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時の動き

（2013 年 3 月 16 日～ 2013 年 5 月 15 日の新聞記事から）
北陸 AJEC では、新聞各紙などに目を通し記事のヘッドラインをまとめ、ホームページに掲載し会員各位の利用
に供しています。更に注目に値する事柄につき、記事の概要紹介や筆者の知見も交えて、Warm
の動き」として取上げてまいります（ホームページにも掲載）。Warm

TOPIC 誌上に「時

TOPIC の発行は 2 ヶ月に 1 回のため、過

去 2 ヶ月の新聞記事を主に取上げ、記載内容の分類は、
【ロシア関連】、
【朝鮮半島関連】、
【中国関連】、
【台湾関連】
、
【その他】としました。尚、国・地域の表題の横に記載の外国為替は 2013 年 5 月 17 日のレートです。

【ロシア関連】

同地域における協力推進のための両国間の
官民パートナーシップ協議を開催すること

［1 ルーブル＝約 3.26 円、2 ヶ月前に比べ約 4.15% のルー
ブル高・円安］

に賛同した。

安倍総理のロシア訪問

－両首脳は、国際協力銀行（JBIC）, 開発経済

安倍総理は 4 月 28 日から 30 日までロシア

銀行（VEB）及びロシア直接投資基金（RDIF）

を公式訪問。日本の総理として 10 年ぶりの公

の間で、
「日露投資プラットフォーム」の

式訪問で、プーチン大統領との間で「日露パー

設立に係る覚書が署名されたことを歓迎し、

トナーシップの発展に関する共同声明」を採

このメカニズムが、ロシアにおいて、日本

択し、日露協力の具体的あり方を示した。外

企業が参画する互恵的案件の実施のために

務省のホームページ上の日露首脳会談（概要

積極的に活用されることへの期待を表明し

と評価）では上記共同声明の他に、ここ数年

た。

停滞していた平和条約交渉の再スタートに合

－両首脳は、日本貿易保険（NEXI）及びロシ

意したこと、安倍総理のプーチン大統領間と

ア輸出信用・投資保険庁（EXIAR）との間で、

の個人的信頼関係の構築ができたこと、今後

貿易・投資促進に向けた協力関係構築に係

の日露関係に新たな弾みと長期的方向性を与

る覚書に署名されたことを歓迎した。

えるものになったことなどを評価できる点と

－両首脳は、ロシアの WTO 加盟を歓迎する

してあげている。

とともに、ロシアにおける貿易投資環境の

「日露パートナーシップの発展に関する共同

改善が両国間の貿易経済協力の更なる発展

声明」は 53 項目あるが、経済交流の上で重要

を促進することで一致した。両首脳は、ロ

と思われるものをピックアップした。

シアにおける貿易投資環境改善の制度的問
題に関する日露作業部会の第一回会合が成

－両首脳は、日本とロシアの極東・東シベリ

功裏に開催されたことを肯定的に評価し、

ア地域との間の貿易経済協力の活性化に向

この分野の取組の活発化に賛意を示した。

けた、エネルギー、農業、インフラ、運輸

－両首脳は、運輸インフラの近代化、都市環

等の分野における互恵的なプロジェクト推

境問題の解決、食品産業の発展並びに先進

進の意義を特に指摘した。また、両首脳は、

的な医療技術及び医療機器並びに医薬品の
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シベリア鉄道の高速化

普及及び実践的な活用における互恵的協力
の意義を強調し、これらの問題に関する二

ロシア鉄道は、トランスコンテナ（ロシア

国間作業部会その他の協力のメカニズムを

鉄道傘下）とボストチナヤ荷役会社（VCS；

活性化するよう指示した。

グローバルポーツ傘下）と合同で、シベリア

－両首脳は、エネルギーは日露経済協力の主

を 7 日間で横断する定期急行コンテナーサー

要な分野の一つであることにつき見解を共

ビスを開始したと 5 月 14 日付けプレスリリー

有し、「東シベリア－太平洋」パイプライン

スで伝えた。

システムの完成を歓迎し、この分野におけ

5 月 1 日、71 車編成の第 1 便はナホトカの

る両国間のパートナーシップをアジア太平

VCS ターミナルに荷積されナホトカ・ボスト

洋地域のエネルギー安全保障の強化の文脈

チナヤ駅を出発し、8 日にモスクワ・パベレ

において検討しつつ、かつ、2011 年 3 月 11

ツカヤ貨物駅に到着。通常便で 20 日、急行便

日の東日本大震災後の日本におけるエネル

でも 11 ～ 14 日間かかっていたが、途中駅で

ギー需要の増大及び価格の上昇に注意を払

の停車も車輌入替もなくしたことでスピード

いつつ、市場の情勢を考慮した競争力のあ

アップが実現、今回の 7 日間と大幅短縮が可

る価格でのエネルギー供給を含む互恵的な

能になった。この急行コンテナー便は、水曜

条件でのロシア連邦の極東・東シベリア地

と金曜の週 2 便ナホトカを出発する。

域等における石油・ガス分野の両国エネル

今後、急行コンテナー便が定着すれば、モ

ギー協力の拡大の重要性を強調した。

スクワや欧州向けのコンテナーの利用が大幅

－両首脳は、二国間協力全体を効果的に進展

に増える可能性もあり、北陸の港湾の利用が

させるため、人的交流及び伝統食文化の相

増えることも予想される。

互推進のための行事を含む文化交流の拡大
により、両国の国民の間の相互理解及び信

【朝鮮半島関係】

頼を更に深化させることが重要な意義を有

［100 韓国ウォン＝約 9.16 円、2 ヶ月前に比べ約 5.65% のウォ
ン高・円安］

していることにつき意見が一致し、その関

韓国経済の減速

連で、文化センターの設置及び活動に関す

韓国銀行（中央銀行）は、5 月 9 日７カ月ぶ

る日本政府とロシア政府との間の協定の締

りに政策金利を 0.25% 引下げ即日 2.50% にす

結を歓迎した。
－日本国総理大臣は、ビジネス・コンタクト

ると発表した。韓国政府が 4 月に景気浮揚に

の活発化、観光局の増加及び人的交流の拡

向け過去２番目の規模となる 17 兆 3000 億ウォ

大を目的として両国国民の短期渡航の査証

ン（約 1 兆 5847 億円）の追加補正予算を組ん

相互撤廃の展望についても省庁間協議を始

だことに対して金融緩和で歩調を合わせる意

めるとのロシア大統領の提案に留意した。

図がある。
今回の利下げの背景としては、次のような

－両首脳は、日露間の大学間交流の進展を歓
迎し、教育・学術分野における交流が一層

理由も考えられる。

活発化することへの期待を表明した。

－国内経済で深刻なのが不動産市況で、ソウ
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ルなど首都圏ではマイナスが 19 カ月連続と

1 万㌧を見込むポスコの新製造拠点について、

なり個人消費に影響が出始めている。

対策を検討する段階ではないと相手にしてい

－金融市場では株価と為替が、国内の地政学

ない。鉄鋼業界では、韓国からの鋼材の方が 1

的リスク、企業の業績悪化への懸念などが

㌧あたり 1 万円程度安いとしていたが、その

原因で資金の海外流出が起り大きく変動し

優位性が最近の円安・ウォン高の影響で吹き

た。

飛んだとし脅威にならなくなったとしている。

－ウォン高による輸出の伸び悩み。４月の速

ただ、新工場で日本の技術力を吸収し、日本

報値では、自動車や船舶など韓国の基幹産

品と遜色のない高品質な製品を作れるように

業が前年同月比マイナスとなり、対日輸出

なれば、今後アジアなどに製造拠点をもつ、

は２桁の減少。

日本車メーカーにも食い込む余地はある。

ただ、一連の経済対策の効果は未知数で、

韓国メーカーは汎用品では猛烈な勢いで

１～３月の GDP は前期比 0.9% 増と事前予想

シェアーを拡大し日本勢を追い詰めた現実が

を上回ったが、その後もウォン高が進み自動

ある。

車などの輸出産業はより厳しい環境に置かれ

技術力で負けるわけにはいかない日本勢だ

ていること、鉱工業生産も回復の兆しがみら

が、ポスコの日本進出を軽く見すぎれば、足

れていない。韓国の中でも、
「日本型の長期不

元をすくわれる可能性もある。

況に入る可能性が高くなった」と指摘する声

・ 韓国貿易投資振興公社（KOTRA の動き）
一方、韓国製自動車部品の日本輸出にも新

もある。

たな動きがみられる。大韓貿易投資振興公社

韓国企業の日本への事業展開

（KOTRA）が中心となり名古屋港に韓国製自
動車部品の営業・物流拠点を置く動きだ。現

・ 韓国ポスコが日本で製造販売子会社設立を
発表

時点では内装品を手がける企業も含め 8 社が

韓国の大手鉄鋼メーカーであるポスコの日

入居する予定。

本法人ポスコジャパンは、金属加工メーカー

韓国から日本への自動車部品輸入額は 2012

のモリ工業とマルヤス工業と合弁で、三重県

年に過去最高の 486 億円を記録。トヨタやホ

四日市市に自動車用鋼管の製造・販売子会社「

ンダなどが韓国製部品を採用。ホンダは韓国

PMM PIPE」設立を発表、来年 1 月に稼働の

法人内に韓国部品を対象にした購買部門を今

予定。ポスコは日本で初めての本格的な製造

年 4 月に設けている。富士重工業は韓国製の

拠点の設置となる。韓国で製造した鋼板を輸

リアランプやホイールを国内生産車に取り付

入し、新会社で加工する。

けており、2015 年度までの韓国製を含む海外
部品比率を昨夏の 13% から 30% に引き上げる

ステンレスパイプなどを手がけるモリ工業

計画だ。

は新会社に技術者や作業員を派遣する。自動
車向けの高品質なパイプの大手向け販売に参

日産自動車は昨年 10 月に韓国部品のトレー

入できなかったモリ工業にとって、今回の提

ラー輸送を開始。部品を九州工場に直送する

携はメリットがある。日本の製鉄各社は年産

ことで物流費とリードタイムを大幅に縮小さ

AJEC Warm TOPIC VOL111（2013. MAY）

3

えーじぇっく

NEWS L E T T E R

Warm TOPIC

せた。今後の円安・ウォン高の動向にも関係

じた。対中投資の前年割れは、欧州債務問題

するが、現代自動車を支える韓国の自動車部

の影響などによる世界経済の低迷、それを受

品サプライヤーは、現代自動車が存在感を高

けての中国経済の減速と中国における労働コ

めてきたのと同様に成長し、世界の完成車メー

スト上昇などを背景に、外資系企業が中国へ

カーからも評価を得てきており、日本の自動

の投資を見直したためであるとみられている。

車部品メーカーにとっては気になる動きであ

投資国別にみてみると、香港は 2010 年～

る。

2012 年 3 年連続で毎年 700 億㌦程度の投資を
続けており、
構成比も 64 ～ 66% を占めている。

【中国関連】

しかし、2012 年は前年比▲ 7.4 に低下、これ

［1 人民元＝約 16.66 円
人民元高・円安］

2012 年
下記は

対中国

が全世界合計▲ 3.7 に大きく影響したといえ

、2 ヶ月前に比べ約 7.71% の

る。2010 年、2011 年

投資実績

2 位であった台湾は後

述の電子産業の台湾回帰の動きなどの影響も

2010 年～ 2012 年における対中国

あり 2012 年は対前年比▲ 8.0 で順位も 4 位に

投資実績である。

下げている。

2012 年の世界の対中国投資（銀行・証券・

日本は 2010 年第 4 位、2011 年第 3 位、2012

保険分野は含まず）は、契約件数が 2 万 4925

年第 2 位と毎年順位を 1 つずつ上げており、

件で前年比 10.1% 減、実行ベースの投資額は

2011 年は前年比 49.6% 増、2012 年 16.3% 増と

1117 億 1600 万㌦で前年比▲ 3.7% とリーマン

なっている。直接投資に占める日本の構成比

ショック後の 2009 年以来 3 年ぶりに減少に転

も 2010 年 4.0%、2011 年 5.5%、2012 年 6.6%

中国の国・地域別対内直接投資（単位：100万㌦ ,%）
順
位

2010 年
国・
地域名

2011 年

実行額 構成比 前年比

国・
地域名

2012 年

実行額 構成比 前年比

国・
地域名

実行額 構成比 前年比

1

香港

67,472

63.8

25.0

香港

77,011

66.4

14.1

香港

71,289

63.8

▲ 7.4

2

台湾

6,701

6.3

2.1

台湾

6,727

5.8

0.4

日本

7,380

6.6

16.3

3

シンガポール

5,657

5.4

45.6

日本

6,348

5.5

49.6 シンガポール

6,539

5.9

3.3

4

日本

4,242

4.0

6,328

5.5

11.9

台湾

6,187

5.5

▲ 8.0

5

米国

4,052

3.8

13.3

3.0 シンガポール
米国

2,995

2.6 ▲ 26.1

米国

3,130

2.8

4.5

6

韓国

2,693

2.5

▲ 0.4

韓国

2,551

2.2

▲ 5.3

韓国

3,066

2.7

20.2

7

英国

1,642

1.6

11.8

英国

1,610

1.4

▲ 1.9

ドイツ

1,471

1.3

29.5

ドイツ

1,136

1,144

1.0

49.2

1,031

0.9 ▲ 36.0

8 フランス

1,239

1.2

n.a.

9 オランダ

952

0.9

n.a. フランス

802

0.7 ▲ 35.3

英国

10

ドイツ

933

0.9 ▲ 24.0 オランダ

767

0.7 ▲ 19.4

スイス

878

0.8

n.a.

その他

10,150

▲ 4.1

その他

9,601

8.6

▲ 1.4

9.7

全世界
合計

111,716

全世界
合計

105,735

9.6

▲ 3.7

その他

17.4

全世界
合計

100

9,736
116,011

1.0

8.4

21.8 オランダ

▲ 3.7

（注）全世界合計は実行額の使用ベース、各国・地域は実行額の投入ベース。バージン諸島、ケイマン諸島などの自由貿易港を経由
して当該国・地域へ投資された金額を含む。国・地域別の対中投資（実行ベース）の発表は 2009 年の途中から、各国・地域のデー
タにタックスヘイブン経由の対中投資額が含まれるようになった。出所は CEIC。
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と増えている。2012 年の日本の投資額約 74 億

ア、バングラディッシュなどに流出させたも

㌦は過去最高水準であり、この数字を見る限

のと推測できる。

りでは昨年秋の尖閣列島問題の影響はみられ

2012 年の非製造業への投資で最も大きな金

ないが、今後の日本の対中投資の動向に変化

額 を 占 め る の は 不 動 産 で あ る。2012 年 の 数

が見られる可能性が高い。

字では非製造業全体の約 4 割を占めている。

世界の国々からの中国への投資は、人件費

2012 年の香港の投資額が対前年比▲ 7.4% と

D¬ÊÄ¤
¡ÁihjɬĹY`ylgȂɹfR~E
上昇や人手不足の深刻化を受け、労働集約型
なっているが、香港からの不動産投資減がか
なり影響していると思われる。不動産への投
の製造業企業を中心に、投資先をアセアンな
 ǅl̆͐ɄqlǶ̴fȪyƕRi͢Ίřx~lmòōʕfK~E
 ǅlȑƝ
ど中国以外に分散させる動きがみられ、企業

資の減は、更に住居関連サービスが▲ 38.2%

の対中国進出ラッシュは終わったとの声も聞

にも影響が及んでいる。

fm̆͐ɄĲĒlˆ ņřxeL~EΐɺlǶ̴ΊQƭńǅəC giceL~QD
òōʕǶ̴mńǅəC
 giceL~lmΐɺP|lǶ̴ɷQPi}ǖYeL~gǠ
かれる。
中国政府が住宅価格の上昇抑え込みを強力
一方、業種別対内直接投資の推移（表 1 参照）
に進めており、その影響が様々な分野への投
~EòōʕqlǶ̴lɷmDȧjđƷͭ͑Í¯QC
 jyǖQŢfL~E
では、製造業が▲ 6.2% に対し、非製造業▲ 2.1%

資減に影響しているといえる。

療関係が▲ 20.1% で最も大きく、次いで繊維
ɷjǖYeL~gLN~E

2011 年の▲ 37.2% と比べると大きく増えてい

íȘDǌ̖Ʉmńǅə gĎoeO}D 

ǅlC  gər~gƕRTƍNeL~E

÷ƁȎǉQđƠėȾlðȞǵN͆vǒŇj͓xeO}D^lǖQɉFiĺ͡qlǶ̴
となっている。製造業の落ち込みの中では医
一方、建設業は前年比 28.9% と伸びており、
の▲ 17.5% で、繊維は 2 年連続の減少となっ

ているが、人件費の高騰が、労働集約型産業

る。これは鉄道を始めとしたインフラ整備を

部分的に再開した結果投資増加に繋がったと

Wmͣ͗ƚxgY`Ê±ÄȒĤ͝ĺʠjĸͫY`ˎȹǶ̴ƍŉj˞Qc`gȂɹ
の代表である繊維業をチャイナプラスワンと
推測される。
呼ばれる人件費の安いミャンマー、カンボジ
X~E

ÑĹǰÒCEIC/ ¥ÈG͎ŸǐƊH
 （出所）CEIC/ ジェトロ「通商弘報」

÷Ɓ͢˿lɾƄÅ 
AJEC Warm TOPIC VOL111（2013. MAY）
 ÷ƁlĜʖŇD͢˿ɏͭlò˷ĦɌŹΉDƅȘȎǉlĦŎŹΉť}ðV~̔þQƍN

5

eL~EGɐlĦŎśɏm÷ƁPHDG÷Ɓ ʨƒl͢˿śɏ̡HgLc`̉ĹYy ȫP|

えーじぇっく

NEWS L E T T E R

Warm TOPIC

中国金融の潜在リスク

約 67 兆円）に上る投資を、鉄鋼、セメント、
造船、電解アルミ、板ガラス、コークス、太

中国の信用力、金融機関の不良債権問題、
地方政府の債務問題を取り上げる記事が増え

陽光パネル、風力発電など様々な分野で行っ

ている。「次の債務危機は中国か」
、
「中国

真

た。その結果生産能力過剰となり、今、古い

夏の金融危機説」といった見出しも 4 月から

設備の廃棄、業界の再編・淘汰が進められる

みられるようになった。

こととなり、それが不良債権増加につながっ
ているのである。

新華社によれば、2012 年末の商業銀行の不

しかし、最も心配されている、地方政府傘

良債権と純利益は下記のような数字となって

下の地方融資プラットフォームである。不動

いる。
銀行名

不良債権

産融資関連の不良債権は殆ど表面化されてお

純利益

金額
前年比
金額
伸び率
（億元） （億元） （億元） (%)

らず、不動産価格の急激な低下が起これば、
それらが一気に表面化するのではないかと危

中国銀行

654.48

21.74

1455.22

12.20

建設銀行

746.18

37.03

1936.02

14.13

工商銀行

745.75

15.64

2385.32

14.53

交通銀行

269.95

50.27

583.73

15.05

農業銀行

858.48 ▲ 15.10

1451.31

19.00

7746.29

14.90

になっている。ただ、この数字には地方融資プ

647.00 12400.00

18.90

ラットフォームの数字は含まれていない。中国

5 大銀行

3274.84

全銀行合計 4929.00

109.40

惧されている。
国際通貨基金（IMF）によると、中国の公
的債務の GDP 比率は昨年末時点で 22%、日本
の 236% や米国の 107% に比べ大幅に低い水準

の審計署（会計検査院）は、こうした地方政府

（出所：新華社）

5 大国有銀行の不良債権額合計は 3274.84 億

の「隠れ借金」が 2010 年末で 10 兆 7000 億元

元（約 5 兆 4559 億円）
、全銀行の不良債権合

（約 178 兆円）に上ると発表、しかし、実態は

計は 4929.00 億元（約 8 兆 2117 億円）となり、

この数値を大幅に上回るとみられる。中国の有

それぞれは純利益の 42%、40% に達しており、

力証券会社の「隠れ借金」の推定額は 15 兆元

銀行の経営としては決して良好とはいえない。

から 20 兆元という見通しを示している。これ

今回の不良債権には、長江デルタを中心と

らを反映させると中国の政府債務が GDP 比で

した製造業、卸・小売業の不良債権が多い。

50 ～ 60% に跳ね上がる。このほか、旧鉄道省

この地域の中でも浙江省は中小企業が多く、

の鉄道建設債務や年金債務など公的な借り入れ

担保能力に乏しく、融資を受けるため企業同

も加えると GDP 比は 90% を超える。

志が相互保障のケースが多く、1 企業の破綻が

5 月末、格付け会社フィッチ・レーティング

連鎖倒産を誘発、不良債権を増大させやすい

スは、中国の銀行およびその他金融機関によ

構造となっていたからである。

る与信総額は 2012 年、GDP の 198% となった

製造業関連の不良債権の増加の背景には、

と発表した。この数字は中国専門家の間でも

生産能力過剰問題がある。2008 年のリーマン

流石に高すぎるという声は多いが、中国の発

ショックを受けて、中国政府は 2008 年末から

表数字そのものに対する不信感があるだけに

2010 年まで 4 兆元（現在の為替で計算すれば

「隠れ借金」問題は当面続きそうである。
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【台湾関連】

光半導体製造（ASE）
同社は早ければ今後 5 年間で台湾域内に 500

［1 台湾ドル＝約 3.41 円、 2 ヶ月前に比べ約 5.32% の台
湾ドル高・円安］

億台湾㌦（約 1705 億円）超を投じる。本社

台湾企業も脱中国の動き

工場のある南部の高雄市を中心に工場を新

中国での労働賃金の上昇やストライキの多

増設し、将来の社員数も現在の 3 万人から 6

発に加え、台湾の馬政権が打ち出した投資誘

万人に倍増させる。

致策もあり、中国に進出した台湾企業は事業

２．スマホ向け光学レンズ大手の大立光電（台

拡大を抑え、台湾への投資を増やし始めてい

中市）

る。前述の中国向け直接投資一覧表でも 2012

同社は台湾中部での生産を決定、現在工場

年の台湾からの投資は前年比▲ 8% で、順位も

用地を選定中。

2 位から 4 位に下げていることがわかる。

３．パソコンなどの金属筺体大手の可成科技

投資誘致策とは、昨年 11 月から始めた企業

同社は台湾南部を中心に工場を新増設を検

の U ターン投資制度で、投資認可から 3 年以

討中。

内に実行するのであれば 100 億台湾㌦（約 341

４．自転車用タイヤ世界 3 位で西部彰化県に

億円）までの銀行融資、土地取得の情報提供、

本社を置く建大工業

従業員の職業訓練支援などの優遇措置が受け

同社は、100 億台湾元（約 310 億円）を投じ

られ、通常 10 ～ 35% が上限の外国人労働者雇

て県内に自動車用タイヤ工場を新設する計

用者比率も最大 40% まで認めてもらえるとい

画。

うもの。同投資誘致策発表後 5 カ月間で、台
湾企業 26 社が地元での事業に計 1740 億台湾

【アセアンその他】

㌦（約 5933 億円）を投じる計画案を提出、目

１マレーシアリンギ＝約 32.60 円 （5 月 31 日の為替）

標額の約 9 割まで到達しており、約 2 万 6000

マレーシアの総選挙結果と経済

人の台湾人の新規雇用が期待できるという。

5 月 5 日行われたマレーシア議会下院選挙

台湾企業は 2000 年代初めから人件費の安い

で、ナジブ首相率いる与党連合は過半数を獲

中国への投資を加速させた。その結果、台湾

得、55 年間続いた政権を維持した。政治の安

国内生産の空洞化に加え、優秀な技術者の海

定は海外から同国へ投資をする上で重要なポ

外流出問題も続いていた。

イントであり、先ずはそれをクリアーしたと

しかし、中国では製造業従事者の平均月収が

いえる。今回の選挙結果、ナジブ政権は財政

2012 年 1 月～ 9 月期に 499㌦と 5 年前からほ

赤字を図りつつ、2020 年までに 4440 億㌦（約

ぼ倍増。同期の台湾の最低賃金は 633㌦だが、

44 兆 4000 億円）をインフラ投資に支出する計

5 年間の伸び率は 5% に留まっており近々中国

画を推進していくこととなる。

賃金が台湾を上回るとの見方も出てきている。

マレーシアの概要は下記の通り。
（JETRO

今回、台湾国内への投資を申請した代表的

資料より）

企業は下記。
１．半導体の封止・検査で世界最大手の日月
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日本は▲ 72.4% ではあるが、国別では首位

一般的事項

を維持。案件数は 62 件で、新規がその内 20

国・地域名 マレーシア Malaysia
面積

329,735 平方キロメートル（日本
の 0.87 倍）

件だった。業種別では、ゴム製品（エコタイ

人口

2,855 万人（2011 年、出所：マレー
シア統計局）

器（4 億 5720 万リンギ、9 件）
、プラスチック

首都

クアラルンプール 人口 165 万
5,000 人（2010 年上半期）

製品（4 億 3030 万リンギ、6 件）
、電気・電子

言語

マレー語、英語、中国語、タミー
ル語

出版（1 億 9300 万リンギ、1 件）であった。

宗教

イスラム教、仏教、ヒンドゥー教、
キリスト教など

資とは、大規模な鉄道網の整備、シンガポー

公用語

マレー語

ルのオーチャード・ロードに匹敵するショッ

ヤ製造など 9 億 8480 万リンギ、6 件）
、輸送機

製品（3 億 4480 万リンギ、19 件）
、製紙・印刷・
上述のナジブ政権による 4440 億㌦規模の投

ピングエリアの建設、石油貯蔵施設の拡張な

同国の投資開発庁（MIDA）が今年 2 月に

どが予定されている。

発表した 2012 年製造業分野の直接投資認可額

本年度の成長率は、こういった大型公共工

は前年比 26.8% 減の 410 億 5240 万リンギ（約

事の動きもあり昨年の 5.6% 成長をキープし 5.0

1 兆 3383 億円）で、このうち外国からの投資

～ 6.0% になるとバンクネガラ（中央銀行）は

額は前年比 39% 減の 208 億 4540 万リンギ（約

発表した。産業別では建設業が 15.9% の成長

6796 億円）。

率で経済成長を牽引する見込みだ。次いで好
調な内需に支えられた小売流通業の新規開店

2012 年
国・地域

金額
シェア
（100 万
（%）
リンギ）

が加速し 5.5%、新油田・ガス田の生産開始と

前年比
（%）

日本

2792.9

13.4

サウジアラビア

2648.0

12.7

22.0

シンガポール

2214.6

10.6

▲ 10.6

中国

1977.8

9.5

65.6

韓国

1637.0

7.9

▲ 68.4

合計（その他含む） 20845.4

100.0

▲ 39.0

中国のエネルギー需要の高まりで生産が増加
する鉱業が 5.0% の成長予測である。

▲ 72.4

好調なフィリピン経済
１フィリピンペソ＝ 2.39 円

フィリピン政府が発表した今年 1 ～ 3 月の
実質国内総生産（GDP）は、個人消費の牽引

（出所：MIDA）

で 7.8% という高い経済成長である。この数

内外の投資額が前年度を下回った要因は、

字は中国の 7.7％を上回り、アジアの新興国で

マレーシアへの投資が労働集約型産業や組立

トップの高成長となった。

など低付加価値産業から航空宇宙、半導体、
太陽電池、機械設備、バイオテクノロジー、
医療機器、石油化学製品といった新産業など
の高付加価値産業へと転換する過程にあると
ムスタパ国際貿易産業相は述べている。
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ただ、インフラの未整備は投資環境上の大

GDP 成長率

国名

成長率（%）

フィリピン

7.8

中国

7.7

インドネシア

6.0

タイ

5.3

ベトナム

4.9

インド

4.5

きな問題。日本・フィリピン両国政府は今年
3 月総額 236 億ペソ（約 564 億円）で鉄道や
空港などのインフラ整備実施を決定した。支
援の内訳は 231 億 9000 万ペソが低利融資、4
億 4300 万ペソが無償資金援助。事業別ではマ
ニラ首都圏の鉄道 2 路線の拡張事業に 185 億
6000 万ペソ、中部ビサヤ地方パングラオ島の
空港整備事業に 46 億 3000 万ペソとなってい

フィリピンの概要は下記（JETRO 資料より）

る。また、無償資金援助は北部ルソン島のイ
一般的事項

フガオ州とイサベラ州の小規模水力発電所の

フィリピン共和国 Republic of the
国・地域名
Philippines

建設に充てられる。
日本政府は今回の支援が、首都マニラの渋

面積

300,000 平方キロメートル

人口

9,586 万人（2011 年、出所：IMF）

滞解消や大気汚染防止につながるほか、再生

首都

マニラ首都圏（NCR）人口 1,186
万人（2010 年センサス）

可能エネルギーの利用促進により農地の保護
が可能となり、フィリピンの持続可能な経済

言語

フィリピノ語、英語、セブアノ語
など

成長に貢献できるとしている。

宗教

カトリック教（82.9％）、イスラム
教（5.1％）など

公用語

フィリピノ語、英語

CLM とは
CLM とはカンボジア、ラオス、ミャンマー
の頭文字をとったもの。この 3 国は他 ASEAN

フィリピンは人口の 1 割を超える 1000 万人

諸国に比べ人件費が安く、労働集約型企業の

以上が海外で働いており、この 10 年で 40% 程

進出が多い地域であるが、現在新たな産業の

度増えている。最近は、技術者や船員といっ

進出も始まっている。

た賃金の高い職種も増えており、それが海外

米国ゼネラル・エレクトリック社は 5 月 23

からの送金額増にもつながっている。日本企

日ヤンゴン事務所を開設した。同社は医療機

業はこの内需の強さを狙って進出している。

器や発電所向けタービンのビジネスを開始し

ファミリーマートは 4 月に 1 号店を出店。5 年

ている。コカ・コーラは昨年 9 月 60 年ぶりに

以内に 300 店舗を予定している。

ミャンマー向けに出荷を始めた。その他、デ

フィリピンへの投資は、英語を話す労働者

ンマークのカールスバーグ、オランダのハイ

を確保できること、ストライキなど労働争議

ネケンのビール会社がヤンゴンで合弁会社を

の発生が非常に少ないこと（2012 年のストラ

設立、2014 年からビールの現地生産を開始す

イキ発生件数は 3 件）
、最低賃金に近い給与条

る。

件で雇用でき、素直でかつ親日的で労務管理

カンボジアにはカナダのマニュライフグ

がしやすいといった点である。

ループが保険業務で進出、ラオスでは昨秋に
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米国商工会議所が発足、既に 14 社が加盟して
いる。
中韓勢はこれら動きに先んじて進出してお
り、ミャンマーでガス田や発電所、カンボジ
アとラオスではビルや商業施設の大型開発を
手掛けている。
長らく戦火や政治混乱が続いた CLM であっ
たが、昨今の民主化の動き、経済特区の整備、
インフラ整備の推進、低賃金労働者の存在な
どもあり、これから加速度的な変化がみられ
よう。
（杉山

正樹

sugiyama@hokkeiren.gr.jp）
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