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時の動き
（2013 年 1 月 16 日～ 2013 年 3 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　TOPIC 誌上に「時
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 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 3 月 15 日のレートです。

【ロシア関連】
［1 ルーブル＝約 3.13 円、2ヶ月前に比べ約 6.46% のルーブ
ル高・円安］

2018 までのロシア連邦政府活動方針
　2013 年 1 月 31 日、連邦政府拡大会議の席
でプーチン大統領は、アジア太平洋地域への
輸出を担う企業の誘致に力を入れると同時に、
WTO 加盟に伴う利点を活かす必要があると述
べた。
　一方、直近の失業率は 5.4% と過去に前例
がないほど低く（過去 10 年の平均失業率は
7.45%）、別の言い方をすれば労働力に余裕が
なく、今後人材育成への投資、労働生産性の
向上や設備更新への投資は国の経済成長に
とって重要性がましてきており、これからは
単に雇用の場を増やすのではなく、高い賃金
の雇用を増やす必要があるとしている。
　同時にメドベージェフ首相が「2018 年まで
のロシア連邦政府の活動方針」を発表。
　石油などの天然資源輸出中心とした経済成
長モデルは失われたとし、2018 年までの新た
な政策を基に年率 5% 以上の成長率を目指すと
いう目標を設定した。同方針は、2013 年から
2018 年までの政策のプライオリティ及び課題、
目標を掲げるもので、各省庁は、今後 5 年間
にわたってこれを指針として各種政策を立案

して行くこととなる。
　重点項目として次の10の分野を取り上げた。
１．ビジネス環境

・2015 年までに民間企業などの投資額を
GDP の 25% の水準に引上げ

・2018 年までに民間企業などの投資額を
2012 年の 2 倍に

２．経済の開放
・WTO, 関税同盟、ユーラシア経済共同体と

の連携を強化
・極東・シベリアにアジア太平洋地域向け

新ビジネス拠点を形成
３．技術革新

・競争力をもつ科学・研究部門の創出、そ
の成果の商業化

・2016 年までに研究開発費を GDP の 2% の
水準に引上げ

４．既存産業の更なる発展
・自動車、医薬品、医療機器などの分野で

グローバル企業との連携を推進
・石油ガス分野に先進技術を導入、大陸棚

開発を推進、
・2018 年までに非エネルギー産業の輸出を

2012 年の 1.5 倍に
５．農業振興

・2018 年までの農業生産を年率 2.5% 以上の



2

えーじぇっく
N E W S L E T T E R Warm TOPIC

AJEC Warm TOPIC VOL110（2013. MARCH）

増加に

６．インフラ整備
・輸送の質と量の改善（2018 年までに輸出

向け輸送サービス取扱量を 1.8 倍に）
・国内航空網の整備・近代化、北極海航路

の発展
・熱エネルギー源及びその供給網の近代化
・地域間のデジタルデバイドの解消
７．住宅問題の解決

・行政手続きの簡素化、エコノミー住宅の
建設、地価引き下げによる住宅費の削減

８．教育・医療水準の向上
・多子家庭に対する補助の強化
・2016 年までに就学前児童（3 ～ 7 歳）施

設の 100% 需要充足
・強制医療保険の導入
・小児医療、周産期医療の改善
・自然科学、数学、文学、外国語教育の強化・

充実
・社会・文化施設のバリアーフリー化
・安定的かつバランスのとれた年金保障
９．地方の発展

・投資プロジェクトを巡る地方間競争の促進
・中央・地方の予算バランスの改善
・極東でのハイテク産業の育成・強化（航空機

製造、造船、自動車、原料加工など）
・北コーカサスにおける観光レクリエーションク

ラスターの育成・強化
10．国家管理システムの改善

・オープンガバメントの推進
・様々な手続きがワンストップで出来るよ

う改善（同改善が 2016 年までに国民の 9
割に浸透）

・電子政府の推進（同サービスが 2018 年ま

でに国民の 7 割に浸透）

ウラジオストクLNG 基地建設が正式決定
　国営ガスプロムは、ウラジオストク市街か
らアムール湾を挟んで対岸に位置するロモノ
ソフ岬に液化天然ガス（LNG）プラント建設
に関する事業化調査を開始し、建設実現のた
めの具体的投資に移行することを発表した。
年間生産能力は、LNG500 万㌧のラインを 3 本
の計画で、第一ラインは 2018 年に始動、市場
動向も見つつ増設を進め、第 2、第 3 のライン
の完成時期は 2020 年と 2025 年を目標とする。
　ウラジオストクでのプラント建設費は約
2200 億ルーブル（約 6900 億円）とみられてい
る。事業化調査には伊藤忠商事、丸紅、日本
石油資源開発（JAPEX）が参加、また、昨年
9 月のウラジオストク APEC サミットでは日
本の資源エネルギー庁とガスプロムが投資と
マーケッティング分野での協力に関する覚書
に署名している。年内には LNG 基地建設のた
めの会社設立の予定。原料はサハリン州、サ
ハ共和国、イルクーツク州の鉱床からパイプ
ラインで輸送されてくる。
　現在ロシアの LNG は、2009 年に稼働したサ
ハリン２のプラントで年間 1000 万㌧余りが生
産されており、その 3 分の 2 を日本が輸入し
ている。

2012 年ロシアの主要貿易相手国
ロシア税関局が 2012 年の貿易統計（速報値）

を発表した。最大の貿易相手国は中国で 2010
年以降 3 年連続となり、貿易額は 5.1% 増の
875 億㌦でロシア全体の貿易額の 10.5% を占め
る。
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中国への輸出が 2.0% 増の 357 億㌦、中国か
らの輸入は 7.4% 増の 518 億㌦である。

2 位がオランダで、貿易額は 20.6% 増の 827
億㌦に達した。輸出が 22.4% 増の 768 億㌦で、
輸入が 0.9% 増の 60 億㌦だった。

日本は前年の 9 位からアメリカを抜いて 8
位の貿易相手国となった。ロシアの数字では
貿易額は 312 億㌦で前年比 5.3% 増となってい
る。一方日本の財務省発表の速報値では 335
億㌦となり前年比 8.8% 増である。日本の統計
で内容をみてみると、日本のロシアへの輸出
は7.1%増の126億㌦、ロシアからの輸入が9.8%
増の 208 億㌦で、ロシアへの輸出の主要商品
のベスト 3 は自動車（中古車を含む）が輸出

の 62.1% を占め 1 位、2 位が建設・鉱山用機械
で 5.7%、3 位はゴムタイヤ・チューブで 4.2%
となっている。一方ロシアから日本への輸入
の主要商品ベスト 3 は、1 位が原油及び粗油で
輸入の 35.1%、2 位は LNG で 29.8%、3 位が非
鉄金属の 9.1% となっている。LNG は金額ベー
スで 32% 増と大幅に伸びているのが特徴的で
ある。

尚、北陸とロシア貿易の最新情報は、本紙
掲載の「平成 24 年（2012 年）北陸三県貿易統
計」を参照願います。

ロシア税関局発表の 2012 年貿易額速報は下
図のとおり。

【朝鮮半島関係】
［100 韓国ウォン＝約 8.67 円、2ヶ月前に比べ約 3.24% の
ウォン高・円安］

続く韓国ウォン高
　韓国のウォン高が続いている。1 年前に
1.00 米㌦が 1200 韓国ウォンであったものが
現 在 1080 ～ 1100 ウ ォ ン（10% 前 後 の ド ル
安・韓国ウォン高）となっている。韓国では
最近の韓国ウォンと米ドル為替の動きについ

ては、「リーマンショック以降のウォン安修正
局面」というよりは財政危機にあるユーロ圏
など海外に比べて良好な韓国経済の状況を反
映しウォンの価値が見直された結果との見方
が一般的である。しかし、今回のウォン高は
輸出企業の輸出を減少させ、採算の悪化を招
くなど悪影響を懸念する声が増えている。韓
国の主力輸出品目である、自動車、エレクト
ロニクス、機械などは日本製品と類似してお

2012 年のロシアの貿易相手国上位 10 ヵ国

( ロシア税関局発表　速報値 )
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（100万ﾄﾞﾙ）
総額 輸出 輸入 収支

前年
100

シェア
％

前年
100

シェア
％

前年
100

シェア
％

全世界 837,294.9 101.8 100.0 524,727.5 101.6 100.0 312,567.4 102.2 100.0 212,160.1
1.中国 87,508.8 105.1 10.5 35,719.7 102.0 6.8 51,789.1 107.4 16.6 ▲ 16,069.4
2.オランダ 82,739.7 120.6 9.9 76,763.1 122.4 14.6 5,976.5 100.9 1.9 70,786.6
3.ドイツ 73,868.1 102.8 8.8 35,593.0 104.2 6.8 38,275.1 101.6 12.2 ▲ 2,682.1
4イタリア 45,840.8 99.5 5.5 32,428.2 99.3 6.2 13,412.6 100.1 4.3 19,015.6
5ウクライナ 45,146.5 89.2 5.4 27,179.4 89.1 5.2 17,967.1 89.3 5.7 9,212.3
6.ベラルーシ 35,726.4 90.6 4.3 24,421.6 98.0 4.7 11,304.7 77.9 3.6 13,116.9
7.トルコ 34,217.5 107.9 4.1 27,413.3 108.1 5.2 6,804.2 107.0 2.2 20,609.1
8.日本 31,220.0 105.3 3.7 15,570.5 106.3 3.0 15,649.5 104.2 5.0 ▲ 79.0
9.米国 28,280.6 91.2 3.4 12,694.1 78.9 2.5 15,316.6 105.0 4.9 ▲ 2,352.5
10.ポーランド 27,350.4 97.6 3.3 19,878.0 93.0 3.8 7,472.3 112.3 2.4 12,405.7  

(ロシア税関局発表 速報値) 

 

【朝鮮半島関係】 

[100 韓国ウォン＝約 8.67 円、2 ヶ月前に比べ約 3.24%のウォン高・円安]  

続く韓国ウォン高 

 韓国のウォン高が続いている。1 年前に 1.00 米㌦が 1200 韓国ウォンであったものが現在 1080～

1100 ウォン（10%前後のドル安・韓国ウォン高）となっている。韓国では最近の韓国ウォンと米ドル為

替の動きについては、「リーマンショック以降のウォン安修正局面」というよりは財政危機にあるユー

ロ圏など海外に比べて良好な韓国経済の状況を反映しウォンの価値が見直された結果との見方が

一般的である。 しかし、今回のウォン高は輸出企業の輸出を減少させ、採算の悪化を招くなど悪

影響を懸念する声が増えている。韓国の主力輸出品目である、自動車、エレクトロニクス、機械など

は日本製品と類似しており、海外市場で日本製品との競争上不利となる。ウォンの対ドルレートが

10 ウォン上昇すると、サムスン電子の営業利益は 3,000 億ウォンの減、現代自動車の売上高は

0.3%減になるといわれている。現代自動車は韓国での生産比率が 4 割を超え、その 65%を海外に

輸出しておりウォン高の影響を受けやすい。2012 年 10 月～12 月の連結決算は営業利益が 1 兆

8319 億ウォン（約 1540 億円）となり、前年同期比 12%減った。販売台数は伸びたが、ウォン高が経

営を直撃し、急成長路線に陰りが見えてきている。同社は、ウォン高対策として生産の合理化と同

時に海外生産の拡大を持続的に推進するとしているが、海外生産を短期間に進めることは難しい。

しかし、韓国企業の品質やブランド力など非価格競争力は格段に高まっていること、海外生産が拡

大していることなどにより、ウォン高のインパクトは過去に比べると限定的との見方もある。さらに、 

ウォン高は産業界全体としてはマイナスの影響を及ぼすとみられてはいるものの、ウォン高による次

のようなメリットにも関心が向けられている。 

○企業の海外からの調達コストが軽減される。 

○企業の外貨建て負債の負担が軽減される。 

○世界経済が順調に回復に向かえば、ウォン高による輸出への悪影響は軽減される。 

○内需型製造業やサービス産業ではウォン高メリットを享受できる企業も多い。例えば 
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り、海外市場で日本製品との競争上不利とな
る。ウォンの対ドルレートが 10 ウォン上昇す
ると、サムスン電子の営業利益は 3,000 億ウォ
ンの減、現代自動車の売上高は 0.3% 減にな
るといわれている。現代自動車は韓国での生
産比率が 4 割を超え、その 65% を海外に輸出
しておりウォン高の影響を受けやすい。2012
年 10 月～ 12 月の連結決算は営業利益が 1 兆
8319 億ウォン（約 1540 億円）となり、前年同
期比 12% 減った。販売台数は伸びたが、ウォ
ン高が経営を直撃し、急成長路線に陰りが見
えてきている。同社は、ウォン高対策として
生産の合理化と同時に海外生産の拡大を持続
的に推進するとしているが、海外生産を短期
間に進めることは難しい。しかし、韓国企業
の品質やブランド力など非価格競争力は格段
に高まっていること、海外生産が拡大してい
ることなどにより、ウォン高のインパクトは
過去に比べると限定的との見方もある。さら
に、ウォン高は産業界全体としてはマイナス
の影響を及ぼすとみられてはいるものの、ウォ
ン高による次のようなメリットにも関心が向
けられている。
○企業の海外からの調達コストが軽減される。
○企業の外貨建て負債の負担が軽減される。
○世界経済が順調に回復に向かえば、ウォン

高による輸出への悪影響は軽減される。
○内需型製造業やサービス産業ではウォン高

メリットを享受できる企業も多い。例えば
ウォン高により海外旅行は活発となり、旅
行会社は売り上げが増える。

　一方、日本の円は米㌦にたいし円安が進ん
でおり、韓国ウォンに換算する場合、米㌦や
欧州ユーロを通じて行うので更に大きな変化
となっている。

　本誌では発行月中旬の為替レートと 2 ヶ
月前と比べた通貨の動きを記載しているが、
2012 年 7 月発行の Warm　TOPIC106 号から
の推移は下記。

Vol 発行月 為替
採用日

為替レート
（100韓国

ウォンあたり
の円貨）

2ヶ月前に
比べての変化

106 2012年
７月 7月17日 6.90円 約1%の

円安・ウォン高
107 9月 9月25日 6.94円 －

108 11月 11月16日 7.41円 約6.8%
〃

109 2013年
1月 1月15日 8.39円 約13.2%

〃

110 3月 3月15日 8.67円 約3.2%
〃

　2012 年 7 月 17 日と今年 3 月 15 日では　100
韓国ウォンが 6.90 円から 8.67 円となり、25%
もの円安・韓国ウォン高となっている。
　日本から部品・素材を輸入している韓国企
業には大きなメリットである。また、韓国か
ら日本への観光客は政治の問題が安定すれば
大いに増えること予想される。

新たな経済自由区域の指定 
　韓国政府は、外資企業の優遇を行う特定地
域「経済自由区域」　（注参照）を現行 6 カ所か
ら 8 カ所に増やすことを決定した。追加指定
されたのは、北陸 AJEC が日本側事務局を務
めている北陸・韓国経済交流会議の対象地域

（江原道、慶尚北道、大邱広域市、蔚山広域市）
の一つである江原道の江陵市、東海市にある

「東海岸経済自由区域」と、忠清北道の清原郡、
忠州市にある「忠北経済自由区域」の 2 ヵ所
である。
　「東海岸経済自由区域」の総面積は 8.25㎢で
開発事業費は約 2 兆 9000 億ウォン（約 2500
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億円）で「先端グリーン素材産業の育成」を
ビジョンとして掲げ、非鉄金属・素材、関連
部品産業、観光産業などの関連企業の誘致を
進めていくことになる。
　江原道は 2018 年に平昌（ピョンチャン）で
冬季オリンピックが開催され、更に経済自由
区域に指定されたことで地元は歓迎ムード一
色だ。本経済自由区域が完成すれば、経済波
及効果は約 20 兆ウォン（約 1 兆 7340 億円）
に達すると見込まれている。江原道は、今年 4
月に経済自由区域庁を発足させる方針で、開
発する４つの地区の一つである北坪地区に日
本企業を中心に誘致活動を推進する計画だ。
　ただ、既存 6 カ所の経済自由区域のおける
外資誘致が必ずしも順調ではないことから、
新たに 2 ヵ所追加指定したことに否定的な見
方もある。経済自由区域は進出した外資企業
は、租税減免や賃貸料減免といった恩典が受
けられるが、外資企業に進出する地域を指定
するのではなく、望む所にどこでも自由に進
出できるようにすべきであるという意見もで
ている。
　今年の北陸・韓国経済交流会議は第 14 回目
で韓国での開催である。場所は大邱広域市で
11 月 20 日～ 23 日の開催予定である。その時
までには江原道の経済自由区域の計画がより
はっきりとしたものになっているであろう。

（注）経済自由区域とは：
　経済自由区域 (Free Economic Zones) は、外国人投資企
業の経営及び生活環境を改善し、各種の規制緩和により企
業の経済活動の自由性と投資誘因を最大に保障することに
よって、外国人投資を積極的に誘致するための特別経済区。
多様な税制特典・自由な経済活動のための規制緩和、便利
な生活環境と簡易な行政サービスの提供で自由で幅広い企
業活動が保障されている。

【中国関連】　　
[1 人民元＝約 15.47 円　、2 ヶ月前に比べ約 8.41% の人
民元高・円安 ] 

習・李　新体制の誕生 
　中国の第 12 期全国人民代表大会（全人代）
が 3 月 5 日に始まり、中国の国家主席に習金
平氏、首相に李克強氏を選出し 17 日に閉幕し
た。昨年秋の共産党大会で動き出した「習・
李体制」が、いよいよ本格的にスタートする。
習・李新体制は前指導部から、急速な経済成
長のひずみとして顕在化した一連の課題を引
き継ぐこととなる。平均で年 10% 前後の「高
度成長」が終わり、中国経済は持続的な安定
成長を模索する局面に入った。安くて豊富な
労働力を支えに、輸出と公共投資で引っ張る
成長モデルはもう通用せず高度成長が生んだ
次のようなゆがみに直面している。
１．貧富の格差拡大

　前号でも記載した 2012 年のジニ係数が
0.474 を記録するなど、農村部と都市部の住
民との間で顕著な貧富の格差がある。農村
での 1 人当たりの所得は都市住民の 3 分の 1
に満たない。持続的で安定した内需主導の
成長に転換するには、先ず格差を縮小して
中間層の厚みをます必要がある。格差対策
の一つとして 2 月に発表された「収入分配
制度の改革深化に関する若干の意見」とい
う文書がある。労使関係や税制、社会保障
などの面から、低所得者の収入増や富裕層
の収入の適正化を目指すとしている。「もい
らいすぎ」との批判の多い国有企業の幹部
への報酬については、管理と抑制を強化す
るとの方針も示されている。
　税制面でも資産課税の強化が目立つ。上
海などの一部地域で試験的に実施している
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不動産税（固定資産税の一種）の対象地域
を徐々に広げる。日本の相続税のような税
金は今の中国にはないが、新たに遺産税（相
続税にあたる）について「適切な時期に徴
収を始める研究を開始する」とした。これ
らの具体化にあたっては、国有企業の幹部
ら既得権益をもっている勢力が強く反対し
ているとされ、どこまで実効性のある格差
対策が打ち出されるか、習近平政権の指導
力を注視したい。

２．環境・住宅・食の安全の問題
　今回の全人代で異例の動きがあった。それ
は人事承認の投票で環境保護や住宅問題を
担当する閣僚への反対票が約 7% と今までに
ない水準に達したのだ。全人代の代表は共産
党の推薦で事実上選ばれる。にもかかわらず
批判票が集中したことは、大気汚染をはじめ
とした環境問題や住宅価格の高騰といった
国民の不満を、全人代の代表が代弁せざるを
得なくなっているためだ。また、全人代専門
委員会の一つ、環境資源保護委員会の人事案
については有効票に対する反対・棄権票の合
計割合が 33% と極めて高かった。
　中国では経済発展を優先させた結果、大
気や水、土壌の汚染、住宅価格の高騰、食
の安全など国民の身近な分野での問題が深
刻になっている。
　食の安全に関しては 2 月末に開かれた中
国共産党第 18 期中央委員会第 2 回総会でも
議論され、各省庁に分散している食品と医
薬品の安全管理機能を吸収し、「国家食品薬
品安全監督管理総局」を新設する計画になっ
ている。李首相も閉幕後の記者会見で、環
境や食品の安全が国民の関心が高い問題で
あるとし、深刻化する大気汚染について「さ

らに大きな決意と行動で管理する」と強調
した。

３．汚職・腐敗の根絶
　国民から厳しい批判を浴びる共産党幹部
や官僚の汚職・腐敗についても、「われわれ
は社会やメディアの監督を受け入れる」と
述べ、厳格な取締と、監視システム構築を
急ぐことを明言。公正な社会を目標に掲げ、

「国民に平等な機会を与えるよう努力する」
と約束した。

　2020 年までに国内総生産（GDP）を 2010 年
の二倍にするとの公約達成のため、年率７%
以上の成長率を維持すると確約し記者会見を
終了。
　このような様々の課題を習・李新体制は解
決していかねばならない。解決が遅れれば遅
れるほど社会不安が増し、中国経済が失速、
世界に大きな影響を及ぼすことになる。新体
制の指導力に期待せざるを得ない。

中国の成長に五つの問題
　中国国家情報センターは 2013 年の経済成長
に五つの問題を考慮する必要があると指摘し
た。
１．生産能力の過剰

　主な原因は需要の鈍化がもたらす経済の
下振れ圧力と企業の生産能力の過剰にある。
　生産能力過剰については鉄鋼の設備過剰
も深刻である。業界団体によると、2012 年
は 23 社で赤字に陥り、その合計額は約 290
億元（約 4300 億円）に達した。鉄鋼市況が
足元では回復の兆しもあるが、赤字環境下
でも再編や設備過剰の解消の動きはみられ
ない。地方経済の屋台骨である鉄鋼メーカー
を地方政府が下支えする構造問題を抱えて
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いるからだ。
２．不動産価格の上昇

　今後の都市化推進に関係し、住宅価格が
引き続き値上がりするようなことになれば、
その進展が妨げられる。一方、不動産価格
が落ち込んだ場合も、過去の不動産投資が
大きな問題となる。上海市統計局が発表し
た不動産概況によると、2012 年の新築住宅
販売面積は前年比 8.1% 増で 3 年ぶりに増加
に転じた。住宅ローン金利引き下げや結婚
ブームによる需要増で昨年 10 月から市場が
動き出した。価格も前年比 3.1% 増で過去最
高の 2010 年に次ぐ高水準だった。
　今年 1 月末に不動産業界団体が公表した

「2012 年～ 13 年度中国不動産市場レポート」
は、2013 年の不動産価格は緩やかに上昇す
ると見込んでいる。
　今年 2 月に中国国家統計局が発表した主
要 70 都市の住宅価格も 9 割を超える 66 都
市で上昇となっている。上昇都市の数は 1
月の 53 都市から急拡大しており、不動産市
場の過熱が全国に広がっている。習近平指
導部が掲げる都市化政策への期待感や、景
気の持ち直しから不動産開発が拡大。さら
に住宅価格の高騰を抑えるために政府が引
き締め策強化に動くとの観測が広がり、駆
け込みの取引が増加。かえって価格を押し
上げる格好となった。

３．地方政府の債務リスク
　地方政府の財政問題が解決しなければ、
地方政府傘下の資金調達プラットフォーム
の債務返済が滞り、地方政府発行の事業債
価格は下落。地方政府のインフラ建設投資
持続が不可能になる。

４．特定地域の金融リスク

　中央経済工作会議は財政政策の拡大と穏
健な金融政策を打ち出したが、財源に限度
がある。今後のインフラ整備には地方政府
の資金的バックアップが必要であるが、中
央政府による支援が可能か疑問。

５．企業の在庫削減による投資減
　経済成長は企業の投資によって支えられ
ている。しかし、企業はまず在庫の削減問
題を優先するため、新たな投資は期待しに
くい。

　今後、上記 3.4.5 の指摘事項についての動き
もしっかりと把握して行かねばならない。

2012 年の日中貿易
　財務省の貿易統計によると、2012 年の日中
貿易は次のような数字となった。

円ベース 米㌦ベース
（JETRO が換算）

日本の輸出 11 兆 5110 億円
（10.8% 減）

1447 億 944 万㌦
（10.4% 減）

日本の輸入 15 兆 337 億円
（2.7% 増）

1889 億 5498 万㌦
（3.0% 増）

貿易総額 26 兆 5447 億円
（3.6% 減）

3336 億 6442 万㌦
（3.3% 減）

　貿易総額と日本の輸出はリーマンショック
後の 2009 年以来 3 年ぶりに減少。輸入は過去
最高を更新したものの、伸びは 3% 程度と 1 桁
台に鈍化した。この結果、日本の対中国貿易
赤字は前年比 2.0 倍に拡大、米㌦ベースで 442
億 4553 万㌦と初めて 400 億㌦を突破した。
　2012 年の対中輸出は、中国経済の減速によ
る国内需要の低迷、反日デモや円高などの影
響により一般機械や自動車、自動車部品、原
材料など多くの品目で減少。
中国からの輸入は、スマートフォンを中心と
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した通信機などの電気機器、自動車の部品を
中心とする輸送用機器、食料品などが増加。
　一方、日本の世界貿易は 0.9% 増となり、日
本の対世界貿易に占める中国のシェアは 19.7%
と 2011 年 の 20.6% か ら 0.9 ポ イ ン ト 低 下、
2008 年以来 4 年ぶりに 20% を下回った。中国
は国、地域別でみて、貿易総額、輸出額、輸
入額とも引き続き日本の相手先として 1 位だ
が、輸出のシェアは 18.1% と 2011 年比で 1.6
ポイント低下、輸入シェアも 21.3% と 0.2 ポイ
ント低下した。

【台湾関連】
［1 台湾ドル＝約 3.24 円、　2 ヶ月前に比べ約 5.88% の台
湾ドル高・円安］

台湾の自動車産業
　台湾の自動車業界団体の台湾区車輌工業公
会の発表によると、2012 年の自動車生産台数
は前年比 1.2% 減の 33 万 9038 台、販売台数（輸
入車を含まず、輸出車を含む）は 0.1% 増の 34
万 985 台となった。内、台湾域内の販売台数
は 5.5% 減の 27 万 78 台、輸出は 29.4% 増の 7
万 907 台と急伸した。生産・販売台数は、リー
マンショックの影響から回復をみせた 2009 年
から 3 年連続で２桁の伸びを示していたが、
2012 年には世界経済の低迷を受け台湾経済の
成長も鈍化、域内の自動車の生産・販売は前
年割れとなった。

メーカー 2011 年 2012 年
シェアー 前年比

（台） （台） （％） （％）
国瑞汽車

（トヨタ） 156,917 173,619 51.2 10.6

中華汽車
（三菱） 　60,099 　53,707 15.8 △ 10.6

裕隆汽車
（日産） 　56,371 　46,121 13.6 △ 18.2

福特六和
汽車

（フォード）
　37,467 　31,199 　9.2 △ 16.7

台湾本田
汽車 　19,267 　18,532 　5.5 △ 3.8

三陽工業
（現代） 　12,384 　15,356 　4.5 24.0

その他 791 　　504 　0.1 △ 36.3

合計 343,296 339,038 100.0 △ 1.2

（出所）台湾区車輌工業同業公会資料をもとに作成 

【その他】
タイの車生産世界 10 位に躍進
　タイ工業連盟（FTI）自動車部会は、2012
年の自動車生産台数は 245 万 4000 台となり、
自動車生産国として世界 10 位になったと発表
した。東日本大震災とタイの大洪水に直撃さ
れた 2011 年を 100 万台近く上回り前年比 68%
増を達成した。
　2011 年の大洪水で直接被害を受けたホンダ
が 2012 年 3 月末に生産を再開したほか、他社
もそれぞれ生産能力を増強させた。三菱が 3
月に第3工場を稼働させエコカー「ミラージュ」
の生産を開始、スズキはタイ初の四輪車工場
を稼働させ、3 月からエコカー「スイフト」の
生産を開始した。マツダとフォードも 5 月に
合弁工業を増強。フォードは 6 月末に新工場
を稼働させ小型乗用車の生産を始めた。日産
はタイ国内 2 拠点目となる工場建設に約 343
億円を投じる方針を昨年末に発表した。また、
10 月にはいすゞが 1 トンピックアップトラッ
ク用の第 2 工場を完成させるなど、昨年一年
で多くの自動車会社が一斉に増産に入ること
となった。
　増産の計画の発表は今年も続いている。ホ
ンダは約 540 億円を投じ、タイに新たな四輪
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工場を建設すると正式発表した。2015 年に稼
働させ、小型車を中心に生産する。既存工場
の増強も合わせ同国全体の生産能力を現在よ
り 5 割多い 42 万台となる。
　トヨタは 2015 年までに新興経済国での販売
台数を全体の 5 割程度に引き上げる計画を持
ち、主要拠点となるタイへの投資を加速して
いる。
　チャイナプラス１で ASEAN やインドが注
目されているが、タイは ASEAN の中でも、
また中国やインドに比べて労働問題が少ない
こと、国内の港湾の改修工事をすでに済ませ
輸出インフラが整っていること、アジアの新
興経済国にも近いこと、中東やアフリカ、南
米にも配船が可能なことなどが魅了である。
　タイ工業省傘下の政策立案機関、タイ自動
車研究所（TAI）はタイの自動車生産が 2020
年に 330 万台、2030 年に 450 万台、2050 年に
は 560 万台に増えると予想する。ASEAN の
中でもインドネシアがタイを追って低燃費小
型車の投資促進策を準備、マレーシアは電気
自動車など次世代車の生産誘致を狙うなど競
争が激しくなってきた。

東南アジアに電力不安広がる
　「4 月 5 日にバンコクやタイ南部で停電がお
きる可能性がある」とタイのインラック首相
が 2 月にテレビで演説した。 4 月にミャンマー
の天然ガス生産設備の補修工事が行われパイ
プラインによるガス供給が中断、通常の発電
能力 3300 万 kW が 2700 万 kW へ落ち込むの
が原因。
　4 月は 1 年で最も暑く、冷房用など電力の
需要が伸びる最需要期と供給減が重なる結果、
発電余力は 100 万 kW を切る。タイ政府はマ

レーシアから電力を購入し供給力を引き上げ
る一方、産業界への操業休止を求め需要を抑
え危機を乗り切る方針。
　これはタイの現状ではあるが、アジア太平
洋エネルギーセンター（APERC）の最新予測
では、2035 年までの東南アジア主要国の電力
消費量は現在の 2.5 倍～ 5 倍に増える見通し。
　各国政府は、APERC の長期予測に基づき供
給力の増強を図る計画だが、財政不足や地元
住民の環境問題に対する意識の変化もあり発
電所建設が予定通りに進んでいないのが実態。
　高成長が続くインドネシアでは直近の 7 年
間で電力需要が毎年７% 近く増加。ジャカル
タ首都圏では計画停電が頻発し企業活動にも
影響が出始めている。電力会社は段階的な電
力料金引き上げを始めており、物価上昇圧力
も高まっている。
　昨年 6.6% の高成長を記録したフィリピンで
もミンダナオ島では停電が慢性化。マニラ首
都圏のあるルソン島でも余力は薄く補充は不
可能。政府の試算では 2030 年には現在の 2 倍
の 3 千万 kW 近い発電能力が必要で発電所増
設が不可欠な状況。
　ベトナムは 3 年前にハノイ、ホーチミンで
停電が頻発、発電量の 4 割を依存する水力発電
が降雨量頼みという不安定さを抱える。政府は
2030 年に現在の 5 倍強の 1 億 4700 万 kW に増
やす計画で、その為に石炭火力の比率を大幅に
高め、原子力発電所も 10 基建設する予定。
　日本企業は今後もアジアへの進出を増やす
ことになるが、進出先の電力事情は大変重要
な問題である。

（杉山　正樹　sugiyama@hokkeiren.gr.jp）


