来前年比） 

（インドネシア）6 月輸出（前年比） 

6 月輸入（前年比） 

0.50％ 

4.9％ 

＋7.9％ 

＋8.3％ 

＋12.1％ 

＋12.6％ 

＋54.46％ 

＋60.12％ 

0.50％ 

5.0％ 

＋8.1％ 

＋7.8％ 

＋11.0％ 

＋12.1％ 

＋49.90％ 

＋51.35％ 

0.50％ 

5.1％ 

＋18.3％ 

＋8.8％ 

＋12.4％ 

＋15.4％ 

＋62.00％ 

＋68.68％ 

7/16（金） （ニュージーランド）4-6 月消費者物価（前年比） 

（シンガポール）6 月非石油輸出（前年比） 

＋3.3％ 

＋15.9％ 

＋2.8％ 

＋9.7％ 

＋1.5％ 

＋8.6％ 

（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。 

[韓国]～韓国銀行､感染再拡大に懸念を有するも､次回会合以降に｢正常化｣の可否を検討する可能性を示唆～ 

15日に発表された６月の失業率（季調済）は 3.7％となり、前月（3.8％）から 0.1pt改善した。失業

者数は前月比▲2.4万人と前月（同＋4.1万人）から２ヶ月ぶりの減少に転じている上、中期的な基調も

減少傾向を強めており、年代別では 20代や 30代、40代といった『働き盛り世代』を中心に減少してい

る。一方、雇用者数は前月比＋1.8万人と前月（同＋10.1万人）から５ヶ月連続で拡大するなど底入れ

の動きを強めており、年代別では 10代や 20代など若年層のほか、40代で拡大する動きがみられる。た

だし、雇用形態別では非正規雇用を中心に底堅い動きがみられる一方、正規雇用者で調整圧力が強まっ

ており、労働者全体に占める正規雇用者比率はわずかながら低下している。また、労働力人口は前月比

▲0.1万人と前月（同＋1.4万人）から５ヶ月ぶりの減少に転じており、中期的な基調も拡大ペースが鈍

化するなど頭打ちしている。年代別では 30 代や 40 代といった働き盛り世代のほか、50 代及び 60 代以
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上の高齢層でも減少しており、雇用環境が依然として厳しいなかで求職そのものを諦める動きが出てい

る可能性が考えられる。なお、労働参加率は 63.0％と前月（63.0％）から横這いで推移しているものの、

若年層で上昇する一方、働き盛り世代や高齢層で減少するなど対照的な動きがみられるなど、年代ごと

に雇用を取り巻く状況が大きく変化している様子がうかがえる。 

15 日、韓国銀行は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利を９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、世界経済について「主要国を中心と

するワクチン接種の拡大や行動制限の緩和が景気回復を後押ししている」との見方を示すとともに、国

際金融市場について「景気回復を反映して株価は上昇している一方、変異株による感染拡大を受けて長

期金利は著しく低下しているにも拘らず米ドル高圧力が強まっている」とし、先行きについては「感染

動向やワクチン接種動向に加え、各国の政策動向の影響を受ける」との見通しを示した。一方、同国経

済については「輸出と設備投資の旺盛さに加え、家計消費の底打ちを背景に着実な回復が続いている」

ほか、「労働市場の改善が続いている」とした上で、先行きは「感染再拡大に伴い家計消費は一時的な下

振れが懸念されるも、輸出と設備投資の旺盛さが景気回復を下支えする」として「今年通年の経済成長

率は５月会合時点の見通しである＋４％近傍に沿った展開が見込まれる」との見通しを示した。物価動

向については「原油や生鮮食料品価格の上昇に加え、サービス物価の上昇を受けて高止まりしている」

とした上で、先行きは「しばらくは５月会合時点の見通しを上回る２％台前半で推移する」との見通し

を示した。国内金融市場については「国際金融市場の動向を反映して株価とウォン相場は上昇している」

一方、「長期金利が低下するなかで家計債務は勢いよく拡大しており、不動産価格も全土で急上昇する

展開が続いている」との認識を示した。なお、先行きの政策運営については「金融市場の安定に留意し

つつ中期的な景気回復と物価安定を目指す」との従来からの姿勢を繰り返し示す一方、「韓国経済は回

復が続く一方でしばらくは物価の高止まりが見込まれるが、新型コロナウイルスを巡る不確実性がくす

ぶるなかで緩和的な政策運営を維持する」とした上で、「感染動向や景気及び物価動向、金融不均衡の増

大リスクなどを評価しつつ金融緩和の度合いの調整が適切か否かを判断する」としており、５月の前回

会合時点では将来的な金融政策の『正常化』に含みを持たせる姿勢をみせたものの（注１）、感染再拡大

を受けてスタンスが後退している可能性に含みを持たせた。 

しかし、会合後に記者レクに臨んだ同行の李柱烈（イ・ジュヨル）総裁は、今回の決定について「全

会一致ではなかった」した上で、「高承範（コ・スンボム）委員（元金融委員会常任委員）が反対票を投

じた」ことを明らかにした。また、先行きの政策運営を巡っては「緩和的な政策運営が長期に亘って継

続されるとの期待が高まれば、レバレッジ投資の動きが続くことが見込まれる」とした上で、「金融不均

衡による下振れリスクを警戒している」一方で「脆弱な家計部門に対する支援は継続する」との考えを

示した。その上で、「次回の会合からは政策調整の必要性があるか否かについて検証する必要がある」と

して、来月末に予定される次回会合では政策の正常化の可否を検討する可能性が高まっている。 

                                                   
注１ ５月 27日付レポート「韓国中銀、景気及び物価予想を引き上げ、将来的な正常化に言及」 

https://www.dlri.co.jp/report/macro/155131.html
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[豪州]～国際商品市況の上昇が雇用を押し上げ､失業率は丸 10 年ぶりに４％台に低下するなど急速に改善～ 

15日に発表された６月の失業率（季調済）は 4.9％となり、前月（5.1％）から▲0.2pt改善して 2011

年６月以来となる丸 10年ぶりに５％を下回る水準となった。失業者数は前月比▲2.2万人と前月（同▲

5.3 万人）から８ヶ月連続で減少しており、中期的な基調も減少傾向を強めているほか、雇用形態別で

は非正規雇用に対する求職者数（同＋0.9 万人）は拡大する動きがみられる一方、正規雇用に対する求

職者数（同▲3.1万人）の減少が全体を下押ししている。一方の雇用者数は前月比＋2.9万人と前月（同

＋11.5万人）から２ヶ月連続で拡大しているものの、中期的な基調は拡大ペースが鈍化するなど底入れ

の動きが一服しつつある様子もうかがえる。ただし、雇用形態別では非正規雇用者数（前月比▲2.3 万

人）が減少している一方、正規雇用者数（同＋5.2 万人）の拡大が雇用者数全体を押し上げており、注

的な基調も正規雇用者を中心に拡大の動きが強まる動きがみられる。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、資源関連産業が集積するクイーンズランド州や西オーストラ

リア州で底入れの動きが強まるなど国際商品市況の上昇が下支えしている様子がうかがえる。労働力人

口も前月比＋0.7万人と前月（同＋6.2万人）から２ヶ月連続で拡大しているものの、中期的な基調は拡

大傾向が続くもそのペースは鈍化するなど頭打ちの兆候がうかがえるなか、労働参加率は 66.2％と前月

（66.2％）から横這いで推移して過去最高水準となるなど労働市場は急速に改善している。 

 

[ニュージーランド]～インフレ率､コアインフレ率ともに約 10 年ぶりにインフレ目標を上回る水準に加速～ 

16 日に発表された４-６月の消費者物価は前年同期比＋3.3％となり、前期（同＋1.5％）から加速し

図 1 KR 雇用環境の推移         図 2 KR 政策金利の推移 

   

（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 3 AU 雇用環境の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    



 

 4 / 6 
 

 

 

Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

て 2011年７-９月以来の高い伸びとなるとともに、中銀の定めるインフレ目標（２±１％）を上回る水

準となった。前期比も＋1.31％と前期（同＋0.85％）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圧力が強まる動きに加え、昨年後半以降における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、生活必需品を中心にインフレ圧力が高まっているこ

とが影響している。食料品とエネルギーを除いたコアインフレ率も前年同期比＋3.34％と前期（同＋

2.00％）から伸びが加速しており、インフレ率とともに中銀のインフレ目標を上回る水準となっている。

前期比も＋1.12％と前期（同＋0.56％）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伴う

輸送コストの上振れを反映して幅広く消費財価格に押し上げ圧力が掛かる動きがみられるほか、金融緩

和の長期化や新型コロナ禍を経た生活様式の変化なども背景に不動産価格が上昇傾向を強めているこ

とも物価上昇圧力に繋がっている。ただし、雇用環境の改善が進んでいるにも拘らずサービス物価の上

昇ペースは鈍化するなど物価を巡る不透明感はくすぶる。なお、前年比ベースのインフレ率が大幅に加

速した背景には、昨年４-６月に新型コロナウイルス対策として実施された都市封鎖（ロックダウン）の

影響で物価に下押し圧力が掛かった反動も影響している。中銀は 14 日の定例会合で量的緩和政策の終

了による金融緩和水準の引き下げを決定しており、金融市場においては追加引き締め期待が高まる可能

性がある一方、短期的な物価動向の上振れを前提としていることを勘案すれば（注２）、現時点において

利上げ実施の時期が早まる可能性は低いと見込まれる。 

 

[インドネシア]～国際商品市況の上昇を反映に伴い輸出入双方が底入れ､貿易黒字幅はわずかに縮小～ 

15日に発表された６月の輸出額は前年同月比＋54.46％となり、前月（同＋58.76％）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２ヶ月ぶりの拡大に転じており、中期的な基調

も拡大傾向で推移するなど底堅い動きが続いている。財別では、国際原油価格の上昇を反映して原油及

び石油製品、天然ガス関連の輸出額に押し上げ圧力が掛かっているほか、これら以外の鉱物資源関連も

拡大している上、製造業関連や農産品関連も拡大傾向を強めるなど全般的に底入れが進んでいる。一方

の輸入額は前年同月比＋60.12％となり、前月（同＋68.68％）から伸びが鈍化した。ただし、前月比は

３ヶ月ぶりの拡大に転じており、中期的な基調は拡大傾向で推移するなど輸出同様に底堅い動きが続い

ている。財別では、国際原油価格の上昇を反映して原油の輸入額が大きく押し上げられているほか、前

                                                   
注２ ７月 14日付レポート「ニュージーランド中銀、量的緩和終了による緩和水準引き下げを決定」 

図 4 NZ インフレ率の推移    

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

https://www.dlri.co.jp/report/macro/157610.html
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月に大きく鈍化した機械製品関連や鉄鋼関連の輸入額が上振れするなど全般的に底入れしている。結果、

貿易収支は＋13.16億ドルと前月（＋26.98億ドル）から黒字幅が縮小している。 

 

[フィリピン]～米国や中東からの送金に下押し圧力が掛かるなか､ペソ高による｢目減り｣も家計消費の重石に～ 

13日に発表された５月の海外移民労働者による送金流入額は前年同月比＋13.1％となり、前月（同＋

12.7％）から伸びが加速した。当研究所が試算した季節調整値に基づく前月比は３ヶ月連続で減少する

など、底入れの動きを強めてきた流れは一服している。さらに、当月の通貨ペソ相場は国際金融市場に

おける米ドル高の一服を受けて上昇するなどペソ建てで計算した送金額に下押し圧力が掛かりやすく

なっており、家計消費など内需への下押し圧力となることが懸念される。アジア新興国や日本のほか、

欧州からの流入に堅調な動きがみられるものの、全体の３分の１強を占める米国からの流入が鈍化して

いることに加え、２割強を占める中東からの流入にも下押し圧力が掛かるなど、主要な流入元からの送

金に下押し圧力が掛かったことが重石となっている。 

 

[マレーシア]～鉱業部門や輸出財関連の製造業で底堅い生産が続く一方､軽工業関連を中心に生産は鈍化～ 

12日に発表された５月の鉱工業生産は前年同月比＋26.0％となり、前月（同＋50.1％）から伸びが鈍

化した。前月比も▲3.42％と前月（同＋0.10％）から２ヶ月ぶりの減少に転じるなど一進一退の動きを

みせているものの、中期的な基調は拡大傾向で推移するなど底堅い展開は変わっていない。原油をはじ

めとする国際商品市況の底入れの動きを反映して原油や天然ガスをはじめとする鉱業部門の生産に押

し上げ圧力が掛かる一方、製造業などの生産に下押し圧力が掛かったことが全体の重石となっている。

なお、製造業のなかでは主力の輸出財である電子部品関連や電気機械関連のほか、石油化学関連などの

図 5 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 6 PH 海外送金の推移    

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    
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生産に堅調さがうかがえるなど、世界経済の回復による外需の押し上げが生産を下支えする動きがみら

れる一方、自動車などの輸送用機器関連や金属関連などのほか、軽工業関連の生産鈍化が生産全体の重

石となるなど対照的な動きがみられる。 

 

[シンガポール]～世界経済の回復の動きに加え､国際商品市況の上昇も輸出入を押し上げる展開が続く～ 

16 日に発表された６月の非石油輸出は前年同月比＋15.9％となり、前月（同＋8.6％）から伸びが加

速した。前月比も＋6.03％と前月（同▲0.21％）から３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をみせている。主力の輸出財である電子部品関連や電気機械関連

のほか、医薬品関連や化学製品関連など幅広い分野で輸出は堅調な動きをみせており、主要国を中心と

する世界経済の回復の動きが輸出を押し上げている。また、原油関連を併せた総輸出額は前年同月比＋

22.3％と前月（同＋29.8％）から伸びが鈍化しており、前月比も▲2.6％と前月（同＋0.7％）から２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堅調な推移が続いている。

一方の輸入額は前年同月比＋28.3％となり、前月（同＋32.2％）から伸びが鈍化している。前月比は＋

2.2％と前月（同▲2.4％）から３ヶ月ぶりの拡大に転じており、中期的な基調は拡大傾向で推移するな

ど輸出同様に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上昇が輸入額を押し上げて

いるほか、機械製品関連など幅広い分野で輸入は堅調な動きをみせている。結果、貿易収支は＋＋46.48

億ＳＧドルと前月（＋57.56億ＳＧドル）から黒字幅が縮小している。 

 

以 上 

図 7 MY 鉱工業生産の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

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    


