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Asia Indicators ／ 定例経済指標レポート 

 発表日：2021 年 12月 17日（金） 

台湾中銀､来年の金融引き締めを射程に入れる兆し（Asia Weekly(12/13～12/17)） 

 ～インドネシア中銀は､低インフレを前提に低金利環境を維持する姿勢を堅持～ 

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 

12/13（月） （インド）11 月消費者物価（前年比） ＋4.91％ ＋5.10％ ＋4.48％ 

12/15（水） （韓国）11 月失業率（季調済） 

（中国）11月鉱工業生産（前年比） 

11 月小売売上高（前年比） 

11 月固定資産投資（年初来前年比） 

（インドネシア）11 月輸出（前年比） 

11 月輸入（前年比） 

3.1％ 

＋3.8％ 

＋3.9％ 

＋5.2％ 

＋49.70％ 

＋52.62％ 

- - 

＋3.6％ 

＋4.6％ 

＋5.4％ 

＋44.00％ 

＋37.55％ 

3.2％ 

＋3.5％ 

＋4.9％ 

＋6.1％ 

＋53.37％ 

＋51.06％ 

12/16（木） （ニュージーランド）7-9 月実質 GDP（前年比） 

（豪州）11 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） 

（フィリピン）金融政策委員会（翌日物リバースレポ金利） 

（香港）11 月失業率（季調済） 

（台湾）金融政策委員会（政策金利） 

▲0.3％ 

4.6％ 

3.50％ 

2.00％ 

4.1％ 

1.125％ 

▲1.6％ 

5.0％ 

3.50％ 

2.00％ 

- - 

1.125％ 

＋％ 

5.2％ 

3.50％ 

2.00％ 

4.3％ 

1.125％ 

12/17（金） （シンガポール）11 月非石油輸出（前年比） ＋24.2％ ＋17.3％ ＋17.8％ 

（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。 

[台湾]～中銀は内外需の回復を理由に成長率見通しを上方修正､来年の金融引き締めを射程に入れる兆し～ 

16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７会合連続で最低水準の 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「新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）の感染一服や政策支援を追い風に回復が続いているが、サプライチェーンの混乱や国際

商品市況の上昇によるインフレが重石になっているほか、オミクロン株の行方、米ＦＲＢ（連邦準備制

度理事会）による政策変更、米中摩擦、気候変動の影響などが足かせになり得る」との見方を示した。

一方、同国経済は「輸出の底入れが続くなかで企業部門による投資も堅調に推移するなか、感染動向も

落ち着くなかで政策支援も追い風に家計消費にも底堅さがみられる」として、「今年の経済成長率は＋

6.03％、来年も＋4.03％になる」と９月時点の見通し（今年は＋5.75％、来年は＋3.45％）からいずれ

も上方修正している。先行きの政策運営を巡っては「国内の物価を巡る状況の好転が見込まれる一方、

世界的な物価動向や主要国の金融政策の行方、国際金融市場における信用を巡る状況などが台湾経済や

金融市場、物価に与える影響を注視する」との姿勢を維持した。なお、会合後にオンライン会見に臨ん
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だ同行の楊金龍総裁は景気認識について「足下の景気は過熱しておらず、コアインフレ率もかなり安定

しており、来年にかけても景気の過熱は見込まれず、物価も管理可能な水準に留まる」との見方を示す

とともに、先行きの政策運営について「来年には金融引き締めに動くことになろう」との考えを示すな

ど、利上げ時期が近付いている可能性を示唆している。 

 

[インドネシア]～中銀は米 FRB の動向を注視しつつ､あくまで低インフレ環境が続けば低金利を維持の姿勢～ 

15 日に発表された 11 月の輸出額は前年同月比＋49.70％となり、前月（同＋53.37％）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。国際原油価格の上昇一服の動きにも拘らず、原油

や石油製品、天然ガス関連の輸出額は堅調な推移が続いているほか、鉱物資源関連や製造業関連、農産

品関連など全般的に輸出額は拡大しており、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染一服による行動

制限の緩和に加え、世界経済の回復の動きも輸出を押し上げている。一方の輸入額は前年同月比＋

52.62％となり、前月（同＋51.06％）から伸びが加速している。前月比も２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輸出同様に底入れの動きが続いている。行動制限の緩和による

経済活動の正常化の動きは製造業関連の輸入額を押し上げているほか、原油及び天然ガス関連の輸入の

堅調さも輸入額の底入れを促している。結果、貿易収支は＋35.14億ドルと前月（＋57.36億ドル）から

黒字幅が縮小している。 

16日、インドネシア銀行は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利である７日物リバースレポ金利

を 10 会合連続で最低水準である 3.50％に据え置くとともに、短期金利の上下限もそれぞれ 4.25％、

2.75％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、今回の決定について「ルピア相場と

金融市場の安定化策に一致するとともに景気回復を後押しする」とした上で、「金融緩和とマクロプル

ーデンス政策のポリシーミックスの最適化に加え、デジタル化政策などを通じて景気回復を後押しする」

との考えを引き続き強調している。その上で、世界経済について「サプライチェーンの混乱や新型コロ

ナウイルスを巡る不透明感はあるものの、来年にかけて見通し通りの回復が進む」との見方を示すとと

もに、同国経済についても「来年にかけて回復が進み、今年の経済成長率は＋3.2～4.0％、来年の経済

成長率は＋4.7～5.5％になると見込む」との見通しを示した。なお、今年の経済成長率見通しについて

は 11月の前回会合時点（＋3.5～4.3％）から上下限双方で下方修正されている。他方、対外収支につい

ては「好ましい状況が続く」として、「今年の経常収支はＧＤＰ比▲0.5～＋0.3％、来年は同▲1.9～▲

図 1 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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1.1％になる」としたほか、ルピア相場については「対外収支構造の堅牢さや安定化策を反映して落ち着

いた推移が続いている」とした上で、物価動向について「低水準が続いて景気回復の追い風になり、来

年にかけて目標域で推移する」との見通しを示した。 

また、会合後に記者会見に臨んだ同行のペリー総裁は、米ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の政策運営

について「来年７-９月に１回利上げを行うであろう」との見通しを示しつつ、「新興国へのマネーフロ

ーへの影響が懸念されるなか、ルピア相場や金利への影響を注視しつつ財務相と連携する」とした上で

「通貨の安定がインドネシア経済に最も重要」との考えを示した。その上で、「通貨安定に向けて為替介

入も辞さない」とした上で、「経済のファンダメンタルズ（基礎的条件）は改善しており、景気回復が進

めば投資家にとって魅力的な投資先になる」との見方を示しつつ、先行きの政策運営について「インフ

レが上昇するまで低金利を維持する」との姿勢を強調した。そして、オミクロン株についても「感染動

向を注視しているが、政府は感染抑制に自信を持っている」との考えをみせた。 

 

[フィリピン]～中銀は引き続き景気回復の優先を強調､物価を巡るリスクは｢制御可能｣との見方を維持～ 

16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リバースレポ金

利を９会合連続で最低水準である 2.00％に据え置くとともに、短期金利の上限（翌日物貸付金利）と下

限（翌日物借入金利）をそれぞれ 2.50％、1.50％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、物価動向について「想定を若干上回っている」との見方を示す一方、先行きについて「インフレ

目標の範囲内に収まると見込まれ、2023 年には目標の中央値（３％）に近付く」との見通しを示した。

一方、物価を巡るリスクについては「2022年は食料品価格や交通運賃の引き上げに加え、世界的なサプ

ライチェーンを巡る問題などを理由に引き続き上方に傾いているが、2023年には上下双方の要因がほぼ

均衡する」との見方を示した。その上で「オミクロン株の出現は景気及び物価見通しの下振れリスクに

繋がる」としつつ、「ワクチン接種の加速や行動制限の緩和を背景に先行きは景気回復が進む」とした上

で「企業活動や市場心理の改善を追い風に信用動向は回復が進んでいる」との見解を示した。そして、

先行きの政策運営について「インフレ動向が管理可能と見込まれるなかで辛抱強く対応する余地がある」

との認識を示した上で、「世界的に引き締め政策への転換の可能性が景気の不透明要因となるなか、緩

和政策を維持することは向こう数四半期に亘って景気回復を促す」との考えをみせた。他方、「将来的な

物価を巡る潜在的リスクを注視しつつ景気下支えを優先する」としつつ、「供給制約から生じる潜在的

な二次的影響に対処する用意がある」との姿勢を維持するなど、当面は景気回復を優先する考えを改め

図 2 ID 貿易動向の推移         図 3 ID 金融政策の推移 

   
（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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て強調している。 

 

[豪州]～感染一服による行動制限の緩和､戦略転換を受けて､大都市部を中心に雇用環境の改善が進む～ 

11月の失業率（季調済）は 4.6％となり、前月（5.2％）から 0.6pt改善して２ヶ月ぶりに５％を下回

る水準となっている。失業者数は前月比▲6.9万人と前月（同＋8.1万人）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で推移している上、そのペースも加速するなど調整が進んでいる。一

方の雇用者数は前月比＋36.6万人と前月（同▲5.6万人）から５ヶ月ぶりの拡大に転じており、雇用形

態別では非正規雇用者（同＋23.8万人）のみならず正規雇用者（同＋12.8万人）もともに拡大している

上、中期的な基調も拡大傾向で推移するとともにそのペースも加速するなど底入れが進んでいる。労働

力人口も前月比＋29.7万人と前月（同＋2.5万人）から２ヶ月連続で拡大している上、中期的な基調も

拡大傾向に転じるなど底入れしている。こうした動きを反映して労働参加率は 66.1％と前月（64.6％）

から＋1.5pt も上昇しており、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染一服を受けた行動制限の緩和

や政府による戦略転換の動きを反映して労働市場への参加の動きが活発化している様子がうかがえる。

長期に亘る都市封鎖が解除されたメルボルンを擁するヴィクトリア州のほか、最大都市シドニーを擁す

るニュー・サウス・ウェールズ州など大都市部を中心に雇用環境が改善している様子がうかがえる。 

 

[インド]～インフレ率は５ヶ月連続の目標内で推移も､経済活動の正常化を受けて幅広くインフレ圧力が強まる～ 

13 日に発表された 11 月の消費者物価は前年同月比＋4.91％となり、前月（同＋4.48％）から加速し

たものの、５ヶ月連続で中銀の定めるインフレ目標（４±２％）の範囲内で推移している。前月比は＋

0.73％と前月（同＋1.41％）から上昇ペースが鈍化しており、生鮮品を中心とする食料品価格は上昇が

図 4 PH 金融政策の推移    

   

（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    

図 5 AU 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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続いている一方、国際原油価格の上昇の動きが一服していることを反映してエネルギー価格は下落する

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、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は伸びが加速しているほか、その水準も高止まりしている。前月比も上

昇傾向が続いており、過去数ヶ月に亘るエネルギー価格の上昇を受けた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、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の

感染一服による経済活動の正常化を受けてサービス物価にも押し上げ圧力が掛かるなど、幅広い分野で

物価上昇圧力が強まっている様子がうかがえる。 

 

[韓国]～感染一服による行動制限緩和で雇用環境は底打ちも､感染悪化による状況悪化が懸念される～ 

15日に発表された 11月の失業率（季調済）は 3.1％となり、前月（3.2％）から 0.1pt改善した。失

業者数は前月比▲1.0 万人と前月（同＋5.1 万人）から３ヶ月ぶりの減少に転じており、年代別では 50

代及び 60 代以上など高齢層を中心に減少しているほか、中期的な基調も減少傾向で推移するなど調整

の動きが続いている。一方の雇用者数は前月比＋3.1万人と前月（同＋1.8万人）から 10ヶ月連続で拡

大しており、年代別では 50代や 60代以上など高齢層を中心に拡大している上、中期的な基調も拡大傾

向で推移している。雇用形態別では、正規雇用を中心に底堅い動きがみられる一方、非正規雇用に調整

圧力が掛かっている。新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染一服を受けた行動制限の緩和の動きが

雇用調整圧力の後退に繋がったとみられる一方、足下では感染動向が急速に悪化している上、政府は『ウ

ィズ・コロナ』戦略の撤回に動く事態となっていることを勘案すれば、先行きは一転して状況が悪化す

ることが予想される。また、10 代及び 20 代といった若年層に限れば、失業率は 6.3％と引き続き高水

準で推移しており、若年層の非正規雇用者を中心に雇用を取り巻く環境は厳しい状況が続いている。 

図 6 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    
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[シンガポール]～世界経済の回復の動きは輸出を押し上げており､国際消費市況の上昇は輸入を押し上げる～ 

17 日に発表された 11 月の非石油輸出は前年同月比＋24.2％となり、前月（同＋17.8％）から伸びが

加速している。前月比も＋1.08％と前月（同＋4.14％）から３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。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、化学製品関連などで底入れの動きが続いており、欧米をはじめとする世界経済の回復

の動きや、周辺国での新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染一服を受けた行動制限の緩和の動きも

追い風になっているとみられる。原油関連を含む総輸出額も前年同月比＋31.3％と前月（同＋22.6％）

から伸びが加速しており、前月比も＋2.7％と前月（同＋6.0％）から２ヶ月連続で拡大している上、中

期的な基調も拡大傾向で推移するなど底入れが進んでいる。一方の輸入額は前年同月比＋31.9％となり、

前月（同＋25.6％）から伸びが加速している。前月比も＋2.3％と前月（同＋4.6％）から３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輸出同様に底入れの動きが続いている。国際原

油価格の上昇の動きを反映して原油及び石油製品関連の輸入額が押し上げられているほか、景気底入れ

の動きを反映して機械製品関連や化学製品関連など幅広く輸入は堅調な動きをみせている。結果、貿易

収支は＋61.01億ＳＧドルと前月（＋61.07億ＳＧドル）からわずかに黒字幅が縮小している。 

 

[香港]～景気回復の動きを追い風に､小売関連や観光関連などサービス業を中心に雇用の改善が続く～ 

16日に発表された 11月の失業率（季調済）は 4.1％となり、前月（4.3％）から 0.2pt改善した。失

業者数は前年同月比▲8.4万人と６ヶ月連続で減少している上、前月（同▲8.1万人）からペースが加速

するなど調整が進んでいる。一方の雇用者数は前年同月比＋4.1 万人と６ヶ月連続で拡大しているもの

図 7 KR 雇用環境の推移    

   

（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    
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の、前月（同＋5.2 万人）からペースは鈍化するなど底入れの動きに一服感が出ている。不完全雇用者

数も前年同月比▲6.3 万人と前月（同▲7.5 万人）からペースこそ鈍化するも７ヶ月連続で減少してお

り、雇用を巡るミスマッチも解消が進んでいる様子がうかがえる。景気回復の動きを追い風に雇用を取

り巻く環境も改善しており、小売関連や観光関連をはじめとするサービス業を中心に雇用の底入れが進

んでいることが追い風となっている。 

 

以 上 

図 9 HK 雇用環境の推移    

   
（出所）CEICより第一生命経済研究所作成    


