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域内学生の日系採用を支援
合同で求人、有能な新卒獲得

日系企業の海外事業を担う「グローバル人材」の求人が増加していることを受け、東南アジアの大学生を
対象とした求職フェア開催や求職支援サービスが活発化している。採用コンサルティング事業のエナジャ
イズ（東京都新宿区）は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国の学生と日本企業との合同企業説明会を
来月開催。パソナグループもシンガポールの国立２大学で開催する合同就職フェアでの新卒採用を支援す
る。

　エナジャイズは、文部科学省の「キャンパスアジア事
業採択校」である大阪大学、クロスボーダー人材採用の
グローバル・ヒューマン・キャピタル（東京都千代田
区）との提携で「ＡＳＥＡＮキャリアフェア」を６月15
日にシンガポールで開催する。阪大の持つ東南アジアの
大学各校とのネットワークを活用し、卒業後の進路を模
索する大学側と、有能なアジア人材の採用ニーズが高ま
っている日本企業の双方の需要をくみ取る試みとなる。
　エナジャイズの尾崎太朗社長はＮＮＡに対し「ＡＳＥ
ＡＮ各国の大学から来た有能な学生を日本企業とマッ
チメーキングする画期的なイベントになる」と説明す
る。大阪大学が同校や日本国内のキャンパスアジア事業
参加大学を通じてＡＳＥＡＮ各国の大学に学生の参加
を呼び掛け、グローバル・ヒューマン・キャピタルとエ

ナジャイズで参加企業を募集している。
　これまでに200社以上の企業から問い合わせがあっ
たほか、すでにメガバンク３行をはじめ、三菱商事、Ｉ
ＨＩ、楽天など大手のほか、娯楽やサービス産業からも
参加に名乗りが上がっている。また学生側も「日本語能
力」などの条件をつけていないものの、文系６割、理系
４割で問い合わせがあるという。
　

独自募集できない企業を補佐
　
　パソナグループは、来年１、２月にシンガポール国立
大学（ＮＵＳ）と南洋工科大学（ＮＴＵ）で開催される
合同就職イベント「キャンパス・キャリアフェア2014」
への出展を希望する日本企業を対象にした支援サービ

2013年（平成25年）5月20日（月） The Daily NNAシンガポール＆ASEAN版【Singapore & ASEAN Edition】　第04493号［1］

【ASIA】www.nna.jp/　【EU】www.nna.eu/Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます



ラグビーのアジア５カ国対抗で、
フィリピンがＵＡＥを下しトッ
プ５に残留＝18日、マニラ（Ｎ
ＮＡ撮影）
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スを開始した。
　今年で２回目の実施となる。パソナグループの担当者
は「日系企業の中には、人材募集をかけたいけれどもマ
ンパワー的に困難という所も多い。大学との調整、学生
への告知のほか、イベント当日のサポートも行う」と説
明。また今年は研修プログラムを導入し、採用内定者へ
のビジネスマナー研修を実施するなど、教育にも力を入
れる。昨年子会社化した人材紹介・教育研修のキャプラ
ンの資産を活用して異文化コミュニケーションなどの
サービスメニューを提供できるという。現段階での参加
企業数は明らかにしていないが、昨年はイベント開始３
カ月ほどまえに募集をかけたところ、「すぐに応募枠が
埋まった」（同担当者）と話す。
　

企業の体制変革も
　
　両サービスに共通しているのは、日本企業の海外事業
拡大にあわせて東南アジア人材の採用に対する意識の
高まりに応えることだ。
　エナジャイズの尾崎社長は「これまで海外人材と言え
ば、まず海外在住経験のある日本人、続いて日本留学経
験のある外国人が対象だった。昨今は『広く有能な人材
を探す』という観点から海外の有能な新卒を採用し、企
業の幹部候補や現地責任者を目指して育成するという
動きが高まっている」と話す。パソナの担当者も「かつ
ては即戦力となる人材を採用して、海外拠点の責任者に
するなどの動きが多かった。最近では長期戦略に基づい
て海外から管理職向けの人材を採用、育成して、将来を
担ってもらうことを意識している会社も増えている」と

語った。
　　

　ただ、実現に向け
ての障壁はまだ高
い。尾崎社長は「海
外人材について、旧
来の日本人採用の
延長としてとらえ
ている企業もまだ
多い。意識だけでは
なく、企業側のマネ
ジメント研修や教
育体制などが大事
になってくる」と指
摘。パソナは「コス
トをかけて育成し
ても、企業側がきち
んと管理できない
ようでは簡単に転

職されてしまう。こうしたリスクが高いことも説明し、
人事制度の設計などもコンサルティングしている。また
最近では日本国内での日本人中間管理職を対象にした
異文化コミュニケーションへの研修需要も高まってい
る」と指摘した。
　尾崎社長は「企業にとって、海外で戦える日本人社員
の育成と、海外の有能な人材獲得は、人事の両輪となっ
ており、この動きは今後さらに加速する」と話してい
る。
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【シンガポール－経済】

４月の輸出額１％減、前月から連続回復
　国際企業庁（ＩＥ）が17日発表した４月の貿易統計
で、輸出額（ＮＯＤＸ、石油と再輸出除く）は前年同月
比1.0％減の145億230万Ｓドル（約１兆1,840億円）
だった。減少幅が２カ月連続で縮まっている。前月比
（季節調整済み）は1.1％増で前月の0.8％増からわずか
に伸長した。
　ロイター通信がまとめたエコノミストの事前予想は、
前年同月比が1.9％減、前月比が2.6％増だった。
　輸出額全体の約３割を占める電子は、前年同月比
9.0％減の46 億9,780万Ｓドルと３カ月連続で減少し
たものの、減少幅は１桁まで回復している。パソコン部
品が37.5％減、ディスクメディアが35.5％減と落ち込
んだ一方で、集積回路（ＩＣ）部品が39.6％増と前月の
5.1％増から大幅に回復した。
　非電子は3.3％増の98億460万Ｓドルだった。前月の
2.3％増からさらに上昇した。ボラティリティ（変動率）
の高い製薬は前月の2.9％増から11.8％減とマイナス
成長に転落したものの、石油化学が19.3％増と２桁成長
となったほか、印刷物が2.3倍、航空機部品が28.0％増

だった。
　輸出先を国・地域別にみると、日本が前月の６位から
８位に低下。前年同月比8.3％減の９億290万Ｓドルに
とどまった。中国が首位に返り咲き6.2％増の17 億
9,320万Ｓドルとなり対日輸出額のほぼ２倍となってい
る。
　主要輸出先10カ国・地域中では半分が前年同月を上
回っている。　

【シンガポール－公益】

シーメンス、電力需要応答の実証試験
　エネルギー市場監督庁（ＥＭＡ）
は、独シーメンスと地場電力卸売り
ダイアモンド・エナジーの２社が電
力需給の安定化を目的としたデマン
ドレスポンス（需要応答）の試験プ
ロジェクトを実施すると発表した。
　従来の電力供給システムは、供給
側が需要に合わせて需給バランスを
調整している。これに対し需要応答
は、需要家側が電力供給量にあわせ
て電力消費を低減したり、他の需要
家に余剰電力を供給したりして消費
電力を調整する仕組みだ。18日付ビ

ジネス・タイムズによると、中部ポ
トンパシルにあるシーメンス・セン
ターで今年７～９月期から３年にわ
たり実証試験に取り組む。ＥＭＡは
2004年、電気の使い方を抑制する負
荷制御に協力した需要家に協力金な
どの報酬を支払うプログラムを導入
すると発表。シーメンス・センター
は同プロジェクトに参画する初の商
業ビルとなる。
　シーメンスは次世代電力計「スマ
ートメーター」などの関連設備・機
器を提供し、機器の稼働状況などを

調査する一方、ダイアモンド社は装
置の据え付けやエンジニアリング・
サービスを手掛ける。
　将来は実験結果を基に需要応答シ
ステムを商業化し、ビル所有者など
に提供したい考えだ。
　Ｓ・イスワラン首相府相（第２内
相・通産相兼任）は昨年10月、政府
の見解として初めて需要応答システ
ム導入の可能性に言及。同月にはＥ
ＭＡが同システムの規定策定に向け
て業界関係者から意見聴取してい
た。
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【シンガポール－資源】

豪トール、石油・ガス開発向け供給基地開所
　豪運輸大手トール・グループは、
東部チャンギ空港付近の物流拠点ロ
ヤン・オフショア・サプライ・ベー
ス内に設置したオフショア石油・ガ
ス開発機材の新供給基地の開所式を
実施した。
　投資額は３億Ｓドル（約246億円）。
18日付ストレーツ・タイムズなどに
よると、現地法人トール・オフショ
ア・ペトロリアム・サービシズ（Ｔ
ＯＰＳ）が５年前から既存の供給基
地の再開発を進めていた。新基地は
24時間体制で石油・ガス開発に使わ

れるオフショア支援船向けに物資や
掘削関連機器などを供給。全長
1,000メートル、水深８メートルの
係留施設を備え、一度に11隻以上の
船舶に対応できる。業界初という多
層型の最新高層倉庫も併設しており、
通常地上階に格納する重量が重い機
器を上層階でも保管できるという。
　開所式に出席したＳ・イスワラン
首相府相（第２内相・通産相兼任）
は「オフショア分野はシンガポール
経済を支える重要産業の一つ。11年
には国内総生産（ＧＤＰ）に占める

比率が1.6％だった」と指摘。世界
的には深海掘削市場の支出額が過去
５年の 1,000億米ドル（約 10 兆
2,400億円）から今後５年で２倍の
2,000億米ドルに拡大するとの予測
も出ており、特にアジア地域は成長
をけん引するとみられることから、
域内でオフショア支援船向け物資供
給や保守・修理サービスの需要取り
込みを図ることが重要だと説明し
た。

【シンガポール－公益】

政府系送電会社、豪子会社を中国社に売却
　送配電の政府系シンガポール・パ
ワー（シングパワー）は17日、オー
ストラリア子会社を中国の電力供給
最大手、国家電網に売却すると発表
した。
　売却額は明らかにしていないもの
の、ビジネス・タイムズ（電子版）
によると50億豪ドル（約4,990 億
円）に達する可能性もあるという。
　シングパワー子会社のシンガポー
ル・パワー・インターナショナル（Ｓ

ＰＩ）が、国家電網の全額出資子会
社、国家電網国際発展との間で、オ
ーストラリアのＳＰＩ（オーストラ
リア）アセッツの株式60％とＳＰＩ
オースネットの株式19.9％を売却
することで合意した。
　ＳＰＩアセッツの売却額は明らか
にしていないものの、ＳＰオースネ
ット株は8,240万豪ドルで売却する
と明らかにしている。ＳＰＩアセッ
ツはメルボルンで送電網を持つほか、

ガスパイプラインを３州に持つ。Ｓ
Ｐオースネットは、ビクトリア州で
送電網を保有している。
　ＳＰＩは引き続き、ＳＰＩアセッ
ツの株式40％と、ＳＰオースネット
の31.1％を保有する。
　シングパワーのウォン・キムイン
最高経営責任者（ＣＥＯ）は、国家
電網と協力することでオーストラリ
ア事業が「次の成長段階」に進むこ
とを期待すると述べている。

【シンガポール－運輸】

シンガポール航空通期決算、13％増益
　シンガポール航空（ＳIＡ）が16
日に発表した2013年３月期決算は、
純利益が前期比 12.8％増の３億
7,890万Ｓドル（約308億円）だっ
た。
　燃料価格の高騰や旅客数、貨物輸
送量が減少し営業利益が19.8％減
の２億2,920万Ｓドルと落ち込んだ
にもかかわらず、航空機や予備エン
ジンなどを転売したことにより、営
業外収益が増加した。連結売上高は

１％増の150億9,820万ドルとなっ
た。
　グループ別の営業利益は、ＳＩＡ
単体が3.3％増の１億8,700万Ｓド
ル。一方、短・中距離路線のシルク
エアーが7.6％減の9,700万Ｓドル。
航空機保守のＳＩＡエンジニアリン
グは1.5％減の１億2,800万Ｓドル
だったほか、貨物部門ＳＩＡカーゴ
は赤字額が前期の１億1,900万Ｓド
ルから１億6,700万Ｓドルに拡大し

た。
　１月～３月（第４四半期）の決算
は、純利益が6,830万Ｓドルの黒字
となり、前期の3,820万Ｓドルの赤
字から転換した。ＳＩＡは今後の見
通しについて、世界経済は欧州が脆
弱で米国も回復が鈍化している指摘。
シンガポールドル高や貨物部門の不
振が続き、厳しい経営を強いられる
との認識を示している。
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【シンガポール－商業】

労組系スーパー、越で初の合弁店舗を開設
　労組系スーパーマーケット・チェ
ーン大手ＮＴＵＣフェアプライスは
17日、ベトナムで海外初の合弁会社
による店舗を開業したと発表した。
　「コープ・エクストラ・プラス」
の１号店をホーチミン市トゥードゥ
ック区に開業した。店舗面積は１万
平方メートルで、フェアプライスの
プライベートブランド（ＰＢ）を含
む５万種類以上の商品を陳列する。
一般小売りだけでなく、業者向けの

卸売りも行う。
　スーパー「コープマート」を運営
する小売最大手のホーチミン市商業
合作社連合（サイゴンコープ）と
2010年12月に合弁会社設立で合意
した。合弁会社の資本金は600万米
ドル（約６億1,400万円）で、サイ
ゴンコープが64％を出資する。シン
ガポールの小売業によるベトナム進
出は初めてだという。フェアプライ
スのタン・キエンチュー最高経営責

任者（ＣＥＯ）は「合弁により、シ
ンガポール国内のフェアプライス各
店で米や海鮮などのベトナム産生鮮
食品の供給量を増やせるほか、ベト
ナム国内へ製品供給網を広げること
ができる」と述べ、効率化と生産性
を高めることにつながると自信をみ
せた。
　合弁会社では、毎年１～２店舗の
割合でベトナム国内の主要都市に出
店していく計画を打ち出している。

【シンガポール－ＩＴ】

シングテル、デジタル事業に計２億ドル投入
　通信最大手シンガポール・テレコ
ム（シングテル）は、有料ＩＰＴＶ
「ミオＴＶ（ＭｉｏＴＶ）」のサービ
ス拡充をはじめとするデジタルライ
フ事業の強化策を打ち出した。16日
付ストレーツ・タイムズが報じた。
　向こう３年間で20億Ｓドル（約
1,641億円）を投じる。タイのアド
バンス・インフォ・サービス（ＡＩ
Ｓ）、インドネシアのテレコムセル、
フィリピンのグローブ・テレコムな
どの提携会社を通じてミオＴＶのビ
デオ配信を広げる。域内各市場で有
料テレビのデジタル化が進むことを
見越し、需要の取り込みを狙う。
　このほか、デジタル広告、電子商
取引（ＥＣ）、ライフスタイル・有料
テレビの各部門で買収や提携、新興
企業への投資を推し進める計画だ。
シングテルのチュア・ソククーン最

高経営責任者（ＣＥＯ）は「企業の
買収を通じて時間をかけずに市場参
入を進めることができる」と述べた。
昨年は米ネット広告アモビー、写真
アプリのピクサブル、地場飲食サイ
ト、ハングリー・ゴー・ウエアなど
の新興企業に合計４億米ドル（約
409億円）を投じたことを明らかに
した。
　

また試合中に放送障害
　
　ミオＴＶが15日早朝にサッカー
の英プレミアリーグ（ＥＰＬ）で放
送障害を起こしたことについて、シ
ングテルでは対応に追われている。
　同社によると、15日午前１時ごろ
にセットトップボックス（有料テレ
ビ放送の信号を受信できる通信機器、
ＳＴＢ）を起動すると、放送が受信

できなくなる障害が最低5,000件の
契約者の間で確認された。多くの契
約者はＳＴＢをつけたままにしてい
たため、「限定的な事故」であるもの
の、事態を重視し謝罪した。メディ
ア開発庁（ＭＤＡ）も同事故につい
て確認しており、シングテルに説明
を求めている。
　地元ＥＰＬファンからは、今週末
に大きな試合があることから、同じ
事故が発生する可能性について不安
視する声が挙がっている。ミオＴＶ
では昨年５月、ＥＰＬのシーズン最
終戦の放送中にサービス加入者11
万5,000人が視聴できなくなるネッ
トワーク障害が発生。今年２月にＭ
ＤＡから18万Ｓドルの罰金支払い
を命じられている。
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【シンガポール－金融】

投信市場の格付け、最高から３段階下落
　投資信託情報の米モーニングスタ
ーが発表した24カ国・地域の投資家
調査で、シンガポールの格付けが３
段階下がったことが分かった。前回
は最高格付けの「Ａ」だったものの、
今回は「Ｂ」に低下している。
　同社は低下理由は明らかにしてい
ないものの、項目別で前回Ａだった
「販売・メディア」がＢマイナスとな

ったことが主因とみられる。同項目
は、投信の販売種類の多様さやメデ
ィアによる投信の記事の多さなどが
対象となっている。
　その他の項目は、「規定・税」が
Ａ、「情報開示」がＢ、「費用」がＣ
で据え置かれている。
　格付けは２年に１度で、前回の
2011年は22カ国・地域が対象だっ

た。シンガポール以外は米国がＡだ
った。
　今回はＡが米国だけ、新たに対象
に加えた韓国が「Ｂプラス」で単独
２位に入った。シンガポールと同じ
Ｂだったのはオランダとタイ、台湾
だった。日本は前回の「Ｃプラス」
から「Ｃ」に後退している。

 

【シンガポール－医薬】

老人ホーム短期滞在に助成、介護親族を支援
　保健省は、老人ホームに７～30日
間の短期滞在する費用を助成する制
度の試験を７カ所で開始したと明ら
かにした。ストレスを抱える介護す
る親族の支援が目的。16日付ストレ
ーツ・タイムズが報じた。
　介護を支援するタオ財団の会議で

明らかにした。会議では介護者が直
面する問題を議論。2009年と10年
に行った調査結果から介護者の約
15％～20％がうつ病となる現状が公
表された。家族や親族の介護と仕事
の両立でストレスを抱えたり、メー
ドを雇う経済的な余裕のない低所得

世帯を救済する。
　政府の調査は1,190人の高齢者と
介護者を対象にした国内最大規模で、
５割近くがメードに介護を依存して
いることが分かっている。ただメー
ドの半分以上が介護についての経験
などはないという。

 

【シンガポール－車両】

警察と損保協会、車載カメラで優遇措置検討
　交通警察とシンガポール損害保険
協会（ＧＩＡ）は、交通事故防止に
貢献している車への優遇措置導入を
検討する。車載カメラを取り付けた
自動車に対する保険料の割引などが
含まれる。16日付ストレーツ・タイ
ムズが伝えた。
　交通警察によると、車載カメラを
設置した車両の自動車保険料を割り
引くことで運転マナー向上を促し、

交通事故の発生を防ぐのが狙い。優
良運転手に対する保険料割引措置の
導入も検討。現行では３年以上無事
故無違反だった運転手に保険料の
５％を割り引いている。新措置では
対象期間を１年に短縮し、割引率も
最大15％にまで引き上げる計画で
現在調整を進めている。
　このほか今年に入り大型車が関与
する交通事故が多発していることか

ら、航空機の飛行を記録する「ブラ
ックボックス」のような装置を車両
に据え付けることも奨励したい考え。
走行速度やブレーキ回数、コーナリ
ングフォース（前後のタイヤが曲が
ろうとする力）などを確認できる装
置で、保険会社が車両所有者に搭載
を呼び掛けるという。
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【シンガポール－金融】

株価反落、シンガポール航空は4.5％安
　【株式】17日の株式相場は反落。
ＳＴ指数の終値は前日比 2.98
（0.09％）安の3449.30で引けた。
　前日に2012年３月期決算を発表
したシンガポール航空（ＳＩＡ）が
4.54％安の10.93Ｓドル（約890円
39銭）と大幅に下げた。同期の決算
が予想を下回ったほか、今後の厳し
い事業環境を予想したことから嫌気

された。
　【為替】16日の外国為替市場でシ
ンガポールドルは続落。午後６時時
点で前日比0.07％安の１米ドル＝
1.2537Ｓドルだった。
　ロイター通信によると、同日に発
表された４月の輸出統計が軟調だっ
たためにシンガポールドルが売られ
た。

　アジア通貨は下落基調で、マレー
シアリンギや韓国ウォンが低下して
いる。マレーシアのマラヤン・バン
キング（メイバンク）は、強い米ド
ルとアジア市場の活況が落ち着いて
きていることから、アジア通貨がさ
らに下落する可能性があると指摘し
ている。

【マレーシア－車両】

プロドゥア快走、４月は今年最高
前月比８％増、メーカー別新車販売

　マレーシア自動車協会（ＭＡＡ）は16日、４月のメ
ーカー別新車販売・生産統計を発表した。国民車メーカ
ーのプロドゥアは１万7,675台で、前月比8.6％増加し、
単月で今年最高となった。一方で他の上位陣は、総選挙
を前に買い控えの動きが出たことで軒並み前月から販
売を減らした。プロドゥアは生産でも今年初めて２万台
を超えるなど快走を続けている。

　４月の新車販売は全体で５万2,489台となり、前年同
月比9.9％増と堅調に伸びたものの、前月比では8.9％
減少した。
　プロドゥア以外の上位陣を見ると、プロトンは１万
581台（前月比10.9％減）、トヨタは6,617台（同20.8％
減）、日産は3,979台（同25.1％減）、ホンダは3,224台
（同34.6％減）といずれも前月実績を割り込んだ。
　プロドゥアのシェアは33.7％に上昇した。２位はプロ
トンの20.2％、３位はトヨタの12.6％と続いた。
　ＭＡＡは５月の販売について、「４月と同水準を見込
んでいる」と説明している。
　今回の連邦下院総選挙前には、与野党ともに公約で自
動車価格の引き下げを掲げ、これにより４月は一部消費

者が買い控えに回ったとみられる。
　与党は選挙前、「近日中に国家自動車政策（ＮＡＰ）
を改定し、自動車価格を20～30％引き下げる」と表明。
野党側も「自動車の物品税の税率を５年間で段階的に引
き下げ、将来的に販売価格２万5,000リンギ（約85万
円）の自動車を誕生させる」と公約に盛り込んでいた。
　マレーシアでは一昨年ごろから、自動車の販売価格に
も影響するＮＡＰが見直されるとの観測がたびたび浮
上している。早ければ６月にも改定ＮＡＰが発表される
可能性もある。
　

プロドゥアの生産２割増
　
　生産を見ると、プロドゥアが２万332台となり、前月
の１万6,982台から約２割増えた。ほかホンダも前月比
34.5％増の4,287台。ただ残る３社はプロトンが14.3％
減、トヨタが12.7％減、日産が3.5％減といずれも前月
割れだった。
　生産は全体で５万727台となり、前年同月比では
13.2％、前月比では3.5％増加した。
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【マレーシア－資源】

ペトロナスガス、５年で81億リンギ投資
　国営石油会社ペトロナスのガス加
工・販売部門ペトロナス・ガスは、
向こう５年間で総額81億リンギ（約
2,750億円）の設備投資を行う計画
だ。16日に開催した年次株主総会後
の記者会見で明らかにしたもので、
主にサバ州、ジョホール州の液化天
然ガス（ＬＮＧ）再ガス化プラント
建設事業に投入する。国営ベルナマ
通信などが伝えた。
　アヌアル会長によると、今年はト

レンガヌ州ケルティとケママンにあ
るプラントの再整備に約10億リン
ギを投資する計画。来年はサバ州ラ
ハダトゥ、ジョホール州プングラン
でのＬＮＧ再ガス化プラント建設に
集中的に投資する。
　ペトロナス・ガスはマラッカ州に
建設したＬＮＧ再ガス化プラントの
試運転を４月末に開始した。アヌア
ル会長によると、同プラントは今年
下期に本格稼働し、同期の収益の

４～５％を稼ぎ出す見通し。来年は
収益貢献率が10％に達すると見込
んでいる。
　一方、アヌアル会長は、同社がジ
ョホール、サバ州のＬＮＧ再ガス化
プラント建設事業を推進するためイ
スラム債（スクーク）をし、50億リ
ンギを調達すると報じられたことに
関して、報道内容を否定し、同事業
を内部資金で賄う方針を示した。

【インドネシア－車両】　《日系進出》

森井製作所、年内に現地法人設立
　自動車部品製造の森井製作所（東
京都大田区）は、年内にインドネシ
アに現地法人を設置する。同社が海
外に拠点を設置するのは初めて。商
用車メーカーが海外生産を強化して
いることに合わせ、現地での供給体
制を整える。
　今年９～10月をめどにジャカル
タ近郊の西ジャワ州カラワン工業団

地（ＫＩＩＣ）内に完全子会社を設
立する。来年からトラック向けの足
回り部品を中心に生産を開始する予
定で、伊藤忠商事が整備中のレンタ
ル工場に入居。将来的な自社工場の
保有も視野に入れる。
　森井英之・専務取締役は「商用車
メーカーが海外事業を強化している
ため、需要の増加が見込まれるイン

ドネシアに拠点を設けて受注を狙
う」と語った。初期投資額を抑えつ
つ商機を見定め、生産量を増やして
いく考え。
　森井製作所は1930年操業開始。現
在は秋田県横手市に工場を保有し、
自動車と産業機械向けの小型部品の
切削加工を手掛ける。

【インドネシア－車両】

ホンダ二輪が第４工場着工、来年半ば稼働
　ホンダの二輪子会社、アストラ・ホンダ・モーター
（ＡＨＭ）は17日、インドネシアで二輪車の第４工場を
着工した。投資額は３兆3,000億ルピア（約344億円）。
来年の第２四半期（４～６月）に稼働する予定だ。国別
の販売台数でトップとなる市場で増産し、販売の上積み
を狙う。

　新工場はジャカルタ近郊の西ジャワ州カラワン県の
ブキット・インダ工業団地（ＢＩＩＰ）に建設する。敷
地面積は84ヘクタール。オートマチック（ＡＴ）車を
生産し、年産能力は110万台。既存工場と合わせた年産
能力は530万台まで高まる。新たに3,000人を雇用する
計画で、従業員数は２万2,000人に拡大する。
　工場の建設計画は昨年３月に発表。今年秋に操業を開

始する予定だった。インドネシアの二輪車市場がローン
規制の影響もあり落ち込んでいたことから、着工時期を
遅らせていた。
　ホンダがインドネシアでの増産する背景には、同国の
二輪市場が大きいことがある。昨年は中央銀行が６月
に、頭金の支払いに下限を設ける規制を設けたことが影
響し、出荷ベースで前年比12％減の706万台にとどまっ
たものの、世界で３番目の市場規模だった。
　ホンダにとっては最大の市場で、昨年は409万台を販
売してシェアは54％と断トツトップだった。今年の市場
規模は前年並みと予想するが、前年比10％増の450万台
を売り上げシェアを６割以上に高める計画。１～４月の
販売台数は前年同期比14％増の160万台で、シェアは
61％だった。
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【タイ－家電】

東芝キヤリア、エアコン新工場
業務用のグローバル拠点に

　東芝キヤリアは17日、バンコク北郊パトゥムタニ県
バンカディ工業団地で、業務用エアコンの新工場を稼働
させた。同じ敷地内にある既存のエアコン工場を住宅向
け専用とし、新工場に第一工場と日本から業務用を集
約。業務用のグローバル輸出拠点と位置付け、欧州やア
ジアなどへの輸出を拡大する。投資額は20億バーツ（約
68億円）。

　東芝キヤリアタイの小坂明生社長は、タイで2015年
に、ＬＣ（店舗・オフィス用空調システム）、ＶＲＦ（ビ
ル・商業複合施設用で、室内機ごとの独立制御が可能な
マルチ空調システム）の生産能力を、従来の３倍となる
65万台に引き上げると明らかにした。既存工場は、ＬＣ
生産を新工場に移管し、家庭用に集中して生産量を増や
し、家庭・業務用合わせて現在の２倍の200万台規模と
する。
　日本の富士事業所（静岡県富士市）は、ＬＣとＶＲＦ
の設備を段階的にタイに移管した後、日本国内向けと超
高級機種の生産を残す。東芝キヤリアは中国にも工場を
持つが、同国市場向け。タイ拠点が日本、中国以外の世
界各地への供給基地になる。欧州、東南アジア諸国連合
（ＡＳＥＡＮ）、インド、中東・アフリカといった市場を

開拓していく。
　商業用空調システムではＢツーＢ（対企業）取引が重
要になるため、工場内にカスタマーサービスセンターを
設置し、エンジニアが顧客により詳しい製品説明を提供
できるようにする。また、家庭用が中心だったタイでの
設計機能も、ＬＣに広げて強化する。ただ、主要な設計
機能は引き続き日本に置き、タイでは仕様の現地化など
にとどめる。
　バンカディ工業団地が2011年の大洪水で浸水被害を
受けたことを踏まえ、新工場は２階建てとし、主要な生
産設備は２回に配置。工場棟に加え、２階建ての駐車場
など、緊急時の避難場所も設けた。第一工場も主要な電
源などを２階に移し、再発時の被害を抑える工夫をし
た。
　東芝キヤリアタイは、1989年設立。東芝キヤリアと米
キヤリアが折半出資する。従業員数は1,110人。工場の
面積は、第一工場が１万5,650平方メートル、新工場が
１万4,840平方メートル。現在は生産品の９割以上を世
界121カ国・地域に輸出する。輸出先は欧州が４割、日
本とアジアが各２割など。今後は、アジアの成長に期待
する。

【タイ－車両】

４月の車生産堅調、通年で国内販売160万台も
　タイ工業連盟（ＦＴＩ）自動車部会のスラポン副会長
は17日、新車販売が好調なことから、今年の国内市場
が当初見込みの145万台規模を上回る150万～160万台
規模に達する可能性があるとの予測を示した。ＦＴＩ自
動車部会が同日に発表した４月の自動車生産台数は、前
年同月比17.4％増の17万438台だった。

　４月の自動車生産全体のうち、国内向けは17.2％増の
10万1,300台。１トンピックアップトラックは24.3％
増の５万629台、乗用車は9.6％増の４万6,984台を占
めた。輸出向けは17.6％増の６万9,138台で、乗用車が
136.5％増の２万2,618台と大幅に伸びたが、１トンピ
ックアップトラックが5.5％減の４万6,520台だった。
　完成車（ＣＢＵ）の輸出台数は22.0％増の６万7,641

台。部品を含む輸出総額は13.2％増の481億4,834万バ
ーツ（約1,661億円）だった。
　ＦＴＩは今年の輸出台数予測を110万台に据え置い
た。ただ副会長は、「バーツ高が続く中、競争力維持の
ため輸出価格を引き上げられないメーカーが困窮して
いる」と説明。１米ドル当たり28～29バーツの水準が
続けば影響が深刻になると懸念を示している。
　

バイク生産８％増
　
　４月のバイク生産台数は1.8％減の21万6,594台。主
に国内販売向けの完成車が17万8,259台と5.9％減と
二桁の落ち込みとなった。輸出向けの完全組み立て生産
（ＣＫＤ）用部品は23.0％増の３万8,335台だった。
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【フィリピン－公益】

日比合同水力発電に９億ペソ
ＪＢＩＣ、政府系銀行を通じ融資

　国際開発銀行（ＪＢＩＣ）は、政府系金融機関のフィ
リピン開発銀行（ＤＢＰ）を通じて、ミンダナオ地方ア
グサンデルノルテ州で日比の民間企業が合弁で進める
小水力発電所の建設に９億ペソ（約22億2,600万円）
を融資する。同発電所では、設備面でも日本の技術が採
用される見通し。発電所は2014年度中の稼働を見込み、
同地方が抱える電力不足の緩和に貢献することが期待
されている。

　ＤＢＰを通じた融資は９億ペソ。ツーステップローン
の形態で、建設コンサルタントの長大（東京都中央区）
とミンダナオ地方最大のゼネコン、エクイパルコ・コン
ストラクションなど地場３社が設立した特別目的会社
（ＳＰＣ）アシガ・グリーン・エナジーに融資する。長
大の関係者は17日、ＮＮＡに対し、現在は締結に向け
最終的な協議を進めていると説明した。
　ＪＢＩＣは2008年８月、ＤＢＰとの融資枠組みの第
６弾として、総額100億円を限度とする貸付契約を締
結。同契約では、温室効果ガス削減を目指すクリーン開
発メカニズム（ＣＤＭ）事業や現地で事業を進める日本
企業の設備投資資金などを対象に融資を行うことにな
っている。ミンダナオ地方のエネルギー案件への活用

は、今回の小水力発電事業が初めて。
　小水力発電所は、アグサンデルノルテ州を流れるアシ
ガ川に設置され、出力は約8,000キロワット。総事業費
は24億円で、2014年度中の稼働を見込む。技術面では
日本企業の水力発電機の採用を計画。融資・技術の両面
で日本企業が関わり、電力不足問題を抱えるミンダナオ
地方の開発を後押しする。
　

ミンダナオは期待の市場
　
　長大は現在、アグサンデルノルテ州のアシガ川での小
水力発電事業に加え、ミンダナオ地方の２カ所で小水力
発電事業を計画。今年３月にはエクイパルコなどと共同
で、同州ブトゥアン市に農林水産・食品加工分野に特化
した工業団地の開発を進めることでも合意している。
　同社の関係者は、海産物資源や鉱物などに恵まれるミ
ンダナオ地方を期待の市場として捉えている。
　フィリピン政府と武装勢力モロ・イスラム解放戦線
（ＭＩＬＦ）は昨年、2016年の新自治政府発足に向け和
平の枠組み作りを目指すことに合意。同地方の治安の安
定化を受けた急速な発展が期待されている。

【ベトナム－媒体】

規制で外国番組の放送中止、有料テレビ局
　ケーブルテレビや衛星放送などを有料提供するテレ
ビ局数社が15日、ニュースや映画など多くの外国チャ
ンネルの放送を中止した。外国番組にベトナム語字幕な
どの編集を義務付ける規制が同日付で施行されたこと
が理由だ。17日付サイゴンタイムズなどが報じた。

　ベトナム・サテライト・デジタル・テレビジョン（Ｖ
ＳＴＶ）、国営ベトナムテレビ（ＶＴＶ）、サイゴンツー
リスト・ケーブル・テレビジョン（ＳＣＴＶ）の３社
は、20もの外国チャンネルの放送を一時中止した。打ち
切り対象となったのは、ＣＮＮやＢＢＣなどのニュース
専用チャンネルのほか、スタームービーズなどの映画チ
ャンネル、ＮＨＫワールドやディスカバリーワールドな
どの情報チャンネルも含まれる。
　衛生放送局「Ｋ＋」を運営するＶＳＴＶは、既に顧客
に対して外国チャンネルの放送を一時中止すると通知。

代わりに国内チャンネル数を増やすことを検討してい
る。
　外国番組に編集やベトナム語字幕を義務付ける規制
は、2011年の首相決定20号（20／2011／ＱＤ―ＴＴｇ）
によるもの。外国チャンネルの放送を今回中止した３社
は、情報通信省に対して外国番組の編集認可を待ってい
る状況だという。
　決定20号についてはテレビ局側が昨年、情報通信省
に対して、全ての番組を編集すればコストがかさみ、価
格を引き上げれば競争力を失うとして異議を唱えてい
た。海外からも外国番組の締め出しにつながるとして批
判が出ていた。
　ベトナムは共産党の一党独裁下にあり、情報メディア
には厳しい規制が敷かれている。
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20日

４月の全国百貨店売上高ほか

　【国内】
　＜経済＞
　・４月の全国百貨店売上高
　（14時30分、東京都千代田区・東京商工会議所ビル）
　・経団連会長定例会見（15時30分、東京都千代田

区・経団連会館）
　・パナソニックが直径７センチのポールから風が吹
き出る扇風機「スリムファンＦ-Ｓ１ＸＪ」を発売

　情報提供：共同通信

丸文社長に水野象司氏ほか
　新社長
　▼丸文
　水野　象司氏（みずの・しょうじ）関西大卒。77年
丸文。専務などを経て12年１月から副社長。58歳。
岐阜県出身。稲村明彦社長は取締役相談役。６月27日
就任。
　▼トプコン
　平野　聡氏（ひらの・さとし）東京電機大卒。82年
東京光学機械（現トプコン）。10年取締役執行役員。
12年６月から取締役常務執行役員。55歳。福岡県出
身。内田憲男社長は相談役。６月26日就任。

　会社人事
　▼エレコム
　（６月27日）取締役（元りそな銀行副社長）広冨靖
以▽退任　取締役庵征行
　▼アサックス
　（６月27日）取締役　草間雄介▽退任　取締役草間
裕子、本多忠勝
　▼ヤフー
　（６月20日）取締役　ヤフー・インク最高財務責任
者ケネス・ゴールドマン
　▼日本高純度化学
　（６月21日）監査役　笹野真民▽退任　監査役佐藤

英夫
　▼東リ
　（６月26日）監査役（専務）吉森忠重▽退任　監査
役尾田正孝
　▼ユニオンツール
　（６月１日）常務（取締役）涌井秀夫
　▼エス・エム・エス
　（６月21日）退任　取締役高橋豪
　▼コープケミカル
　（６月27日）取締役　生産技術部長大沢昌弘、全国
農業協同組合連合会肥料農薬部長上園孝雄▽監査役
（新素材部長）斉木博▽退任　常務関谷茂男、取締役山
本巌、監査役中山明男
　▼共栄タンカー
　（６月27日）取締役　船舶部長吉田巧▽監査役　日
本郵船内部監査室室長増田紳▽退任　取締役下江卓二、
監査役武藤孝志
　▼芙蓉総合リース
　（６月25日）監査役　損保ジャパン監査役上杉純雄
▽退任　監査役石川博一
　▼しまむら
　（17日）常務（取締役）北島常好

　情報提供：共同通信
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第24回　男性倦怠感
　40代にもなると、男性は以前のような踏ん張りが利
かなくなってくる。日ごろの生活の不摂生も40代から
徐々に表面化してくると言われている。海外に駐在さ
れる皆さんは年一回の健康診断を受けていると思われ
るが、診断の結果で問題がなくとも、何らかの症状を
発症している方はたくさんいる。この40代の健康管理
が、今後の出世に影響すると言っても過言ではないだ
ろう。
　

事例
　
　Ｕさん（41歳、男性）は仕事の結果を出さなければ
ならない立場にあるため、健康についてとやかく言っ
ていられない。いつも強く明るく元気でなければ出世
から外されるからだ。ただ最近、倦怠（けんたい）感
がひどく同僚からも顔色が悪いと言われる。「厄年だか
らかな」と思いながら過ごしてきたが、偶然知り合っ
た中医の先生から話を聞き、これも縁と半信半疑で受
診してみた。
　

診断
　
　Ｕさんの症状は倦怠感、過度の疲労、集中力不足、
不眠、肥満……など。舌診（ぜっしん、舌を診ること）
では淡（色が薄く白っぽい）、苔薄膩（舌のこけが薄く
なっている）。脈診（みゃくしん、脈を診ること）は虚
細。主訴と診察から「気血不足」と診断。これは胃腸
の調子が悪い症状のことだ。
　

処方
　
　「男性の健康は精気による」と中医では言われてい
る。具体的には「食欲」「睡眠欲」「性欲」の３つの欲
とストレスなどにより状況を判断する。Ｕさんは肥満
傾向にあり胃腸の状態が良くなかった。そのため諸々
の症状はこの胃腸からきていると判断した。まず食事

改善により体重を減らして痩せることが肝心となる。
可能なら玄米、豆、野菜、海藻類などの食事に変え、
量も減らす。漢方薬は「黄耆」（おうぎ：補気昇陽）「党
参」（とうじん：補中益気）配合の帰脾湯加減が効く。
針治療は、頭部中央にある「百会」（ひゃくえ）、内側
くるぶし三寸上にある「三陰交」（さんいんこう）、膝
下外側にある「足三里」（あしさんり）などが効果があ
る。
　もともと体が強健なＵさんは、丈夫なだけに食欲も
旺盛だった。しかし加齢と共に胃腸の能力は落ちてい
く。こうした場合はむしろ小食にした方が、代謝酵素
が活発になるため体の調子が良くなる。Ｕさんは本当
に努力の人で、小食で体が楽になることを覚えてから
健康を意識するようになり、２カ月で10キログラム近
い減量に成功してしまった。顔つきも体力も30代に戻
った様だと大喜びしていたとのことで、さすが出世さ
れる方は病気の治し方も気合が違うと感心するばかり
だった。

＜筆者紹介＞
ラッフルズチャイニーズメディスン
中医師　　渡邊　勇
1970年神奈川生まれ。放射線技師学校卒業後、相模
原中央病院勤務。
98年来星、中医学校の新加坡中華学院卒業後、寳方
内科鍼灸薬房勤務。
2010年からRAFFLES CHINESE MEDICINEに勤務。
西医・中医両方から診た診断・治療をしている。
Raffles Chinese Medicine
585 North Bridge Road Raffles Hospital #13-00
Singapore 188770
Tel:63112388 Fax:63112395
E-mail:watanabe_isamu@rafflesmedical.com
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5月10日～5月16日
　【和書ベスト10】
　1.『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』村上春樹（文藝春秋）
　2.『海賊とよばれた男〈上〉』百田尚樹（講談社）
　3.『医者に殺されない47の心得――医療と薬を遠ざけて、元気に、長生きする方法』近藤誠（アスコム）
　4.『海賊とよばれた男〈下〉』百田尚樹（講談社）
　5.『伝え方が９割』佐々木圭一（ダイヤモンド社）
　6.『大泉エッセイ――僕が綴った16年』大泉洋（メディアファクトリー）
　7.『トップになりたきゃ、競争するな』藤井薫（こう書房）
　8.『ハダカの美奈子――ビッグダディとの２年間、あたしの30年間』林下美奈子（講談社）
　9.『30日できれいな字が書けるペン字練習帳 ＴＪ　mook』中塚翠涛（宝島社）
　10.『統計学が最強の学問である――データ社会を生き抜くための武器と教養』西内啓（ダイヤモンド社）
　＜紀伊國屋書店ホームページhttp://www.kinokuniya.co.jp/より＞

　

＜新刊案内＞

　

『「やりがいのある仕事」という幻想』
　
　森博嗣　著／朝日新聞出版 

　ミステリー作家、森博嗣さんが語る人生・仕事論の本。
　森さんが「これからの働き方」をテーマに書いてほしいという依頼を受けて書いた一冊で、就活に失敗して自
殺する若者、ブラック企業に就職してしまった――などなど、悲観的な世の中に対してのアドバイス的な内容と
なっている。 

　

＜おすすめの一冊＞

　

『英国一家、日本を食べる』
　
　マイケル・ブース　著、寺西のぶ子　翻訳／亜紀書房

　イギリスのトラベルジャーナリストでありフードジャーナリストである著者が、家族を連れて日本各地を食べ
歩いたルポルタージュ。
　外国人の目から見た、異文化としての日本食とは、どのようなものなのか。
　著者が食を取材する専門家であるため、単なる家族の旅行記にはとどまらない。
　通常は日本人でもあまり口にしないようなものも食べて、日本の食をめぐるさまざまな事柄について考えるエ
ッセイ。
　また、いかにもイギリス人らしいアイロニカルな表現も楽しめる。
　ふだん何気なく口にしているものも、この本を読んでから食べるとまた一味違うかもしれない。
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海外主要市場の商品市況 （Bloombergより作成）
取引所・時間 銘柄 直近値 前日比 取引所・時間 銘柄 単位 直近値 前日比

銅先物 7322.75 42.75 WTI原油先物 バレル 95.54 0.38
銅現物 7250.75 81.25 ＮＹＭＥＸ 天然ガス先物 MMBTU 3.93 -0.01 
アルミニウム先物 1860.25 8.25 (17日6時40分) ガソリン先物 ガロン 290.59 2.37
アルミニウム現物 1825.25 18.25 灯油先物 ガロン 293.00 2.13
すず先物 20950.00 -5.00 ＣＯＭＥＸ 金先物 オンス 1379.50 -7.40 

ＬＭＥ すず現物 20897.50 202.50 (17日6時40分) 銀先物 オンス 22.51 -0.15 
(17日11時40分) 鉛先物 2013.50 20.00 SICOM(17日18時40分) ゴムRSS３先物 キログラム 302.10 2.60

鉛現物 1985.00 27.75 シカゴ 小麦先物 ブッシェル 685.75 -2.00 
ニッケル先物 14960.00 60.00 (17日5時40分) 大豆先物 ブッシェル 1436.75 9.25
ニッケル現物 14770.00 -60.00 トウモロコシ先物 ブッシェル 643.50 2.00
亜鉛先物 1849.75 17.25 ICE(17日6時40分) 砂糖先物 ポンド 16.94 0.11
亜鉛現物 1801.25 9.50 日本(17日19時40分) ナフサ先物 トン 860.75 11.75
亜鉛先物 14445.00 50.00 ﾄﾞﾊﾞｲ(17日14時40分) ドバイ原油 バレル 101.01 0.82
金先物 277.14 -1.44 ﾛﾝﾄﾞﾝ(17日11時40分) 北海ブレント バレル 104.51 0.59

上海 鉛先物 13830.00 45.00 　ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所　　　　
(17日18時40分) 銅先物 52680.00 620.00 　ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所

鋼線先物 3588.00 -19.00 　ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所
アルミニウム先物 14545.00 25.00 　※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間

　ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所 　※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月
　※ＬＭＥ、上海の単位は上海・金を除き全てトン 　※ゴムＲＳＳ先物は米セント
　※上海・金はグラム 　※上記以外はすべて米ドル

■為替クロスレート

通貨＼ｺｰﾄﾞ JPY USD EUR GBP CNY HKD TWD KRW THB VND MYR SGD IDR PHP INR AUD NZD

日本円 0.0098 0.0075 0.0064 0.0600 0.0759 0.2924 10.9150 0.2909 205.107 0.0295 0.0122 95.566 0.4026 0.5358 0.0100 0.0121

米ﾄﾞﾙ 102.3190 0.7790 0.6592 6.1419 7.7638 29.9190 1116.71 29.7650 20985.0 3.0173 1.2526 9777.50 41.1950 54.8175 1.0240 1.2332

ﾕｰﾛ 132.537 1.2836 0.8462 7.8840 9.9660 38.4055 1433.46 38.2078 26937.4 3.8732 1.6079 12550.9 52.8799 70.3664 1.3145 1.5829

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ 156.582 1.5169 1.1817 9.3167 11.7769 45.3841 1693.94 45.1505 31832.2 4.5769 1.9001 14831.5 62.4887 83.1527 1.5534 1.8706

中国人民元 16.6580 0.1628 0.1268 0.1073 1.2641 4.8713 181.818 4.8462 3416.70 0.4913 0.2039 1591.93 6.7072 8.9252 0.1667 0.2008

香港ﾄﾞﾙ 13.1777 0.1288 0.1003 0.0849 0.7911 3.8537 143.836 3.8338 2702.94 0.3886 0.1613 1259.37 5.3060 7.0607 0.1319 0.1588

台湾ﾄﾞﾙ 3.4197 0.0334 0.0260 0.0220 0.2053 0.2595 37.3244 0.9949 701.394 0.1008 0.0419 326.799 1.3769 1.8322 0.0342 0.0412

韓国ｳｫﾝ 0.0916 0.0009 0.0007 0.0006 0.0055 0.0070 0.0268 0.0267 18.7918 0.0027 0.0011 8.7556 0.0369 0.0491 0.0009 0.0011

ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.4372 0.0336 0.0262 0.0221 0.2063 0.2608 1.0052 37.5176 705.023 0.1014 0.0421 328.490 1.3840 1.8417 0.0344 0.0414

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 0.0049 0.00005 0.00004 0.00003 0.00029 0.00037 0.0014 0.053 0.0014 0.0001 0.0001 0.4659 0.0020 0.0026 0.00005 0.0001

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 33.9086 0.3314 0.2582 0.2185 2.0356 2.5731 9.9158 370.102 9.8648 6954.89 0.4151 3240.48 13.6529 18.1677 0.3394 0.4087

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 81.6741 0.7983 0.6219 0.5263 4.9033 6.1981 23.8855 891.514 23.7626 16753.2 2.4088 7805.76 32.8876 43.7630 0.8175 0.9845

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.0105 0.00010 0.00008 0.00007 0.00063 0.00079 0.0031 0.1142 0.0030 2.1463 0.0003 0.0001 0.0042 0.0056 0.0001 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ 2.4836 0.0243 0.0189 0.0160 0.1491 0.1885 0.7263 27.1079 0.7225 509.406 0.0732 0.0304 237.347 1.3307 0.0249 0.0299

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.8662 0.0182 0.0142 0.0120 0.1120 0.1416 0.5458 20.371 0.5430 382.816 0.0550 0.0229 178.36 0.7515 0.0187 0.0225

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 99.9005 0.9765 0.7607 0.6438 5.9978 7.5816 29.2169 1090.51 29.0665 20492.6 2.9465 1.2232 9548.06 40.2283 53.5311 1.2042

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 82.9711 0.8109 0.6317 0.5346 4.9806 6.2958 24.2621 905.568 24.1372 17017.3 2.4468 1.0158 7928.82 33.4060 44.4529 0.8304
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    為替       

地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR 地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR

オセアニア 17日 82.9711 1.2332 1.5889 アジア 17日 0.004876 20,985.00 27,039.38
17日 99.9005 1.0240 1.3198 欧州 17日 132.5370 0.7790 1.0000

アジア 17日 1.0000 102.319 131.830 17日 156.5820 0.6592 0.8462
17日 0.09162 1,116.710 1,438.930 17日 106.1390 0.9727 1.2484
17日 16.6580 6.1419 7.9139 17日 17.7800 5.8096 7.45268
17日 13.1777 7.7638 10.0039 17日 3.2829 31.4374 40.3679
17日 3.4197 29.9190 38.5509 17日 0.4550 227.0450 291.1680
17日 2.4836 41.1950 53.0802 17日 31.7555 3.2572 4.1747
17日 81.6741 1.2526 1.6139 17日 5.0923 20.2949 26.0214
17日 33.9086 3.0173 3.8939 17日 15.4322 6.6971 8.5899
17日 3.4372 29.7650 38.352 北米 17日 103.0080 1.0000 1.2828
17日 0.010464 9,777.50 12,598.40 17日 100.3940 1.0271 1.3185
17日 1.8662 54.8175 70.6343 中南米 17日 8.3617 12.3453 15.8484

オセアニア・アジア：19:30 JST、 欧州・北米・中南米：06:00 JST 時点　Bloombergより作成

    株式       

地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比 地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比

オセアニア ウェリントン NZSX50 17日 4,597.84 -38.19 515.47 アジア ジャカルタ JSX 17日 5,145.68 67.01 799.21
シドニー ASX 17日 5,159.80 15.60 436.90 マニラ Composite PSE 17日 7,279.87 -31.07 1,418.88

アジア 東京 日経平均 17日 15,138.12 100.88 4,450.01 ホーチミン ベトナム株価指数 17日 487.60 -2.74 69.25
TOPIX 17日 1,253.24 8.01 364.73 ムンバイ SENSEX30 17日 20,286.12 38.79 705.31
JASDAQ 17日 98.40 0.47 42.91 欧州 ロンドン FTSE 100 17日 6,723.06 35.26 695.69

ソウル 総合 休場 1,986.81 フランクフルト DAX 17日 8,398.00 28.13 619.22
KOSDAQ 休場 566.06 パリ CAC40 17日 4,001.27 22.20 267.34

上海 B株 17日 267.56 1.80 20.06 アムステルダム AEX 17日 368.08 2.71 17.87
深セン B株 17日 864.17 4.25 126.65 ミラノ FTSEMIB 17日 17,604.61 60.60 711.22
香港 ハンセン 休場 23,082.68 マドリード IBEX35 17日 8,582.40 40.10 134.80

ハンセンH 休場 11,019.48 ブリュッセル BEL20 17日 2,732.29 4.78 217.02
台北 加権 17日 8,368.19 -21.86 588.97 チューリヒ SMI 17日 8,280.25 24.10 1,259.79
シンガポール ST指数 17日 3,449.30 -2.98 247.56 北米 ニューヨーク ダウ 17日 15,354.40 121.18 1,941.85
クアラルンプール KLSE総合 17日 1,769.16 2.44 94.44 NASDAQ 17日 3,498.97 33.72 386.70
バンコク SET 17日 1,627.96 10.07 220.51 トロント トロント300 17日 12,613.05 105.45 72.28

台湾ドル ハンガリーフォリント

フィリピンペソ

タイバーツ 米ドル　

ポーランドズロチ

Bloombergより作成
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　子供用のカートは見ておくから、試着
してみたら。日本で洋服を見て回ってい
ると、幼い声だが大人びた物言いが聞こ
えてきた。振り返ると、小さな女の子が
母親にアドバイス中。カートは女の子が
自分で乗ってきたものらしい。母親は浮
き足立ち、試着室へ入っていった。
　数週間後、マカティ市を走るタクシー
の車窓から、軒先の日陰で寝ている少年
を見つけた。Ｔシャツと短パンからのぞ
く日に焼けた足の先は、靴を履いていな
いためか真っ黒に汚れていた。
　モデルのように着飾った少女たちが
街中にあふれる日本。一方マニラでは、
同じ年頃の少年たちでも夜の路上で小
銭をせびる姿を見掛ける。対照的なシー
ンは時に衝撃的だが、おしゃれに目覚め
た少女の笑顔と、気持ちよさそうな少年
の寝顔は、どちらも変わらない。このま
ま変わらないでいてほしい、と思うのは
わがままだろうか。（亀）

フィリピン

　アニメで日本に勝つ。先ごろ福岡で開
催されたデジタルコンテンツの創造を
担うクリエイターの発掘・育成を目指し
た「アジアデジタルアート大賞展
FUKUOKA（ＡＤＡＡ）」で、タイから参加
したチームが、大賞を含む６つの賞を獲
得した。タイのアニメーション・コンピ
ューターグラフィックの高等教育にお
けるレベルの高さが証明された形だ。
　ＡＤＡＡに参加したのは、タイ国内の
コンテストで上位10位に残ったチーム。
アユタヤ生命保険が、子ども向けＣＳＲ
（企業の社会的責任）活動の一環として
行った参加チームへの支援が結実した。
　タイの若い世代は、幼いときからドラ
えもんやドラゴンボールなどの日本ア
ニメに親しんできた。追いつくことが難
しいと思われた日本を追い抜く日もそ
う遠くないかも、とタイの子どもたちを
勇気づけたかもしれない。日本はさらに
先に進めるだろうか。（桃）

タイ

　運転中、屋台などに立ち寄る際によく
利用する道路脇の駐車スペース。用事を
済ませて出てくると、ほかの車が外側に
駐車して道をふさいでいることがよく
ある。そんなときは、クラクションを鳴
らすのが当地風。二重駐車した車の持ち
主も近隣の屋台にいることが多いため、
すぐに出てきて道をあけてくれるのだ。
　ただ、二重駐車の多い場所を運転する
ときは、道幅の狭さに事故を起こさない
かとひやひやする。
　そんな中、運転中に聞いていたラジオ
のＤＪが「二重駐車のモラルを向上しよ
う」と発言。その通りだと共感した。だ
が、「クラクションを鳴らさずに済むよ
う、携帯電話の番号を残していこう！」
と彼の言葉は続き、思わず「問題はそこ
じゃない！」と声が出てしまった。疑問
視する余地すらないほど、この街では一
般的な二重駐車。いつか消える日は来る
のだろうか。（菜）

マレーシア

　美の価値基準は十人十色だが、三国時
代の「蜀」に位置した四川省と重慶市が
中国一の美男美女の産地なのは衆目の
一致するところ。筆者も訪れるたびに、
市場の片隅やひなびた寒村でハッとす
るような美人に出会うこと数知れず。
　台湾紙が読者投票による「本土の20
大美女都市」ランキングを発表した。ト
ップ３は黒竜江省ハルビン市、成都市、
重慶市で「蜀」の美女は揺るぎない。４
位の湖北省武漢市、９位の江蘇省蘇州市
はそれぞれ「向上心美女」「気配り美女」
が多いとか。黄土高原に生きる素朴な日
焼け女子が印象的な陝西省から、米脂
市、漢中市、西安市と３市が選ばれたの
は意外だ。
　一方、「俳優やモデル養成校が集中す
るのにランク外なのは不自然！」と憤る
のは北京市民。汚名をそそぐべく、彼ら
が北京市上位入選の「美女都市」独自ラ
ンクを制定する日は近いと見た。（淳）

中国

　先週末、香港国際空港（チェクラプコ
ク空港）に着いた搭乗便からの降機で
は、搭乗ブリッジではなくタラップを使
った。既存搭乗ブリッジの本数では増え
続ける発着便数にもはや対応できない
のだろう。一部の便ではこのようにタラ
ップを利用するケースがある。
　香港でタラップを降りる際は、いつも
何ともいえぬ懐かしさが込み上げる。旧
カイタク（啓徳）空港ではタラップ利用
が基本だったからだ。当時は、搭乗機の
出口からタラップへ一歩踏み出した瞬
間、「香港に着いたぞ」と強烈に感じた
もの。若き日に心に刷り込まれたため
か、「香港＝タラップ」というイメージ
は、旧カイタク空港閉港から間もなく
15年になる今になってもよみがえる。
　追加の搭乗ブリッジ11本を備える新
コンコースビルが供用開始すれば、タラ
ップはまたしばらくの間「お預け」にな
るのだろうか。（和）

香港

　帰宅途中の公園で、ベンチの上に寝そ
べる影。気付けばそこにも、あそこに
も。目線が合うとけげんそうにニャーと
ひと声。お休み中だったか。邪魔はしま
せんよ。視線を浴びながら横をすり抜け
る。台北市の自宅付近には、やけにのん
びりした野良猫が多い。
　台湾にはおっとりしたほえない犬が
多いが、見る限り猫も似たようなもの。
晴れた日は公園で伸びて高いびき。近所
の愛猫家から定期的にエサをもらって
いるせいで、どの猫も少しメタボ気味。
猫嫌いな住民からは反発を買いそうだ
が、今のところ誰も気にしていないよう
だ。
　動物の性格は土地ごとの気質を反映
する、と主張して譲らない知人がいる。
もしそうならば、これも南国のおおらか
さが生んだ結果だ。昔飼っていた猫がや
けに内気だったことを思い出しながら、
今日も公園の中をそっと歩く。（潮）

台湾
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