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第 81 回～インドネシア

見通しなどを受けておそらく成長率目標を

5.2 ～ 5.6％増に下方修正するとみられてい

る。しかし、15 年通年では昨年を上回るた

め、「回復の初期段階」といったイメージと

なるだろう。また、成長要因として期待され

ている内需に関しては、４月の消費者信頼感

指数で現況指数が久しぶりに楽観・悲観の

基準となる 100 ポイントを下回った。やは

り景気低迷が大きな要因となっている。た

だ、これからラマダン（６月 18日～７月 16

日）を迎え、ラマダン明けのボーナス支給が

あるため、消費にプラスに働き、指数も回復

に向かうだろうと考えられ、予算執行の加速

とともに内需主導の成長回復が期待される。

米利上げ、ルピア安への警戒は

　景気低迷による政策金利引き下げはあり得

なくはないが、中央銀行としてはできるだけ

引き下げたくないというのが本音。その一番

の理由は、経常赤字の拡大抑制である。景気

が良くなると輸入が増加するため、経常赤字

がコントロール不能となってしまう恐れがあ

り、また経常赤字によるルピア安圧力もかか

るため、大胆な引き下げはできない。現行

7.5％から下げても 7.0％が限界だとみられて

いる。

　一方、米利上げによるルピア安圧力に関し

てはそこまで悲観されていない。その理由と

しては、域内諸国の中で相対的に高金利通貨

であるという魅力は健在であるからだ。イン

ドネシア同様、政府支出の遅れによって景気

回復が遅れているタイでは、最近までバーツ

堅調で輸出不振、２度の利下げを経て 1.5％
まで引き下げられている。中国も同様である。

さらに、最近ではルピアが売られても外貨準

備高は下がっておらず、逆に増えている月も

ある。これはつまり「介入をしていない状況

でもなんとかじり安程度で抑えられている」

ということ。米利上げに伴い、多少のルピア

安圧力はかかるが、経常赤字が拡大しない限

り、暴落する危険性は薄いだろうと考えられ

ている。　　　　　　　　　　　　　　 (X)

景気回復は下期以降

予算執行がカギ

　2015 年第１四半期 GDP 成長率（前年同

期比 4.7％増）が予想を下回ったインドネシ

アだが、マーケットからは「そこまで悲観す

る必要はない」との声が聞かれる。もともと

景気がよかったわけではなく、第１四半期も

しくは第２四半期には底をつくだろうと予想

していたからだ。

　上期の成長率見通しが芳しくない要因は政

府予算執行にある。今年度予算はユドヨノ前

政権時代に組まれたもので、しかも 14年 11

月に施行された燃料補助金削減の影響が不確

定なまま組まれていた。年度の初めはどの新

興国も執行は遅いが、インドネシアの場合、

補正予算が 15 年２月に組まればかりで、実

際に予算が再配分されたのは同年５月だとい

うこともあり、執行が遅れ、景気刺激に至っ

ていない。また、経済指標は良くも悪くもな

いため、第２四半期 GDP 成長率見通しは前

期比横ばいもしくは微増といった程度で、成

長回復は予算執行が本格化する下期以降にな

るだろうと考えられている。

15 年は回復の初期段階

　一方では、政府の今年の成長率目標は

5.7％増（補正予算ベース）としているが、

第１四半期 GDP 成長率や財務省の成長率
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ヤクルトがミャンマーに現法
販売は東南アジアで８カ国目

　【食料品】ヤクルト本社（2267）が 2015

年中にもミャンマーに現地法人を設ける。東

南アジア販売では同国とラオス、カンボジア

が未進出だったが、人口規模が大きいミャン

マーに拠点を設けて海外事業を拡大する。

乳製品のニーズ高まる

　「ミャンマーヤクルト」社を設けて、ヤン

ゴン郊外に工場を建設する予定で、候補地や

敷地の規模などについては調整中。投資額は

当初２億 2500 万米ドルをあてる予定で、工

場建設など段階ごとに投資を増やしていく。

2017～ 2018年に販売を開始する計画だ。

　ミャンマーで乳製品の普及はこれからだが、

すでにタイからヤクルトの類似製品が輸入さ

れるなど、徐々にニーズは高まっているもよ

う。所得水準が向上して消費者の健康への意

識も高まりつつあることから、今後の需要拡

大は確実だ。

アジア・オセアニアの伸び率が最高

　ヤクルト本社の 2015 年３月期の海外売

上高は全体の 38.8％。内訳は米州が 14.9％、

アジア・オセアニアが 21.5％、ヨーロッパ

が 2.4％だった。アジア・オセアニアの営業

利益伸び率は 21.7％で、日本を含めた各地

域のなかで最高。東南アジアでは、販売数量

でインドネシアが 20.4％増の 382万 4000本

と中国に次ぐ多さとなり、タイが 0.7％増の

205 万本、フィリピンが 17.7％増の 187 万

7000本などで続いた。

航空機事業などで２社設立
ＪＡＬＵＸ、東南ア事業を拡大

　【卸売業】日本航空の関連会社で商社の

JALUX（ジャルックス、2729）が、海外展

開を加速している。シンガポールでは航空機

材の販売や修理、リース、コンサルティング

などを行う現地法人を６月中旬に設立するほ

か、タイではこのほど、不動産の開発や運営

業務を手掛ける現地法人 JRE ディベロップ

メントを設立。中期経営計画で海外重点地域

とする東南アジアで、新たなビジネスの開拓

と事業拡大を図る。

　航空機事業では、エンジンやフライトシ

ミュレーターの売買、転売・転貸などのほか、

航空機部品や素材の調達、修理といったビジ

ネスを行っており、これをシンガポールへ横

展開する。運営開始は９月上旬の予定。

ラオスとミャンマーで空港運営

　JALUX はタイとラオスに現地法人、ミャ

ンマーとベトナムに駐在員事務所を設けて事

業や調査などを行っている。ラオスでは、ビ

エンチャンのワッタイ国際空港を運営する会

社をラオス空港公団や豊田通商と設立。日本

企業が海外で運営する初の空港ターミナル運

営会社として、15 年あまりにわたり活動し

てきた。ワッタイ空港の運営事業は、2014

年４月に事業契約を５年延長することで同国

当局と合意している。

　またミャンマーでは、三菱商事などとコン

ソーシアムを組成し、マンダレー国際空港の

運営事業へ参画した。2014 年に同国の航空

局と 30 年間の事業権譲渡契約を締結してお

り、ターミナルビルや滑走路などの補修改善、

維持管理を含む空港運営を行うこととなった。

同事業は 100％民間資本によるもの。

東横インがプノンペンに開業
12 月にはセブでも

　【サービス業】ホテルチェーンの東横イン

（東京都大田区）が、カンボジアのプノンペ

ンで６月 19 日にオープンする。海外では韓

国に６軒を展開しているが、今後は進出をさ

らに積極化していく方針。12 月にはフィリ

ピンのセブで、さらには欧州での展開も予定

している。

　日本国内の東横インと同様な設備・サービ

スを提供する。充実した室内・館内設備やき

め細かなサービスをリーズナブルな価格で提

供することで、日本人や外国人観光客、ビジ
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ネス目的の長期滞在者などを幅広く取り込ん

でいく。

　ホテルはプノンペン中心部の南東に位置し、

付近にはカジノリゾート「ナガワールド」や、

「イオンモールプノンペン」がある。23階建

てで、部屋タイプはデラックスシングル（通

常料金１泊 39 米ドル）からデラックスツイ

ン（同 59 米ドル）まで５タイプ。障がい者

や高齢者に配慮した「ハートフルルーム」も

備えている。

　ビジネスユースには、会議室やフリー

WiFi、パソコン・プリンターなどが揃い

利便性が高い。レストラン「しゃぶしゃぶ

Dali」やバーなども利用できる。　　　 (M)

東京電力、タイ発電社とＬＮＧで提携

　【電気・ガス業】東京電力（9501）は 21日、

タイ発電公社（EGAT）と LNG の調達、輸

送、供給、発電までのバリューチェーン事業

で協力することで覚書を締結したと発表した。

覚書の内容は LNG に関する情報交換や研修

などで、国際市場での LNG 調達や LNG バ

リューチェーンビジネスモデル、タイ国内で

の発電用 LNG 受入基地の事業性調査および

開発計画、事業に関する法規制などを対象と

する。東電は先般、燃料調達から発電までの

バリューチェーン事業構築を目指し、中部電

力と JERA 社を設けており、EGAT との事

業は今後、準備が整い次第 JERA へ移管す

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　(X)

ミスミがベトナム第４工場を建設

　【卸売業】ミスミグループ本社（9962）は

21日、ファクトリーオートメーション（FA）

用メカニカル部品を生産するためベトナムに

第４工場を建設すると発表した。新工場は、

ホーチミン市にある現地法人サイゴンプレ

シジョンカンパニーリミテッドの敷地内に約

60 億円を投じて設け、2015 年度半ばに稼働

開始する予定。シャフトや位置決めピン、六

角支柱などを生産する。製品はミクロン単位

の寸法指定による受注製作を行いながら、コ

スト競争力をいかして日本仕様の高品質を維

持。また、短納期もあわせて実現する。

郵船ロジ、マレーシアでハラル認証

　【倉庫・運輸関連業】郵船ロジスティクス

（9370）は 20日、マレーシア法人の TASCO
社が同国当局からハラル認証を取得したと

発表した。取得した認証は運送業務に求め

られる「MS2400-1」と倉庫業務に求められ

る「MS2400-2」で、これらの同時取得は日

系物流企業で初めて。車両 25 台やペナンに

ある物流センターが対象となる。これにより、

ハラル食品や化粧品、医薬品などをターゲッ

トに、トラックと倉庫を活用したロジスティ

クスサービスを提供するとともに、自社のグ

ローバルネットワークをつなげることでハラ

ル物流のワンストップサービス構築を目指す。

ジャカルタに「ミスド」開業

　【卸売業】三井物産（8031）はこのほど、

ダスキン（4665）とインドネシアでミスター

ドーナツ事業を開始すると発表した。両社の

共同事業ダスキン香港が、大手財閥サリムグ

ループのインドマルコ社と現地に合弁会社ラ

ガム社を設立。ラガム社とフランチャイズ契

約を結び、すでにジャカルタのショッピング

モール「モールオブインドネシア」にミスター

ドーナツ１号店を開業した。インドマルコ社

は国内最大のコンビニエンスチェーン「イン

ドマレット」を運営しており、同店舗を含

めて 2015年末までに約 50店、３年で約 200

店での販売を目指す。　　　　　　　　 (M)

古河電工、ベトナム合弁会社設立

　【非鉄金属】古河電気工業（5801）のグルー

プ会社である古川電工パワーシステムズは

19 日、ベトナム大手電力部品会社パワーエ

ンジニアリング社と共同で送配電部品の製造

販売会社を設立することで合意したと発表し

た。ベトナムでは近年、経済成長に伴い電力

市場が拡大している。特に送配電網の整備が

急速に進んでおり、送配電部品の需要も伸び

ている状況だが、220キロボルト以上の送配

電部品はすべて輸入に依存している。新会社
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では 220 キロボルト以上の送配電部品の製

造販売事業を展開する。　　　　　　　　(X)

ジョホールに「オートバックス」新店

　【卸売業】オートバックスセブン（9832）

は 19日、マレーシアのジョホール州に「オー

トバックスパリン店」を新規オープンした。

新店舗の近隣エリアには高級住宅街があり、

１世帯当たりのマイカー保有台数は 2.5台と

多い。また、大型スーパーマーケットを核に

さまざまな店舗が集まるショッピングモール

があるため、多数の来客が見込まれる。店舗

では、タイヤやエンジンオイル、バッテリー

などのメンテナンス商品を中心に約 350 ア

イテムを品揃えした。また、購入した商品を

その場で取り付け・交換を行うピットを１台

設置した。マレーシアでは 2012 年４月に１

号店をオープンし、このたびで３店舗目。

ヤマトＨＤ、ホーチミンにも拠点

　【陸運業】ヤマトホールディングス（9064）

はこのほど、ベトナムの現地法人ヤマトロジ

スティクスベトナムがホーチミン市に支店を

開設したと発表した。同国ではハノイに次ぐ

第２の拠点。今後拡大が見込まれる小売・飲

食業や、二輪車、OA 機器関連の物流サービ

スを担っていく計画。ホーチミン市は南部経

済回廊の起点にあたることから、近隣諸国も

含めた物流ニーズが見込まれる。ベトナムで

は生産財や消費財の小口配送サービスのほか、

ロジスティクス機能、フォワーディング機能

を組合せた事業を推進しており、新たな拠点

を設立することで活動のネットワークをさら

に拡充する。

あおぞら銀と第四銀が越事業で提携

　【銀行業】あおぞら銀行（8304）と第四銀

行（8324）はこれまでに、ベトナム関連の

顧客向けサービスで業務提携した。あおぞら

銀行の現地関連会社ベトナム国際リース社を

通じて、第四銀行の顧客に対して、リース取

り引きや現地企業とのビジネスマッチングを

支援する。ベトナム国際リース社は、あお

ぞら銀行が 18.35％を、韓国政府系金融機関

KDB キャピタルが 80.65％を出資し、設備

機械や輸送機器などのファイナンスリースを

手掛けている。

横浜ゴム、シンガポールに現法

　【ゴム製品】横浜ゴム（5101）はこのほど、

シンガポールに現地法人ヨコハマラバー・シ

ンガポールを設立して、グループの原材料

調達機能を効率化することを明らかにした。

2015 年度に日本向け天然ゴムの調達業務か

ら着手して、2016 年度以降には日本以外の

グループ海外工場向けにも業務を拡大する。

また、天然ゴム以外の原材料調達も手がける

計画。原材料の在庫管理機能を強化して、よ

り安定的・効率的な調達体制を確立させる予

定。

川崎重工が天然ガス圧縮機を受注

　【機械】川崎重工業（7012）はこのほど、

マレーシアの TH ヘビーエンジニアリング社

から浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）に搭

載されるモーター駆動天然ガス圧縮機２基を

受注した。圧縮機は JX 日鉱日石マレーシア

石油開発が開発するサラワク州ビンツル沖合

のガス田向け。採掘過程で石油から分離され

た天然ガスなどの随伴ガスを FPSO 上で昇

圧し、洋上に設置された他のプラットフォー

ムに海底パイプラインで圧送するもの。

日立など、緬向け鉄道システム受注

　【電気機器】三菱商事（8058）と日立製作

所（6501）は 18 日、ミャンマーで鉄道信号

システムを受注したと正式発表した。日本

の無償資金協力による事業向けで、同国の

国鉄とこのほど契約。受注額は約 24 億円で、

2017年６月末までに設備の納入を完了する。

信号システムは、列車の在線位置情報を指令

所で一元的に把握するための列車中央監視装

置や、列車を安全に運行するための信号灯や

分岐器を制御する電子連動装置、列車の接近

により自動的に警報を作動させる踏切自動警

報装置など。ヤンゴンとマンダレーを結ぶ幹
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企業レーダー

国名 業種 社名 内容 摘要

東南アジア 情報・通信業
テレビ東京コミュニケーション
ズ、トーセ

受注
漫画「ピーナッツ」コンテンツの東南アジアでの配信事業を開
始したと発表（2015/5）

ミャンマー 食料品 ヤクルト本社 現地法人設立
「ミャンマーヤクルト」社を設けて、ヤンゴン郊外に工場を建設
すると発表（2015/5）

ミャンマー 電気機器
日立製作所
三菱商事

受注
ヤンゴンとマンダレーを結ぶ幹線鉄道の一部区間で、鉄道信
号システムを受注したと発表（2015/5）

ミャンマー 機械 クボタ 受注
ヤンゴン郊外のティラワ経済特区で工業排水の処理施設を
受注したと発表（2015/5）

ミャンマー 建設業 鉄建建設 受注 シャン州にある総合病院の建設を受注したと発表（2015/5）

ミャンマー 建設業 鉄建建設 現地法人設立
建設業の営業許可を取得し、ヤンゴンに事務所を開設したと
発表（2015/5）

ミャンマー 卸売業 岩谷産業 現地法人設立
現地法人を設立して、ティラワ工業団地で工業ガス事業とLP
ガス関連事業を展開すると発表（2015/4）

カンボジア サービス業 東横イン 事業拡大
プノンペンで６月に、フィリピンで12月にホテルをオープンする
と発表（2015/5）

カンボジア 証券業 SBIホールディングス 受注
現地企業の株式上場にあたり、共同主幹事として選定された
と発表（2015/5）

ベトナム 銀行業
あおぞら銀行
第四銀行

業務提携
ベトナム関連の顧客向けサービスで業務提携したと発表
（2015/5）

ベトナム 陸運業 ヤマトホールディングス 事業拡大
現地法人ヤマトロジスティクスベトナムがホーチミン市に支店
を開設したと発表（2015/4）

ベトナム 非鉄金属 古河電気工業 合弁会社設立
現地の大手電力部品会社と共同で送配電部品の製造販売
会社を設立すると発表（2015/5）

ベトナム 卸売業 ミスミグループ本社 事業拡大
FA用メカニカル部品を生産するためホーチミン市に第４工場
を建設すると発表（2015/5）

ベトナム 機械 山善 事業拡大
現地法人のヤマゼンベトナムの本社を移転しショールームを
開設したと発表（2015/5）

ベトナム 保険業 第一生命保険 業務提携
ホーチミン市開発銀行（HDバンク）と業務提携し、10年間の
窓販契約を締結したと発表（2015/5）

ベトナム その他製品 レンゴー 事業拡大
南部ビンズオン省ミーフック工業団地にある合弁会社で、抄
紙機を新設すると発表（2015/4）

ベトナム 金属製品 ＴＯＮＥ 事業拡大
作業工具類や機器類の製造販売を行う現地法人の新工場
が竣工したと発表（2015/4）

日本企業動向早見表（201１年４月27日～2015年５月22日調査分）

線の一部、ヤンゴン中央駅からピュンタザ駅

までの約 140キロ区間が対象。

不二製油、フィリピンに販売会社

　【食料品】不二製油（2607）は 18日、フィ

リピンのマニラに新会社フジオイルフィリピ

ンを設立すると発表した。不二製油グループ

製品の販売拡大が目的で、成長する現地に拠

点を設けることで、市場ニーズに合致した製

品を迅速に供給していく。販売目標は数量

で年２万トン、売上高で 3000 万米ドル。な

おフィリピンでは、ヤシの搾油事業として

ニューレイテエディブルオイル社が 1994 年

から活動していたものの、2013 年に同国中

部を襲った台風 30 号により工場が被災し、

事業活動を停止した。

山善がホーチミンにショールーム

　【卸売業】工作機械などの専門商社、山善

（8051）はこのほど、現地法人のヤマゼンベ

トナムの本社を移転し、機械を常設展示する

ショールームを開設した。本社はホーチミン

市７区に移転し、ショールームでは実機を見

てその場でデモ加工や試運転も可能とした。

現地では 2010 年に法人を設立して、ハノイ

の支店とともに営業を展開。ショールーム開

設により、セールスとエンジニアが共同で顧

客との打ち合わせを進める事で、地域密着し

て高度なエンジニアリング機能も持ち合わせ

た態勢を整える。　　　　　　　　　　 (M)

日立ソリュ、シンガポールに新会社

　【情報・通信業】日立ソリューションズ（東

京都品川区）は 18 日、米グループ会社日立

ソリューションズ・アメリカの子会社として

シンガポールに新会社日立ソリューション

ズ・アジアパシフィックを設立したと発表

した。シンガポール子会社は、ERP 製品や

CRM 製品、フィールドサービス効率化シス

テムの構築に関わる東南アジア拠点としての

役割を担う。主にシンガポールやマレーシア、

タイで製品導入コンサルティングを行う。(X)
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企業レーダー

ベトナム 機械 三菱重工業 受注
南部の高速道路向けにETC（電子料金収受システム）用の機
器類を受注したと発表（2015/4）

ベトナム その他製品 キングジム 事業拡大
ビンズオン省にある現地法人でPPファイルの生産能力を拡
大すると発表（2015/5）

ベトナム
倉庫・運輸関
連業

住友倉庫 事業拡大
現地法人の住倉ベトナム社がハノイに支店を開設したと発表
（2015/4）

ベトナム 機械 明徳産業 現地法人設立
現地法人を設立し、各種プラントのエンジニアリング事業を展
開すると発表（2015/5）

タイ 電気・ガス業 東京電力 業務提携
タイ発電公社（EGAT）とLNGのバリューチェーン事業で業務
提携すると発表（2015/5）

タイ 輸送用機器 三菱自動車 事業拡大
チョンブリ県シラチャにテストコースを新設したと発表。コース
は生産拠点から26キロにある（2015/5）

タイ
ガラス・土石製
品

日本ガイシ 現地法人設立
自動車排ガス浄化用セラミックスの新拠点を設立すると発表
（2015/5）

タイ 機械 新日鉄住金エンジニアリング 受注
東レグループ向けにコージェネレーション事業を受注したと発
表（2015/5）

タイ 機械
日立パワーソリューションズ
三興

合弁会社設立
合弁会社を設立し、小規模発電事業者向けに保守サービス
やコンサルティング事業を展開すると発表（2015/5）

タイ 卸売業 双日 合弁会社設立
合弁会社を設立し、自動車部品の輸出入や組み立て業務を
行うとを発表（2015/4）

タイ 化学 三菱樹脂 事業拡大
紙おむつのバックシートなどに使用されている透湿性フィル
ムの生産工場を竣工したと発表（2015/5）

マレーシア 卸売業 オートバックスセブン 事業拡大
ジョホール州に同国３店舗目となる「オートバックスパリン店」
をオープンしたと発表（2015/5）

マレーシア
倉庫・運輸関
連業

郵船ロジスティクス 事業拡大
現地法人のTASCO社が当局から運送・倉庫業務のハラル認
証を取得したと発表

マレーシア 機械 川崎重工業 受注
浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）に搭載されるモーター駆
動天然ガス圧縮機２基を受注したと発表（2015/5）

マレーシア 不動産業 東急リバブル 事業拡大
新築マンションなど現地の不動産を仲介する事業を行うと発
表（2015/5）

マレーシア 証券業
東海東京フィナンシャル・
ホールディングス

出資
独立系最大手投資銀行K&Nケナンガ・ホールディングスの
4.99％を取得したと発表（2015/5）

マレーシア サービス業 トライステージ 業務提携
タイで提携しているテレビ通販TVダイレクトのマレーシア法人
TVDMと業務提携すると発表(2015/5)

マレーシア 化学 カネカ 事業拡大
パハン州にある現地法人で建築向けシーリング材の生産設
備を新設すると発表（2015/5）

マレーシア 不動産業 三井不動産 事業拡大
クアラルンプール初の本格的アウトレットモールをオープンし
たと発表（2015/4）

シンガポール
タイ

卸売業 ＪＡＬＵＸ 現地法人設立
シンガポールで航空機事業、タイで不動産開発事業の現地
法人を設立すると発表（2015/5）

シンガポール ゴム製品 横浜ゴム 現地法人設立
現地法人ヨコハマラバー・シンガポールを設立して、原材料
調達機能を効率化すると発表（2015/5）

シンガポール 情報・通信業 日立ソリューションズ 現地法人設立
システム構築の新会社日立ソリューションズ・アジアパシ
フィックを設立したと発表（2015/5）

シンガポール 卸売業 双日 事業拡大
「ジャパンフードタウン」のプロジェクトマネジメント支援と施設
の運営業務を受託したと発表（2015/4）

シンガポール 機械 理想科学工業 現地法人設立 印刷機器の販売子会社を設立したと発表

インドネシア 銀行業 尼崎信用金庫 業務提携
大手銀行バンクネガラインドネシア（BNI）と業務提携したと発
表（2015/5）

インドネシア サービス業
ダスキン
三井物産

合弁会社設立
大手財閥サリムグループと合弁会社を設立し、ミスタードー
ナツ事業を開始すると発表（2015/5）

インドネシア その他金融業 ジェーシービー 業務提携
国営商業銀行マンディリ銀行とJCBカードの取扱開始につい
て合意したと発表（2015/5）

インドネシア 電気機器 GSユアサコーポレーション 事業拡大
現地法人３社で自動車と二輪車用鉛蓄電池の生産能力を拡
大すると発表（2015/5）

インドネシア その他製品 岡村製作所 合弁会社設立
現地販売のため合弁会社を設立して、2015年秋頃から営業
を開始すると発表（2015/4）

インドネシア サービス業 パソナグループ 事業拡大
ジャカルタ東部にあるGIIC工業団地に、同国２拠点目を設け
たと発表（2015/5）

インドネシア 卸売業
三井物産、神戸製鋼所
東洋エンジニアリング

受注
｢ジャカルタ都市高速鉄道南北線｣向け鉄道システム一式と
軌道工事を受注したと発表（2015/4）

フィリピン 食料品 不二精油 現地法人設立
マニラに販売目的の新会社フジオイルフィリピンを設立すると
発表（2015/5）

※1　金融ファクシミリ新聞社調べ
※2　対象地域：ASEAN加盟10カ国
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ASEAN 人「財」紹介に特化

　　　　　　　　VACS International

　2014 年３月に創設されたばかりの VACS 
International（バックス　インターナショ

ナル）は、「日本初のアセアン人『財』採用

特化企業」を標榜し、日本企業とアセアン

留学生らとの架け橋になることを目指して

いる。人材ではなく、人「財」と表記する

のは同社の渡邉社長のこだわりで、アセア

ン留学生らが単なる「材料」ではなく、「財

産」だという想いが込められている。社名の

VACS は、「Value to Asian Collaborative 
Society」（アジアの協同社会に価値を）の

略称であると同時に、前身となった企業と

NPO 団体の名前をつなげたものでもある。

　起業に至った問題意識は、これまでの

NPO 活動などで、アセアン留学生が就職に

困っている様子を見てきたことだという。こ

れは留学生ら向けの日本企業の求人情報が不

足していたことが原因で、これまで留学生ら

は先輩の紹介といった非公式な手段しか、企

業と接触できなかった。「そんな彼らにもっ

と選択肢を増やしてあげたい」というのが、

根本的な企業理念だ。一方で、日本企業から

も中国人に代わりアセアン留学生を採用する

ニーズが強まっている。アセアン諸国がこれ

までの「生産拠点」から「消費」の場に変わ

りつつある中、アセアン地域で売れるものを

模索するには現地の肌感覚が必要なため、ア

セアン留学生の採用ニーズは今後益々強まる

と VACS 社では考えている。

　アセアン留学生と企業が互いを必要として

いるにも関わらず、これまで採用が停滞して

きた背景にあるのは互いの情報不足に加え、

「日本語能力」の問題があるという。ただ、

これは留学生らの能力が不十分というわけで

はなく、日本人や、言語的に日本語と親和性

が高い中国人・韓国人留学生と比べて、どう

しても見劣りするということだ。多くの留学

生の日本語能力はコミュニケーションが十分

に可能で、ビジネスでも通用するレベルだ

が、日本人でも苦労するような適正試験に

は苦戦を強いられる。この問題について、

VACS は「企業がアセアン人材に求めてい

るのは日本語能力ではない筈だ」との信念の

下、企業にアセアン留学生独自の選考フロー

を設けることを提案している。実際、これま

では適正試験のために多くの留学生は面接に

たどり着けないでいたが、一度面接さえ行え

ば、面接官が好印象を覚えるケースが多いと

いう。大量の日本人を選考する上では、ふる

い落とすための適性検査などの試験も必要で

あっても、母数が圧倒的に少ないアセアン留

学生を採用する上では、「少しでも多くの留

学生に実際に会って頂き、人柄で採用の是非
≪次ページに続く≫
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を判断して欲しい」というのが VACS 社の

考えだ。

　一方、VACS 社自身の特徴は、「圧倒的」

と自負する人材プールを有していること。ア

セアン留学生の総数は２万人程度とされる

が、VACS の人材プールに登録されている

人数は 2000 人以上。その中には既に帰国済

みの元留学生も含まれているものの、およ

そ 10％程度の留学生をキープしている計算

だ。実際これまでも他の大手人材紹介会社と

共同でイベントを開催する際、学生を VACS
が単独で集めるなどの実績を残しており、留

学生を集める能力は業界でも一目おかれてい

るという。今後の課題は、より日本企業から

の認知度を高めること。2014 年に設立した

直後に比べれば問い合わせは増えてきている

ものの、更に信頼を獲得することで、学生と

企業のマッチング件数を増加させていく考え

だ。今年については「少なくとも 100 人」

はマッチングさせていきたいとのこと。

　集め方など、2000 人の人材プールの詳細

は企業秘密だが、内訳でみると、圧倒的にベ

トナム留学生が多いという。これは日本政府

が掲げる 2020 年までの「留学生 30 万人計

画」を受け、急速にベトナムからの留学生誘

致が進んでいるためだ。ベトナムは日系企業

の進出が進んでいることから高校で日本語

コースがあるなど、日本語学習の環境が整っ

ており、親日ムードも強いことから、日本行

きを望む留学生が多いという。その他の国で

はインドネシアやミャンマーが多く、続いて

タイとマレーシアが同程度とのこと。

　ただ、留学生らは必ずしも日本企業への就

職を前提に来日しているわけではないとい

う。「ご飯がおいしい、アニメが面白い、も

のづくりが凄い」といった漠然としたイメー

ジや、観光、あるいは単純に勉強のために留

学することが多く、日本に来て初めて就職

の機会に気づくケースも多い。この状況を

VACS 社では「日本留学の魅力が伝わって

いない」と捉えている。何故ならば、日本に

おける留学生の就職のしやすさは先進国の中

で珍しい特徴であり、本来もっとアピールさ

れるべき利点だからだ。アセアン留学生に人

気が高いアメリカやオーストラリアは日本以

上に留学費用がかかる上、よほど飛びぬけた

能力を持っていない限り就労ビザ取得は難し

い。そのため、比較的容易に就労が可能な日

本は本来非常に魅力的な留学先であり、企業

も積極的に優秀な人材を採用するチャンスに

恵まれているという。

　VACS 社はこのほど、新サービス「ASEAN 
CAREER」を打ち出した。これはアセアン

留学生らと、彼らの雇用を希望している企業

のみが登録されている求人情報サイト。この

サイトを利用することで、VACS 社の 2000

名の人材プールへのアクセスが可能になる。

同社の田上副社長は、「アセアン留学生に特

化したデータベースならどこにも負けないと

自負しており、欲しい人材が見つかるはず

だ」と説明し、同サービスによって、より日

本企業とアセアン留学生らのマッチングを進

めていきたいと語った。　　　　　　　 (G)
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日本がアジアに 13 兆円支援
　安倍晋三首相は 21日、東京都内で講演し、

アジアで良質なインフラの整備を促進するた

め官民の資金を総動員する構想を正式発表し

た。日本とアジア開発銀行（ADB）による

支援額を現在より 30％増やし、今後５年間

で 1100億ドル（約 13.3兆円）にする。民間

資金を呼び込むための官民連携の強化や、将

来の ADB の増資を支持する姿勢も打ち出し

た。安倍首相は「多様な資金を呼び込み、ア

ジアを変えていきたい」と訴え、「アジアに

『安かろう悪かろう』はいらない」と述べ

た。中国が主導するアジアインフラ投資銀行

（AIIB）が注目を集める中、政府は「AIIB
への対抗ではない」（財務省幹部）と強調す

るが、資金支援だけでなく人材育成や技術移

転も手掛ける日本流の「質の高いインフラ投

資」の普及で差別化する狙いもありそうだ。

　　　　　　　　　　　　( この項時事　M)

米輸出 200 万トン
　ミャンマーの今年度

（2015年４月～ 2015年３月）のコメ輸出量

が約 200 万トンに達成する見込みだ。中国

やアフリカ、ヨーロッパの需要が増加してい

ることが背景。これまでは 2012 年度 140 万

トン、2013 年度が 120 万トン、2014 年度が

180万トンとなっていた。特に中国は需要増

加が目立っており、輸出業者らは中国に対し

て陸路で毎日 4000 トンのコメを輸出してい

るという。また、このままのペースであれば、

ミャンマーは数年以内にコメ輸出量で世界３

位以内に食い込むと見られている。その他ト

ウモロコシや果物、ゴマ、豆類の輸出も増加

していることから農産物輸出は重要な外貨収

入源となっており、2014 年度には輸出額は

27 億ドルに達した。（20 日付ニューライト

オブミャンマー）

上場条件などを近々発表へ
　ミャンマー証券取引委員会によれば、同国

証券市場への上場条件と、上場手続きを行う

資格を持つ証券会社が近々発表される。１月

に同委員会は、株式市場に関わる証券会社や

ディーラーなどに必要とされる資本金を発表

しており、先月には合計 57 社から証券市場

関連サービス提供への申し込みがあったこと

を、証券取引委員会の委員長を兼任するマウ

ンマウン財務副大臣が明らかにしていた。引

ミャンマー

東日本銀行

当行はお客様の海外関連ニーズに対し、

各種情報の提供や資金需要への対応等幅広く

海外展開を支援致します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

≪次ページに続く≫
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受会社などは、外資との合弁事業を設立する

ことも認められている。ヤンゴン証券取引所

は 10月に開設される見込みで、略称は YEX
とされる予定。（18日付グローバルニューラ

イトオブミャンマー）　　　　  　　　　 (G)

５～６％成長へ
　フィリピン中央銀行は

20 日、2015 年の経済成長率見通しを前年比

５～６％増と発表した。ギニグンド副総裁は

見通しについて、海外就労者による送金が経

済成長を牽引するとした。14 年の送金額は

前年比 5.8％増の 243 億 1000 万ドルと、政

府見通しの同 5.0％増を上回っている。（20

日付 ABC―CBN）

国際収支見通しを上方修正へ
　フィリピン中央銀行は 19 日、４月末の国

際収支が３億 8000 万ドルの黒字だったと発

表した。同月は 1900 万ドルの赤字だった。

中銀では、15 年の国際収支黒字額が当初予

測の 10 億ドルを大幅に上回るとの見通しを

示した。アマンド中銀総裁は、原油価格安や

海外送金額拡大、証券投資に加え、直接投資

による資金流入も上昇していることから、大

幅な上方修正が必要だとした。14 年末の国

際収支は 28億 7900万ドルの赤字を計上し、

13 年末の 50 億 8500 万ドルの黒字から転落

した。（20日付フィルスター）　　　　　 (X)

海外からの送金は一層増加へ
　海外のフィリピン労働者数増加に伴い、同

国への海外送金額が今後数カ月、一層増加し

そうだ。先週発表された３月の送金額伸び率

が前年比 11.3％増と、2009年以来最高となっ

たことも、この傾向を裏付けている。１月や

２月分では減速感も見られたものの、英国の

バークレイズ銀行によれば、それらはユー

ロ安に伴い、ドル建てでみたユーロ圏からの

送金が減少したことが大きいという。今年１

～３月における送金額の合計は前年同期比

5.5％増の 58億ドルとなっている。（18日付

インクワイラー）　　　　　　　　　　   (G)

7.5％成長が目標
　ラオス政府はこのほ

ど、来年度（15 年 10 月～ 16 年９月）の経

済成長率目標を前年度比 7.5％増とする社会

経済開発計画草案を閣議決定した。成長率

が目標に達すれば、１人当たり GDP 成長率

は 2092 ドル（1670 万キープ）となる見込

み。同草案によると、目標達成には総額 34

兆 4550億キープ（GDP 比 29.8％）が必要。

国家予算を３兆 8000 億～４兆キープ、海外

からの資金協力を５兆 6000 億キープ、国内

外投資家による投資額を 18 兆 1870 億キー

プ、国内銀行融資額を６兆 7000 億キープと

それぞれ想定している。また、各セクターの

成長率目標を農業が 3.1％増（GDP 構成比

22.7％）、工業が 8.7％増（同 29.5％）、サー

ビス業が９％増（同 39.4％）。

歳入が予想以上
　タイ財務省財政政策局

（FPO）は 18 日、今年度７カ月間（14 年

10 月～ 15 年４月）の歳入が予想を 155 億

バーツ上回る１兆 1400 億バーツとなったと

発表した。前年同期比では 6.2％増。歳入の

内訳は、国営企業収益（発電公社、石油公

社、政府貯蓄銀行、電話公社、高速道路公

社など）が予想を 250 億バーツ上回る 1007

億 7000 万バーツとなった一方、歳入局（税

収）は 8279億 3000万バーツ、関税局は 685

億 1000 万バーツで予想を下回った。国営企

業の収益が、貿易額減少や景気低迷による法

人税収低下、付加価値税収（消費税）低下な

どによる税収減を相殺した形となっている。

（18日付バンコクポスト）

１～３月ＧＤＰは 3.0％増
　タイ経済社会開発庁（NESDB）は 18日、

15 年１～３月期の GDP 成長率は前年同期

タ　イ

ラオス

フィリピン
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比 3.0％増だったと発表した。14年 10～ 12

月の成長率（前年同月比 2.1％増）から加速

し、前期比では 0.3％増となっている。民間

消費支出が前期 2.1％増から 2.4％増に上昇

したほか、投資も前期 3.2％増から 10.7％増

に急伸して成長要因となった。一方、前期の

3.6％増から 2.5％増に減速した政府支出や

1.0％減となった輸出などが成長を押し下げ

る要因となった。　　　　　　　　　　　(X)

日本との鉄道整備が承認へ
　タイのプラジン運輸相は 20 日、記者団に

対し、政府が来週、日本の協力で進める鉄道

整備の事業費 120億ドル（約１兆 4400億円）

を承認すると明らかにした。プラジン氏は、

今回の鉄道整備事業について、インフラや雇

用、運輸、観光に力を入れ、減速している景

気を回復させることを目的とした、８年間で

560億ドル超に上る投資計画の一環だと説明

した。その上で、「来週（日本との）協力覚

書を内閣に提出する」と指摘。「承認されれ

ば 27 日に日本に赴き、覚書に署名する」と

語った。鉄道は首都バンコクと北部チェンマ

イの間、約 670 キロを結ぶ計画。プラジン

氏によれば、早ければ 2016 年第２四半期に

も着工するという。さらに、タイと中国を結

ぶ約 90 億ドル規模の鉄道整備についても、

15 年第４四半期に着工する見通しだと述べ

た。　　　　　　　　　　( この項時事　M)

成長率目標下げ
　インドネシアのバンバ

ン財務相は 20日、2016年度国家予算案では

経済成長率目標を当初より引き下げると発表

した。今年４月末の予算会議で政府は、16

年の経済成長率目標を 6.4 ～ 6.6％増に設定

していたが、5.8 ～ 6.2％増に引き下げる。

また、インフレ率見通しは当初見通しと同水

準の 4.0％増とする。また同相は、投資活動、

特にインフラ投資が経済成長をけん引するだ

ろうとした。（20日付ジャカルタグローブ）

15 年の経常赤字はＧＤＰ比 2.8％
　インドネシア中央銀行は 19日、2015年通

年の経常赤字が GDP 比 2.8％になるとの見

通しを示した。先日発表された１～３月の

経常赤字が GDP 比 1.8％に縮小したことを

受け、中銀は通年でも楽観視しているもよ

う。アグス総裁は「今年第２、第３四半期は

第１四半期よりも経常赤字は膨れるだろう

が、通年では GDP 比 2.8％以内に留まるだ

ろう」と見解を述べている。（20日付ジャカ

ルタポスト）

政策金利を据え置き
　インドネシア中央銀行は 19 日、政策金

利 7.50％、翌日物預金ファシリティー金利

5.50％、貸出ファシリティー金利 8.00％のそ

れぞれ据え置きを発表した。中銀は、15 ～

16 年のインフレや経常収支目標を維持する

ためには、引き続き引き締めが必要だと判

断。一方で、住宅ローンや自動車ローンなど

に関する頭金比率規制見直しといった緩和的

措置を講じる意向を示した。また、インフレ

および経常赤字の抑制だけなく、景気刺激策

なども含めて引き続き政府と協力していく方

針だと見解を示している。

４月の自動車販売が 24％減
　インドネシア自動車製造業者協会（ガイキ

ンド）は 15 日、４月の国内自動車販売台数

は前年同月比 23.6％減（前期比 17.9％減）

の８万 1600 台だったと発表した。販売台数

はこれで８カ月連続の前年比割れとなり、

2009年９月以来の落ち込みとなった。　 (X)

卸売販売指数が下落
　シンガポール統計局は

20 日、2015 年１～３月期の国内向け卸売販

売指数は前年同期比 25.8％下落したと発表

した。石油や化学品の下落が全体を押し下げ

た。石油を除いた指数は 12.6％の下落で、

シンガポール

インドネシア
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約３１４億リンギに増加する見通し。　　(X)

自動車販売が前年比 23％減
　マレーシア自動車協会（MAA）によると、

４月の自動車販売台数は４万 5187 台で前年

同月比 23％減少した。同月から物品サービ

ス税（GST）が導入されたことがマイナス

に影響した。内訳は、乗用車が４万 902 台

で 22％減、商用車が 4285台で 31％減。一方、

同月の生産台数は６万 1634 台で７％増。う

ち乗用車が５万 6745台、商用車が 4889台。

５月の見通しは、消費者心理の改善や業者が

料金体系を改めることで、前月から緩やかに

改善するとしている。（19日付ベルナマ通信）

ガソリン輸入額減
　ベトナム税関総局の

データによると、2015 年１～４月のガソリ

ン輸入量は 358 万トンで前年同期比 22.5％
増加した。一方で金額ベースでは、単価が４

割あまり下落したことから 28％のマイナス

となった。ガソリンの輸入は東南アジアから

のものが拡大中。１～４月ではシンガポール

からが 174 万トンで 83％増加したほか、タ

イは 37万 5000トンで 2.8倍に伸びた。域内

からの輸入関税が引き下げられたことが主な

理由。このほか、中国からが 57 万 2000 ト

ンで９％増、台湾が 49 万 9000 トンで 15％

減などだった。（20日付トイチェー）　

米国向け履物輸出が増加
　ベトナム製靴協会によると、米国向けの履

物輸出が拡大している。コスト高となった中

国から生産シフトしていることが主な要因

で、受注増加により生産体制が追いつかない

業者もあるという。ベトナムの履物輸出は、

１～４月が 35 億 3000 万米ドルで前年同期

比 19.9％増加。このうち米国向けは、28.8％
増の 12 億 3000 万米ドルで、それまで最大

市場だった欧州連合（EU）を抜いてトップ

となった。（18日付トイチェー）　　　　(M)

価格変動の調整後の指数は 5.4％の上昇。ま

た、季節調整済み前期比ベースでみると、全

体では 16.1％減、石油を除くと 5.2％減、価

格変動調整後は 0.4％減だった。一方で、１

～３月期の海外向けの卸売販売指数は、前期

比で 11.9％下落。石油を除くと 5.8％減、価

格変動調整後は 2.3％増となった。（21 日付

チャンネルニュースアジア）

４月の非石油輸出は 2.2％増
　シンガポール国際企業庁（IE シンガポー

ル）は18日、４月の非石油地場輸出（NODX）

は前年同月比 2.2％増加したと発表した。

ロイター通信によるエコノミスト調査では

4.2％のマイナスが予想されていたが、非電

子製品が 4.7％伸びて電子製品の 3.8％の落

ち込みを補った。非電子製品は造船やエンジ

ン・モーター、医薬品がけん引した。一方で

主要輸出先では、韓国が 30.6％増、EU28カ

国が 11.4％増となったほかは、日本やタイ、

香港、インドネシア、マレーシア、中国、米

国、台湾向けがいずれもマイナスとなった。

なお、４月の輸出額は、季節調整済み前月比

ベースでは 8.7％のマイナス。好調だった３

月から反動減となったかたち。（18日付スト

レーツタイムズ）  　　　　　　　　　　 (M)

５～６％成長へ
　マレーシアのナジブ首

相兼財務相は 21 日、新５カ年計画の国会提

出にあたり、2016 ～ 2020 年の実質 GDP 成

長率目標を年率５～６％増、１人当たり国民

所得（GNI）を年率 7.9％増にそれぞれ設定

したと発表。新５カ年計画では、2020 年ま

でに先進国入りを果たし、東南アジア諸国を

リードする存在になることを目的としてい

る。１人当たり GNI 目標は、2020年までに

５万 4100 リンギット（１万 5690 ドル）、世

帯所得は月１万 540 リンギット（2014 年時

点では 6141 リンギット）に設定した。物品

サービス税導入により、今後５年間の歳入は

ベトナム

マレーシア
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林
の
中
に
残
さ
れ
た
旧
泰
緬
鉄
道
博
物
館
の
展
示
品

　モン州タンビュザヤ。かつて泰緬鉄道の終

着駅が置かれていたこの街で、博物館の建設

工事が進められている。線路跡の周辺の敷地

に、泰緬鉄道の歴史を伝える博物館を建設し、

それに加えてホテル、レストラン、各種店舗

などを集めた複合施設を整備しようというも

のだ。敷地の総面積は約 6.6 エーカー。2.5
エーカーを博物館に、残りをホテル・商業施

設に割り当てる。

　工事が始まったのは昨年のこと。モン州政

府が事業を主導し、民間企業との協働で進め

られている。建設工事の施工を担当している

のは、モン民族の会社として知られるタラム

ン社。今年９月の完成をめざし、４月末時点

で約 15％が完了したと報道されている。

　旧日本軍によって建設された泰緬鉄道は、

ミャンマー国内でも悲惨な歴史として、根強

く記憶されている。1942～ 43年にかけての

建設工事で、連合軍捕虜のほか、ミャンマー

からも多数の労務者が動員され、過酷な作業

により数万人規模とも言われる膨大な犠牲を

出した。「チュエタッ（汗の兵隊）」として動

員された人々の体験は、作家リンヨン・ティッ

ルウィンの著作を通じて、広く知られている。

ミャンマー語で、泰緬鉄道は「テーミン・タ

マン・ミーヤター」と呼ぶ。直訳すれば、「死

に神の使いの鉄道」だ。

　タンビュザヤの泰緬鉄道博物館は、かつて

一時期、存在していたことがある。旧線路の

末端部分周辺に建設されていたもので、実物

の機関車を置き、その傍らには、往時の建設

工事の情景を再現するための像が配されてい

た。しかし、モン州内の政情不安等が原因で

打ち捨てられ、廃墟となって林の中に長らく

放置されていた。

　しかし、2012 年以降になって開発の機運

が高まった。博物館の再建だけでなく、泰緬

鉄道そのものを復活させようとするプロジェ

クトも公表された。今回施工を担当してい

るタラムン社は、2013 年頃にも博物館の再

建を目指し活動していた実績がある。しかし、

用地取得や収蔵品の収集に難航したことから

挫折。その後、モン州政府が計画を主導する

ようになり、入札方式で民間の施工業者を

募ったことで、再建事業が軌道に乗った。

　重い記憶を扱う施設であるにもかかわらず、

国営紙等の関連報道では、観光資源としての

有望性ばかりが強調されている。モデルとし

て引き合いに出されるのは、タイのカンチャ

ナブリー。タイのように、泰緬鉄道を国際的

な観光資源に活用できるはず、というわけだ。

この５月にも、モン州の関係者一同がカン

チャナブリーの博物館へ視察に赴くという。

　ミャンマーは、一般的には親日国と理解さ

れている。しかし、戦時中の過酷な体験を理

由に、日本に対する厳しい見方をする人々も

確かに存在する。間もなく完成する泰緬鉄道

博物館において、歴史への評価がどのように

行われるか。また、完成後にどのような影響

が現れるか。現段階では観光開発を最優先し

ているように見受けられるものの、謙虚に注

視し続ける必要があるだろう。

　　　　　　　　上智大学大学院　石川和雅

再建工事が進む泰緬鉄道博物館
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人民党によるメディア　

　　支配に変化の兆し
　カンボジアでは複数政党制が導入された

1990 年代以降も、テレビやラジオといった

メディアは与党・人民党の強い影響下に置か

れ、野党によるアクセスは実質的に制限され

てきた。しかし最近、こうした状況に変化が

生じつつある。野党・救国党のサム・ランシー

党首は４月 19 日、同党と連携するテレビ局

が年末までに放送を開始すると発表した。こ

れが実現すれば、カンボジアで初の野党系テ

レビ局の誕生となる。本稿では、人民党によ

るメディア支配の状況と近年の変化について

紹介したい。

人民党によるメディア支配

　ジャーナリストによる NGO「国境なき記

者団」が発行する「世界報道自由ランキング」

（2015年版）によれば、カンボジアの報道の

自由度は 180カ国中 139位である。ASEAN
内に限ってみれば、ブルネイ（121 位）、タ

イ（134 位）、インドネシア（138 位）に次

ぐ位置にあり、カンボジアは相対的に自由度

が高いといえる。実際に同国では、汚職や縁

故主義、経済開発に伴い急増する土地紛争な

どを取り上げ、政府・与党の対応を批判する

ジャーナリストは多い。

　しかし、こうしたジャーナリストが政府・

与党幹部に対する名誉毀損で告訴され、有罪

判決を受けることも珍しくない。また、テレ

ビ局やラジオ局の大半は人民党の直接的ある

いは間接的な影響下にあるため、政府・与党

批判を展開できる空間は限定的である。

　他方、新聞はその多くが人民党系である一

方で、野党系の新聞や外国資本の外国語紙も

複数存在する。しかし、15 歳以上の識字率

は 77.6%（2008 年国勢調査）にすぎないこ

とに加え、新聞の流通範囲は首都と各州都周

辺に限られているため、新聞の影響力は大き

いとはいえない。

　このような状況から、カンボジアでは選挙

のたびに人民党によるメディアの支配が、野

党や国内外の選挙監視団体によって問題視さ

れてきた。直近の 2013 年総選挙においても、

国営テレビ・ラジオで放送される各党の政見

放送を例外として、各放送局は人民党に偏向

した放送を続けた。

ソーシャル・メディアの台頭

　しかし 2013 年総選挙では、メディアをと

りまく環境に重要な変化がみられた。フェイ

スブックをはじめとるソーシャル・メディア

の台頭である。郵便・通信省によれば、2012

年 12 月時点におけるカンボジアのインター

ネット利用者数は約 270 万人であり、人口

普及率は 2008 年の約 0.5% から約 18.6% に

まで急増した。

　人民党がテレビやラジオを支配するなか、

人々がフェイスブックなどを通じて多角的か

つ客観的な情報にアクセスし、さらにそれら

を拡散できるようになったことは大きな変化

である。経済開発に伴う不当な土地収奪や人

権侵害、汚職、自然資源の収奪など、人民党

にとって不都合な情報が拡散され、非イン

ターネット利用者にも口伝てに広がっていっ

た。こうした情報・言論空間の拡大は、結果

的に救国党の躍進（＝ 123 議席中 55 議席を

獲得）を後押ししたのである。

　救国党はソーシャル・メディアを積極的に

活用してその主張や活動を発信したり、すで

にインターネット上で独自の番組を放送した

りしている。これに加えて救国党系のテレビ

局が放送を開始すれば、情報・言論空間のさ

らなる拡大が見込まれる。こうした変化は、

2017年の地方選挙と 2018年の総選挙に大き

な影響を与えるものと思われる。

山田 裕史

上智大学アジア文化研究所客員所員
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　ミャンマー連邦共和国にこのところ日本企

業の進出表明が相次いでいる。双日グループ

は現地の食品・生活消費財卸売会社プレミア

ム・ディストリビューション社との共同出資

により物流サービス会社を設立。三菱商事は

国際協力 NGO とともに農村支援に乗り出す

と発表した。また、クボタは最大都市ヤン

ゴン近傍のティラワ経済特区で産業廃棄物

の最終処分場を今年 10 月に稼働させると表

明。急速な経済発展に伴い工業系廃棄物が増

大することが見込まれており、廃棄物の適正

処理に対するニーズに応えるとしている。そ

のほか、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀

行がこのほどヤンゴン支店を開設している。

JETRO（日本貿易振興機構）によると、「安

価な労働力や勤勉な国民性を背景に、日系企

業の進出がここ数年で急増している」という。

　岩谷産業もこのほどティラワ工業団地に進

出を決めた。酸素・窒素・アルゴンなど工業

用ガスと産業資機材、LP ガス関連事業を立

ち上げるための用地を確保。工業ガス製造の

ための空気分離装置 (ASU) を建設し、同工

業団地内および近隣の工業団地を対象に工業

ガスの供給を行うという。工業ガス供給に関

わるインフラ事業や溶材関連事業、LP ガス

関連事業についても同様に展開を図る考えで、

2018年の操業開始を目指している。

　同社では、「高い経済成長を維持し豊富な

資源を有する同国は『アジア最後のフロン

ティア』として世界各国から注目されている。

ティラワ経済特区は日本政府からの円借款を

ミャンマーに日系企業が続々進出
『アジア最後のフロンティア』に脚光

受けてインフラ整備が行われる。豊富な労働

力と市場へのアクセスの良さが利点で、同国

政府は優先的かつ早期に開発を推進する意向

を表明している」と意義を説明している。

　ミャンマーは 1997 年にアセアンに加盟し

た。人口は約 5200万人。2011年 3月に現テ

イン・セイン大統領の新政権が誕生してから

民主化への歩みが加速した。2012 年の実質

GDP 成長率は 7.3%、2013 年には 8.3% と

安定した成長を継続している。

　エネルギー事情だが、国内で石油・天然ガ

スを生産している。石油は国内需要を満たす

ほどの生産量がなくネットで輸入国となって

いるが、東南アジア屈指のポテンシャルを誇

る天然ガスは純輸出国の地位を確立している。

　天然ガスは、国境を接するタイに 1999 年

からパイプラインで供給を開始している。タ

イ国営石油会社は購入量を増やすべく同国で

の上流開発に取り組んでおり、2020 年まで

に 33 億ドルを投資すると表明している。ま

た、隣接する中国にも 2013 年から輸出を始

めている。同国の天然ガスは周辺地域の中東

依存度を引き下げ、地域のエネルギーセキュ

リティ向上に貢献する格好となっている。

　電力は大半を水力発電に依存している。た

だ、設備の老朽化などで電力供給が十分に行

き渡っていない。IEA（国際エネルギー機関）

は、人口のおよそ半分に電気が行き渡ってい

ないと指摘している。今後は老朽化インフラ

の再整備や、天然ガス火力発電、石炭発電へ

の投資が必要になると見られている。 (M.T)
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株価

国・地域 5月22日
前日末比
変化率％

年初来
変化率％

中国

香港

台湾

韓国

ベトナム

タイ

マレーシア

シンガポール

インドネシア

フィリピン

インド

為替（対米ドル）

国・地域
(19:30現在)

前日末比
変化率％

年初来
変化率％

中国（人民元）

香港（香港ドル）

台湾（台湾ドル）

韓国（ウォン）

ベトナム（ドン）

タイ（バーツ）

マレーシア（リンギット）

シンガポール（Sドル）

インドネシア（ルピア）

フィリピン（ペソ）

インド（ルピー）

長期国債利回り

国・地域
終値

前日末比
変化率％

中国

香港

台湾

韓国

タイ

マレーシア

シンガポール

インドネシア

インド

◆ アジア各国の株・為替・長期債利回り ◆

　「
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マレーシア株が約２カ月ぶり安値
　前週末のアセアン株式は、高安まちまち。

マレーシア KLCI 指数は続落し、約２カ月

ぶり安値。社会福祉を優先する新５カ年計画

が引き続き嫌気されているほか、国営石油会

社ペトロナスの第１四半期業績悪化が指数を

大幅に引き下げた。タイ SET 指数は反落。

前日の高速鉄道計画具体案発表による建設や

不動産など内需関連株へ買い相場が続き、約

３週間半ぶり高値を付けたが、過熱感から

利益確定の売りが出た。一方、ベトナム VN
指数は４日続伸し、約２週間ぶり高値を付け

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　(X)

ドンは最安値更新を継続

　前週のアセアン通貨は対ドルで全面安の展

開となった。日本時間 19 日に発表された４

月の米住宅指標が市場予想を大きく上回った

ことや、ドイツ国債利回りの上昇一服を受け

てドル高が進展したことが背景。ただ、20

日発表された４月分の米 FOMC 議事録がハ

ト派寄りと受け止められると、ドルは対主要

通貨でやや調整し、アジア通貨の対ドル下落

幅も縮小した。今後については、引き続き米

経済指標が注目されている。個別通貨では

前々週に続いてベトナムドンが最安値を連日

で更新し、21日には１ドル＝２万 1823ドン

まで売られた。                    　　　　　　(G)

◎ 先週の ASEAN 市場 ◎

■ 今週の予定 ■

【25 日】▽シンガポール・４月の消費者物価

【26 日】▽ＮＺ・４月の貿易収支▽シンガポー

ル・１～３月の GDP、４月の鉱工業生産▽

フィリピン・３月の貿易収支【28 日】▽豪

州・１～３月の民間設備投資▽フィリピン・

１～３月の GDP【29 日】▽シンガポール・

４月のマネーサプライ▽タイ・４月の貿易収

支、４月の経常収支▽シンガポール・アジア

安全保障会議（31日まで）――など
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中国 香港 台湾 韓国 インド 豪州

ＧＤＰ成長率(,％)

鉱工業生産伸び率(％)
6.2(4月)
6.4(3月)

▼3.7(4Q)
▼1.7(3Q)

6.49(3月)
2.72(2月)

▼0.1(3月)
▼5.0(2月)

2.1(3月)
4.9(2月)

消費者物価上昇率(％)
1.5(4月)
1.4(3月)

2.8(4月)
4.5(3月)

▼0.80(4月)
▼0.61(3月)

0.4(4月)
0.4(3月)

4.87(4月)
5.25(3月)

卸売物価（生産者物価）
上昇率(％)

▼4.6(4月)
▼4.6(3月)

▼1.2(4Q) ▼9.15(4月)
▼8.75(3月)

▼3.6(4月）
▼3.7(3月）

▼2.65(4月)
▼2.33(3月)

失業率(％)
〈都市部〉

3.2(4月)
3.3(3月)

3.75(4月)
3.75(3月)

3.7(3月)
3.9(2月)

6.2(4月)
6.1(3月)

経常収支(billion USD)
10.39(3月)
6.44(2月)

▼8.2(4Q)
▼10.10(3Q)

▼9.6billion

▼12.1 billion

貿易・サービス収支
　　　　　　(billion USD)

10.24(3月)
5.26(2月)

▼2.43 billion

▼3.90billion

資本・金融収支
　　　　　　(billion USD)

▼9.0(3Q)
▼16.2(2Q)

▼44.81 billion

▼69.03 billion

▼0.03(1Q)
▼0.03(4Q)

▼18.84(1Q)
▼18.17(4Q)

▼11.03(3月)
▼5.54(2月)

政策金利(％)

マネーサプライ(％)
10.1(4月)
11.6(3月)

15.2(3月)
6.4(2月)

6.57(3月)
6.51(2月)

8.4(1月）
8.2(12月）

7.88(2月)
7.28(1月)

外貨準備高(billion USD)
3730.0(３月)
3843.0(12月)

343.2(4月)
332.2(3月)

418.17(4月)
414.69(3月)

369.90(4月)
362.75(3月)

45.57(4月)
48.38(3月)

タイ マレーシア シンガポール インドネシア フィリピン ベトナム

ＧＤＰ成長率(％)

鉱工業生産伸び率(％)
▼1.80(3月)
3.02(2月)

6.9(3月)
5.2(2月)

▼5.5(3月)
▼3.3(2月)

9.5(4月)
9.1(3月)

消費者物価上昇率(％)
▼1.04(4月)
▼0.57(3月)

1.8(4月)
0.9(3月)

▼0.3(3月)
▼0.3(2月)

6.79(4月)
6.38(3月)

2.2(4月)
2.4(3月)

0.99(4月)
0.93(3月)

卸売物価（生産者物価）
上昇率(％)

0.00(3月)
▼0.59(2月)

▼4.1(12月)
▼0.4(11月)

失業率(％)
0.56(12月)
0.55(11月)

6.6(1月)
6.0(10月)

経常収支(billion USD)
2.22(3月)
3.51(2月)

▼3.85(1Q)
▼5.67(4Q)

貿易・サービス収支
　　　　　　(billion USD)

3.47(3月)
2.57(2月)

▼0.42(4Q)
▼1.04(3Q)

▼2.73(4Q)
▼3.44(3Q)

資本・金融収支
　　　　　　(billion USD)

▼0.99(2月)
▼2.82(1月)

▼29.67 billion

▼24.69 billion

▼15.01 billion

▼15.93 billion ▼0.40(3Q)

政策金利(％)

マネーサプライ(％)
5.54(2月）
5.05(1月）

7.9(3月)
6.9(2月)

3.9(3月)
3.3(2月)

16.0(3月)
15.8(2月)

23.72(6月)
29.38(5月)

外貨準備高(billion USD)
251.92(4月)
249.45(3月)

110.87(4月)
111.55(3月)

80.8(4月)
80.5(3月)

アジア各国主要経済指標

ＧＤＰ成長率、鉱工業生産伸び率、消費者物価上昇率、卸売物価（生産者物価）上昇率、失業率は前年比
数値は前週金曜日の午後５時現在
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金融ファクシミリ新聞社

外国情報部

著作権違反の転送コピー禁止

©金融ファクシミリ新聞社

中国 香港 台湾 韓国 インド 豪州

ＧＤＰ成長率

鉱工業生産伸び率 6/11 14:30(5月) 6/24 17:00(5月) 6/30 08:00(5月） 6/12 21:00(4月)

消費者物価上昇率 6/9 10:30(5月) 6/22 17:30(5月) 6/5 9:30(5月) 6/2 08:00(5月） 6/12 21:00(5月)

卸売物価（生産者物価）
上昇率

6/9 10:30(5月) 6/5 9:30(5月) 6/19 06:00 (5月) 6/15 15:30(5月)

失業率 6/18 17:30(5月) 6/22 9:30 (5月) 6/10 08:00 (5月) 6/11 10:30(5月)

経常収支 6/2 8:00 (4月)

貿易収支 　6/8 (5月) 6/25 17:30(5月） 6/8 17:00(5月) 6/2 8:00 (4月) 6/4 10:30(4月)

政策金利決定会合日 6月25日 6月11日 6月2日 14:30 6月2日 13:30

マネーサプライ
6/10-15 (5月) 6/30* (5月)

6/25 17:20(5月)

外貨準備高 7/10-15* (6月) 6/5*(5月) 6/5 17:20 （5月） 6/3 06:00 (5 月) 6/5 15:30 (5月）

タイ マレーシア シンガポール インドネシア フィリピン ベトナム

ＧＤＰ成長率

鉱工業生産伸び率 6/26-30(5月) 6/11 13:00 (4月) 6/26 14:00(5月) 6/25-30 (6月）

消費者物価上昇率 6/1 *(5月) 6/17 13:00(5月) 6/23 14:00 (5月) 6/1 13:00 (5月) 6/5 10:00 (5月） 6/24 (6月)

卸売物価（生産者物価）
上昇率

失業率 6/9 10:00 （4月）

経常収支 6/30 16:30(5月) 6/19*（5月）

貿易収支 6/30 16:30(5月) 6/5 13:00 (4月） 6/15 13:00 (5月) 6/25 10:00 （4月） 6/25-30 (6月）

政策金利決定会合日 6月10日 16:30 7月9日 19:00 6月18日 6月25日 17:00

マネーサプライ 6/30 19:00(5月)
6/30 11:00 (5月) 6/26 * (5月) 6/30 * (5月)

外貨準備高 6/8 18:00 (5月) 6/3-9 * (5月) 6/5 * (5月)

各国主要経済指標　発表日リスト(アジア）


