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日系向けに人事の最新傾向を紹介
マーサー、会社への貢献意欲が重要
組織・人事コンサルティング大手の米マーサーは、東南アジアで日系企業向け支援サービスの強化を進め
ている。５日と13日にはシンガポールで「アジア人事セミナー」を開催。シンガポール・東南アジア諸
国連合（ＡＳＥＡＮ）の人事に関する最新の傾向を紹介するもので、エンゲージメント（自発的な貢献意
欲）の向上など、日系企業が人事面で打つべき施策について具体例を交えながら解説した。

　シンガポールでは出張などで同国を不在にする人も
多いことから、５日と13日の２回にわたって同じ内容
でセミナーを開催。会場となった、金融街にあるマーサ
ー・シンガポールのオフィスには、両日で日系企業の幹
部や担当者ら計約70人が集まった。
　マーサーは日本法人マーサージャパンと連携し、アジ
アで事業展開する日本企業を対象に国・地域をまたいで
支援するチーム「ジャパニーズ・ビジネス・アドバイザ
リー（ＪＢＡ）」を2016年１月に組成。アジア７カ国・
地域に専任コンサルタントを置いており、このうちシン
ガポール、タイ、香港には日本人担当者が常駐してい
る。今回のセミナーもこうした支援サービスの一環とな
る。
　セミナーでは、◇従業員のエンゲージメント◇報酬◇
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福利厚生――の３つをテーマに説明。東南アジアと香
港、台湾のＪＢＡを統括するマーサー・シンガポールの
宮寺宏器プリンシパルと、ＪＢＡアナリストの緋田恵美
氏が、従業員のエンゲージメントについて説明した。
　

エンゲージメント向上で多様な効果
　
　宮寺氏は「従業員のパフォーマンスは、能力や対人ス
キルなどの『タレント』と『エンゲージメント』の組み
合わせで生まれる」と指摘。エンゲージメントを高めれ
ば、事業の効率化やイノベーション（技術革新）、顧客
満足度の向上、離職率低下など多様な効果が期待できる
とし、従業員の能力を最大限に生かすにはエンゲージメ
ントを高めることが重要だと話した。
　シンガポールのエンゲージメント状況については、同
国企業を対象にした調査で「自社の成功のために期待値
を超えたいと思っていますか」との質問に「はい」と答
えた人が80％いた一方、「自社を働きやすい職場として
人にお勧めするか」との問いでは「はい」が68％にとど
まったと紹介。「仕事で時間と努力を無駄にしている場
面を目撃した」（43％）、「意思決定が極めて遅い」（40％）
と答える人も少なくなかった。表向きはモチベーション
があっても、実際には従業員が何らかの問題を認識して
いる可能性もあるという。
　企業が抱える主な課題としては、◇キャリア◇ワーク
ライフバランス◇ベネフィット――の３つを挙げた。シ
ンガポールでは、「今の会社でキャリア目標を達成でき
る」「仕事とプライベートのバランスが取れている」「ベ
ネフィットのパッケージに満足している」と考える人が
世界平均に比べて少なく、こうした課題を特定・克服す
るには、従業員のエンゲージメントを測る調査が有効と
した。
　緋田氏は同調査の実施例を紹介。部門別や役職別に分
けて細かく調べるとともに、モチベーションや将来への

自信、キャリアパスなど課題を特定できる設問を作るこ
とが鍵だと指摘した。
　来場者からは「従業員が少ない中小企業でもエンゲー
ジメント調査は有効なのか」との質問が上がり、宮寺氏
と緋田氏は「80～100人より小さい規模であれば、個別
のグループインタビューを中心とした方が有効だろう」
と答えた。
　

医療費上昇で福利厚生見直す企業増
　
　マーサーが従業員福利厚生の各種ソリューションを
提供するため設立したブランド「マーサー・マーシュ・
ベネフィッツ」の大野真愛氏は、シンガポール・ＡＳＥ
ＡＮの従業員ベネフィットについて解説した。
　アジアでは高齢化や医療技術の進歩、慢性疾患の増大
を受けて医療費が上昇しており、これに伴って医療保険
の収支も悪化していると指摘。シンガポールでは16年
のインフレ率がマイナスとなったものの、医療費の上昇
率は10ポイント近くも高くなったという。
　こうした状況下で福利厚生制度の見直しを進める企
業が多い中、マーサー・マーシュ・ベネフィッツでは
「ベネフィッツ・ワン」と呼ばれる中小企業向けの福利
厚生ソリューションを提供。大野氏によると、同社と保
険会社が共同開発したパッケージで、従業員２人から利
用可能だ。歯科、出産など補償内容が多岐にわたり補償
金額も自由に選択できるという。
　このほかマーサー・シンガポールの担当者はシンガポ
ールの報酬について説明。同社の調査によると、17年の
実質昇給率は全体で3.7％となり、16年から0.1ポイン
ト低下した。ただ18年は3.9％に上昇する見込みとい
う。18年の予想昇給率を業種別に見ると、生命保険が17
年の4.6％から3.9％、ネット関連は4.4％から3.7％に
それぞれ下がる見通し。一方で、化学は3.7％から3.9％、
航空は3.9％から4.0％に上昇すると予想されている。
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今年の事業計画を発表する会見
で記念撮影するサイアムクボタ
の関係者＝13日、タイ（ＮＮＡ
撮影）
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【シンガポール―運輸】

日本貨物航空、ＳＩＡカーゴと戦略提携
　日本郵船子会社の日本貨物航空は13日、シンガポー
ル航空（ＳＩＡ）の貨物子会社ＳＩＡカーゴと戦略的パ
ートナーシップ構築に向けた覚書を締結したと発表し
た。
　同パートナーシップは、過去５年で両社が段階的に拡
大してきた既存のブロックスペース契約（貨物空間や座
席を一部売買する契約）に基づいて構築する。両社は第
１弾として、４月１日から日本とシンガポールを結ぶ路
線でコードシェア（共同運航）を開始する。これにより

顧客の要望に添った、より柔軟なサービスの提供が可能
になる。コードシェア便は、成田空港―関西空港―チャ
ンギ空港間で週５便（月～金曜）、成田空港―チャンギ
空港間で週１便（土曜）それぞれ運航する。
　日本貨物航空は現在、ボーイング747Ｆ型貨物機を使
い、成田空港―チャンギ空港間で週６便を運航。ＳＩＡ
カーゴは成田空港―チャンギ空港間で１日２便、羽田空
港―チャンギ空港間で同３便を飛ばしているほか、ＳＩ
Ａの旅客便の貨物輸送を管理している。

【シンガポール―運輸】

航空自由化協定、キリバスと締結
　シンガポールは12日、太平洋の島国キリバスと航空
自由化（オープンスカイ）協定を締結した。
　同協定を結んだ国の航空会社は、輸送量、便数、機材
の種類、運航スケジュールにかかわらず無制限の乗り入
れが可能になる。相手国を経由して第三国に航空機を運
航できる以遠権も含まれており、以遠権は貨物便も対象
となる。
　協定に調印したシンガポールのウン・チーメン教育相

（教育機関担当）兼第２運輸相は「今回の協定締結は、
シンガポールとキリバスの２国間関係の強固さを証明
するものだ」と指摘。「ヒトとモノの相互移動を活発に
し、双方の企業、個人に恩恵をもたらすだろう」と期待
を示した。
　シンガポールはこれまでに140以上の国・地域と航空
サービス協定を結んでおり、そのうち70以上がオープ
ンスカイ協定となっている。

【シンガポール―運輸】

ケッペル系アーバンフォックス、越社と提携
　シンガポール政府系コングロマリット（複合企業）ケ
ッペル・コーポレーション傘下のオムニチャネル物流サ
ービス企業アーバンフォックスは12日、電子商取引（Ｅ
Ｃ）プラットフォームを提供するベトナムのスマートＯ
ＳＣと提携したと発表した。双方の強みを持ち寄り、東
南アジアの小売り企業にＥＣサービスを提供していく。
　アーバンフォックスは2009年に設立され、17年にケ
ッペル傘下の通信・物流大手ケッペル・テレコミュニケ
ーションズ＆トランスポーテーション（ケッペルＴ＆
Ｔ）に買収された。実店舗とオンラインストアを統合し

たオムニチャネル物流サービスなどを手掛けている。
　スマートＯＳＣはベトナム国内のほか、シンガポー
ル、日本、オーストラリア、米国、英国に拠点を持ち、
韓国・ロッテ、スイスのネスレ、シンガポールの家具・
家電小売り大手コーツといった有力企業を顧客に抱え
る。
　欧州や北米の小売業界では、消費者の嗜好（しこう）
に対応するためオムニチャネル戦略を推進する企業が
増えている。東南アジアでもこうした動きが活発化して
きていることから、両社は今回の提携を決めた。スマー
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トＯＳＣのＥＣでの実績、技術力とアーバンフォックス
の物流サービスの資源を活用して、事業展開していく方
針だ。

【シンガポール―商業】

ＩＳＯチーム、大成温調と合弁会社設立
　建物のメンテナンス・改装を手掛けるシンガポールの
ＩＳＯチームは13日、機械・電気設備工事（Ｍ＆Ｅ）
子会社ＩＳＯインテグレーテッドＭ＆Ｅの株式34.1％
を大成温調（東京都品川区）に300万Ｓドル（約２億
4,600万円）で売却することで合意したと発表した。こ
れに伴い、両社は合弁会社を設立する。
　大成温調は空調・給排水衛生・電気設備工事、建築一
式工事の設計・施工管理を主要業務とし、海外では米

国、中国、香港、ベトナム、インド、オーストラリアに
拠点を持つ。ＩＳＯチームはＭ＆Ｅ事業を強化するた
め、大成温調によるＩＳＯインテグレーテッドＭ＆Ｅへ
の出資を受け入れ、合弁会社を設立することを決めた。
　ＩＳＯチームは大成温調の高い技術力、海外ネットワ
ークを生かし、Ｍ＆Ｅ事業を底上げしたい考え。特にこ
のところ重視している省エネコンサルティング、再生可
能エネルギー設備関連事業の強化を目指す。

【シンガポール―建設】

民間住宅の中古価格、１月は１％上昇
　不動産情報サービスのシンガポール・リアル・エステ
ート・エクスチェンジ（ＳＲＸ）が13日発表した１月
の民間土地なし住宅（コンドミニアム、アパート）の中
古販売価格指数（速報値、2009年１月＝100）は176.6
となり、前月の改定値から1.0％上昇した。プラスは６
カ月連続。前年同月と比べると6.3％上昇している。
　地域別では、中心部周辺（ＲＣＲ＝中部ビシャン、ト
アパヨ、東部ゲイラン、カトンなど）が前月比1.4％上
昇の188.9。繁華街オーチャードをはじめとする中心部
（ＣＣＲ）が1.2％上昇の167.1、郊外は0.6％上昇の
170.1だった。
　１月の中古住宅取引量（速報値）は1,097戸で、前月
から15.1％増加。前年同月の549戸からは２倍に増えて
いる。
　ＳＲＸが試算した市場価値と比べ、取引額がどれだけ
上乗せされているかを示す「ＴＯＸ」の中央値は１万
6,500Ｓドル（約135万2,000円）。前月の１万2,000Ｓ

ドルから大きく拡大した。
　　

【シンガポール―建設】

キャピタランド、17年は減収も30％増益
　シンガポール政府系の不動産開発会社キャピタラン
ドが13日発表した2017年12月期の連結決算は、純利
益が前期比30.3％増の15億5,070万Ｓドル（約1,270
億9,400万円）だった。一方、売上高は12.2％減の46
億980万Ｓドルと、減収増益だった。国内の開発案件に
加え、商業施設やサービスアパートの新規事業が好調で
収益が拡大したが、中国の開発プロジェクトの遅延など
で売り上げが縮小した。
　最大市場の中国事業の売上高は 42.9％減の 13 億
5,620万Ｓドル。ＥＢＩＴ（利払い・税引き前利益）は
3.9％増の７億6,460万Ｓドルだった。

　足元のシンガポール事業は売上高が0.1％減の11億
9,050万Ｓドルとわずかに縮小したものの、ＥＢＩＴが
73.8％増の９億710万Ｓドルと大幅に拡大した。複合施
設ウィルキー・エッジの売却などが貢献した。
　中国とシンガポール事業がグループ全体の売り上げ
に占める割合は77.3％と前期から5.5ポイント低下し
た。
　サービスアパート運営事業の子会社アスコットの売
上高は3.1％減の10億20万Ｓドル。ケアンヒル・ナイ
ンなど国内の事業が不振で、足を引っ張った。ＥＢＩＴ
は2.0％増の３億7,980万Ｓドルだった。
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　10～12月期の連結決算は、売上高が前年同期比
34.6％減の12億1,260万Ｓドル、純利益が37.8％減の
２億6,770万Ｓドルだった。
　キャピタランドのリム・ミンヤン・グループ最高経営
責任者（ＣＥＯ）は「17年の純利益は、08年以降で最

高を記録した。ポートフォリオ（保有資産の構成）も精
力的に入れ替えを進めており、17年は26億Ｓドル相当
を売却する一方、新たに57億Ｓドル規模の新規投資を
行った」と話した。

【シンガポール―建設】

キャピタ、中華街のビルを７億Ｓドルで買収
　シンガポールの不動産開発大手キャピタランドは13
日、シンガポール中心部の高層住宅パール・バンク・ア
パートメンツを７億2,800万Ｓドル（約598億2,000万
円）で取得したと発表した。2023年にかけて再開発する
計画だ。
　同高層住宅は、チャイナタウンにほど近く、ＭＲＴ
（地下鉄・高架鉄道）オートラムパーク駅に近接してい
る。敷地面積は８万2,376平方フィート（約7,653平方
メートル）。キャピタランドは、同ビルを約800戸から
成る新たな高層住宅に再開発する。オートラムパーク駅
は現在、東西線と北東線の乗換駅となっているが、19年
以降には建設中のトムソン・イーストコースト線（ＴＥ
Ｌ）も乗り入れる。
　キャピタランド・シンガポールのロナルド・テイ最高
経営責任者（ＣＥＯ）は「新たに開発する住居施設は、
金融街や湾岸部、繁華街オーチャードのどこに行くにも
便利な立地。文化的な象徴のチャイナタウンにも近く、

若い世代にとって魅力的な住宅になる」と述べた。
　　

【シンガポール―金融】

電子決済の利用者保護へ、金融庁が指針案
　シンガポール金融管理庁（ＭＡＳ）は13日、電子決
済の利用者保護に関するガイドライン案を公表した。個
人や零細企業に対し、スマートフォンを使った不正なモ
バイル決済の被害を免責する内容だ。「零細企業」は従
業員10人未満または年商100万Ｓドル（約8,140万円）
未満の企業と定義する。
　シンガポールでは昨年７月に導入された「ペイナウ」
サービスで、地場３大銀行など主要銀行の口座保有者は
相手の口座番号を知らなくても、携帯電話番号かＮＲＩ
Ｃ（国民身分証）番号を使って、スマホで送金が行える
ようになった。これまでに100万人以上が同サービスに
登録している。
　利便性が高まった半面、これを悪用した不正取引のリ
スクも指摘されており、ＭＡＳは個人や零細企業に対す
る補償の枠組みを整備することで、こうした懸念を和ら
げたい考えだ。
　ガイドライン案では、個人や零細企業が◇パスワード
の設定や管理を適切に行う◇定期的にセキュリティー

パッチ（セキュリティー上の修正プログラム）を当てる
――など安全面に十分な配慮を払っていた場合、不正取
引に遭っても、銀行が被害額を全額返還する。十分な配
慮を怠った場合でも、スマホをどこかに置き忘れたり、
うっかりパスワードを他人に漏らしたりといった大き
な過失がなければ、100Ｓドルを超える分の被害額は返
還される。
　操作ミスで間違った相手に送金した場合には、送金元
と送金先の銀行が協力し、１週間程度での返金を可能と
する。
　なおインターネット上で不正に個人情報をだまし取
る「フィッシング詐欺」にはガイドラインを適用せず、
詐欺事件として警察の捜査に委ねる。
　ガイドラインは業界に自主的な採用を促すものだが、
ＭＡＳは採用を強制する権限も持っているという。
　ＭＡＳはこの案について、３月16日まで意見公募を
実施した上で、６月末までに正式発表する計画だ。
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【シンガポール―金融】

株価続伸、ＯＣＢＣ銀は2.5％高
　13日のシンガポールの株式相場は続伸。ＳＴ指数の終
値は前日比30.09ポイント（0.89％）高の3,415.07。売
買高は21億8,610万株、売買代金は17億5,370万Ｓド
ル（約1,428億円）だった。値上がり銘柄は289で、値
下がりは183。

　前日に引き続き、金融銘柄が伸びをけん引した。ＯＣ
ＢＣ銀行の終値は2.53％高の12.57Ｓドル。ＤＢＳグル
ープ・ホールディングスとＵＯＢ銀行は、それぞれ
1.17％高の27.63Ｓドル、1.86％高の26.84Ｓドルで取
引を終えた。

【シンガポール―ＩＴ】

第３のＭＶＮＯ参入、格安でデータ通信無制限
　シンガポールの携帯電話市場に、第３の仮想移動体通
信事業者（ＭＶＮＯ）が新規参入する。新興企業のゼロ
１（Zero1）は来月から、格安でデータ通信が無制限で
利用できるサービスを開始する計画だ。
　ＭＶＮＯは、自前の回線を持たずに他社の通信回線を
借り受けて携帯電話サービスを提供する企業。シンガポ
ールでは2016年にサークルズ・ドット・ライフが国内
初のＭＶＮＯとして事業を開始したほか、先にはオース
トラリアを本拠とするゼロ・モバイルが続いた。サーク
ルズ・ドット・ライフは通信大手Ｍ１、ゼロ・モバイル
はシンガポール・テレコム（シングテル）の回線を使
用。ゼロ１はゼロ・モバイルと同様、シングテルから回
線を借り受ける。
　12日から自社サイトで事前の加入登録の受け付けを
開始。最初の3,000人にはキャンペーンとして、月額19
Ｓドル（約1,550円）でデータ通信が無制限に利用でき
るサービスを提供する。その後は通常料金の同29.99Ｓ
ドルとなるが、それでも他社の同等のサービスと比べて

３分の１程度の水準だ。国内通話は月200分、ショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）の送受信は同200件まで
それぞれ利用できる。
　ただネットワーク全体の速度低下を防ぐため、ヘビー
ユーザーに対しては一定の制限をかける。当該月のデー
タ通信量が３ギガバイト（ＧＢ）を超えた場合、その後
は高精細度（ＨＤ）動画などのダウンロード速度に上限
を設ける方針だ。これにより、ユーチューブやフェイス
ブック、ワッツアップなどの利用に影響が出ることはな
いという。
　６月には、独自の特許技術を搭載した携帯端末「クオ
ングル（Qongle）」を199Ｓドルで発売する予定。同端
末は、ローミングを通じて国内外の固定電話、携帯電話
への音声通話が全て無料で利用できる機能を持つ。デー
タ通信のローミングには料金が課されるが、具体的な金
額は追って明らかにする。
　【12日シンガポールプレスホールディングス＝NNA】

【シンガポール―ＩＴ】

クラウドの米ゼロスタック、現法開設
　クラウドサービスの米新興企業ゼロスタックは11日、
シンガポールに現地法人「ゼロスタック・テクノロジー
ズ・シンガポール」を設立したと発表した。
　ゼロスタックは2014年の創業。シリコンバレーに本
拠を置き、個別に特化した企業向けのクラウド環境を構
築するプライベートクラウドを手掛ける。人工知能（Ａ
Ｉ）を活用した「セルフドライビング・クラウド」と呼

ぶサービスを提供し、企業によるソフトウエアの開発・
改良や、システムの安定運用のために開発部門と運用部
門を連携させる「DevOps」と呼ばれる取り組みを支援し
ている。
　同社は東南アジアで需要が増えていることから、シン
ガポールに拠点を開設し、同地域での事業を強化してい
く。

【マレーシア―車両】

いすゞ、トラック市場で４年連続シェア首位
　いすゞマレーシアはこのほど、2017年のマレーシアの
トラック市場シェアで、４年連続で首位を獲得したと発

表した。
　17年のトラック市場がやや縮小したにも関わらず、い
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すゞは同部門で37.1％のシェアを獲得し、16年の36.3%
を上回った。とくに人気モデルの小型トラック「エル
フ」は、5,237台を販売するなど好調だった。
　この他、ピックアップトラック市場シェアも13％を確
保。アフターセールス部品の販売も前年比20％増となっ
た。

　同社の中村幸滋・最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明
で、厳しい経済環境にも関わらずシェア首位を固守でき
たのは、いすゞ車の品質はもちろん、スタッフや販売代
理店による努力のおかげだと指摘。今年も「顧客満足」
を最優先に、市場シェアを堅持する方針を示した。

【マレーシア―運輸】

宅配ニンジャバン、マレーシア事業拡大
　東南アジア各国で宅配便事業を展開するシンガポー
ル企業、ニンジャ・バンは、マレーシアで集荷・受取拠
点を３倍に増強する。12日付エッジ・ファイナンシャ
ル・デーリーが伝えた。
　マレーシア事業の責任者、アジム・ハリム氏による
と、現在の拠点数は200カ所でいずれも首都圏にある
が、今後はジョホール、ペナン、マラッカ、ヌグリスン
ビラン、パハンの各州にも事業を拡大していく。

　また、今年末までに全国に事業範囲を拡大するため、
配送車両の充実にも努める。自動仕分け設備への投資
で、仕分け能力を現在の４倍に引き上げることも目指
す。
　ニンジャ・バンは先月、増資を完了したばかりだ。資
金調達額は公表されていないが、8,500万米ドル（約92
億3,000万円）と一部で報じられている。

【マレーシア―社会】

金正男氏殺害事件から１年、全容解明遠く
　【シンガポール共同】マレーシアで昨年２月、北朝鮮
の金正男氏が殺害された事件は13日で発生から１年。
猛毒の神経剤ＶＸを顔に塗りつけて殺害したとして殺
人罪に問われた女２人の公判が進む。検察側の証人尋問
が近く終わる見通しだが、主導したとされる北朝鮮国籍
の男４人は捜査の手を逃れて帰国したとみられ、同国の
組織的関与や動機を含めた全容解明には程遠い。
　女２人はベトナム国籍のドアン・ティ・フオン被告
（29）とインドネシア国籍のシティ・アイシャ被告（26）。
被告人質問は行われていないが、２人は逮捕時から「（人
の顔に液体を塗る）いたずら番組の撮影と思っていた」
と否認、無罪を主張している。有罪となれば死刑が言い
渡される。
　審理は昨年10月２日の初公判以降、今月９日まで計

29日あり、今後は５月３日まで計15日開かれる予定。
検察側の証人尋問が終われば、弁護側の証人尋問の必要
性を裁判官が判断する。
　これまでの検察側証人は、マレーシア警察の捜査員や
ＶＸの鑑定に当たった化学者ら計34人。捜査員の証言
から正男氏が殺害される直前の昨年２月９日、マレーシ
アの離島で韓国系米国人と接触し、同じ日に正男氏のパ
ソコンから複数のデータが移行されていたことが判明
したが、事件との関連は不明のままだ。
　事件当時の空港の防犯カメラ映像などＤＶＤ10枚分
の動画や写真も証拠として提出された。主導した男４人
は、防犯カメラ映像などから事件当日に出国したことが
判明した。

【インドネシア―車両】

１月の二輪販売、前年同月比２％増の48万台
　インドネシアの１月の国内二輪車販売台数（販売店へ
の出荷ベース、速報値）は48万2,537台で、前年同月
比1.8％増だった。スクーターの販売台数が83％以上を
占めた。13日付ビスニス・インドネシアなどが伝えた。
　インドネシア二輪車製造業者協会（ＡＩＳＩ）による

と、ホンダが６％減の34万5,957台でシェア72％だっ
た。ヤマハが31％増の12万2,989台、カワサキが２％
増の7,509台、スズキが72％増の6,051台。ＴＶＳは
78％減の31台だった。
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【インドネシア―資源】

石炭発電所の排出ガス規制強化へ
　インドネシア環境・林業省は、大気汚染に関する省令
を見直し、石炭発電所から排出される大気汚染物質に対
して厳しい規制を設ける。13日付ジャカルタ・ポストが
伝えた。
　2008年12月１日に施行された環境省令（当時）『08
年第21号』を改定し、発電所の稼働開始時期に応じて
排出ガスに含まれる大気汚染物質の許容量を順次減ら
していく。
　08年12月１日以前から稼働している発電所は、１立
方メートル当たりの許容排出量が、二酸化硫黄（ＳＯ

２）と二酸化窒素（ＮＯ２）がそれぞれ550ミリグラ
ム、粒子状物質が75ミリグラムとなる。該当する石炭
発電所の８割は基準を満たしている。20年12月31日ま
でに稼働する発電所の許容排出量は、ＳＯ２が400ミリ
グラム、ＮＯ２が300ミリグラム、粒子状物質が50ミ
リグラム。それ以降に稼働する発電所の許容量は、ＳＯ
２とＮＯ２がそれぞれ100ミリグラム、粒子状物質が30
ミリグラムに設定される。
　17年の国内の電源構成のうち、石炭発電が57.2％を
占めている。

【インドネシア―車両】

現代自動車、完成車輸出を６％増の3000台に
　韓国の現代自動車は今年、インドネシアからの完成車
（ＣＢＵ）輸出台数を前年比約６％増の3,000台に引き
上げる。13日付ビスニス・インドネシアが伝えた。
　現代自動車の総販売代理店ヒュンダイ・モビル・イン
ドネシア（ＨＭＩ）のヘンドリック副部長（マーケティ
ング担当）は、タイで多目的車（ＭＰＶ）「Ｈ－１」の人
気が高く、輸出増加が見込めると述べた。タイのほかに
も新規輸出先を検討している。
　インドネシア自動車製造業者協会（ガイキンド）のデ
ータでは、現代自動車の昨年のＣＢＵ輸出台数は、前年

比42％増の2,831台だった。
　ヘンドリック副部長によると、2019年初頭までにノッ
クダウン（ＣＫＤ）車の国内生産ができるようになる見
通しだ。これが実現すれば、現在１ラインしか稼働して
いない西ジャワ州ブカシ県のポンドック・ウング工場の
稼働率が向上すると述べた。
　ＨＭＩは、今年の目標販売台数を昨年の1,230台から
15～18％増に設定。今年は、新型モデル１車種とモデル
チェンジした２車種の発売を予定している。

【タイ―建設】

不動産ノーブル、日本に投資支援の子会社
　タイの不動産開発会社ノーブル・デベロップメントは
12日、子会社を通じ、日本のノーブルフラノ合同会社を
取得したと発表した。将来的な日本での投資支援が目
的。
　タイ証券取引所（ＳＥＴ）への報告によると、完全子
会社のノーブル・シンガポール・ホールドを通じ、ノー

ブルフラノ合同会社の全株を取得した。出資額は10万
円。
　ノーブル・デベロップメントは1991年、タナキット
アムヌアイ家が中心となって設立。97年、ＳＥＴに上場
した。一戸建て住宅、コンドミニアム（分譲マンショ
ン）、商業施設などを開発している。

【タイ―化学】

帝人、樹脂事業でＡＳＥＡＮ初の開発拠点
　帝人は13日、タイ中部アユタヤ県に樹脂コンパウン
ドの開発技術センターと工場を設置すると発表した。投
資額は合わせて約10億円。同分野の研究開発（Ｒ＆Ｄ）
拠点を東南アジアに置くのは初めてで、現地事業の拡大
で自動車やエレクトロニクス業界の需要に合わせた製
品を開発・製造していく。
　センターと工場は、バンパイン工業団地内にあるテイ
ジン・コーポレーション（タイランド）敷地内に設置
し、2019年半ばに稼働させる予定。新設する施設の述べ

床面積は6,000平方メートルで、工場の年産能力は１万
トンとなる。従業員数は合わせて約50人で、このうち
２割が開発に従事する。
　アジアの樹脂コンパウンド事業では現在、プラスチッ
クテクニカルセンター（千葉市）、中国の帝人化成複合
塑料（上海）で開発を手掛けている。タイを加えたアジ
ア３極体制を構築し、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ
Ｎ）への高機能製品の供給を拡大させていく。
　帝人はタイで50年以上事業を展開してきたが、樹脂
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事業の販売拠点の設置は13年９月で、供給は日中の工
場とタイ国内の協力工場が担ってきた。樹脂コンパウン
ドの自社工場の設置により、現地ニーズへの対応が迅速
になる。耐熱性ポリマーであるポリフェニレンサルファ
イド（ＰＰＳ）樹脂を活用したコンパウンドの展開も予
定しているという。

　帝人は昨年末、ポリエステル繊維におけるタイ開発拠
点「帝人フロンティア・タイ・イノベーション研究室
（タイランド）」（パトゥムタニ県）の開設も発表してい
た。同事業の開発では、松山事業所、帝人（中国）商品
開発センター（江蘇省南通市）との相互連携を進めてい
く。

【タイ―建設】

東洋エンジ、タイの関連会社株を売却
　タイのプラント大手ＴＴＣＬは12日、東洋エンジニ
アリングがＴＴＣＬの全保有株を売却したと発表した。
売却額は約24億円で、売却先は非公開。東洋エンジは
ＴＴＣＬに10％を出資、筆頭株主となっていた。
　ＴＴＣＬは、トーヨー・タイ・コーポレーションとし

て1985年に設立。2009年にタイ証券取引所（ＳＥＴ）
に上場した。プラント建設や発電事業などを手掛けてお
り、17年10月にはミャンマー東部カイン州（旧カレン
州）の州都パアンに超々臨界圧（ＵＳＣ）式火力発電所
を建設すると発表している。

【ミャンマー―経済】

タイとの国境貿易11.6億ドル、４～１月
　ミャンマー商業省によると、タイとの2017年度（2017
年４月～18年３月）の国境貿易額は１月26日現在、11
億6,000万米ドル（約1,260億円）に達した。国営紙グ
ローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーが９日伝
えた。
　内訳は輸出が３億 3,600万米ドルで、輸入が８億
2,400万米ドル。主な輸出品は、カニや魚などの水産品、

タマネギ、ゴマ、茶葉。輸入品は日用品や農業設備、自
動車が多い。
　地域別では、東部カイン（旧カレン）州ミャワディが
７億2,600万米ドルと最も多い。南部タニンダーリ管区
メルギー（メイ）諸島が２億500万米ドル、タニンダー
リ管区コータウンが１億5,400万米ドル、北東部シャン
州タチレクが6,300万米ドルなどと続いた。

【カンボジア―運輸】

グラブ、首都でバイク配車を試験運営
　配車アプリの開発・運営を手掛けるシンガポールのグ
ラブは、カンボジアの首都プノンペンで、バイク配車サ
ービス「グラブバイク」の試験運用を開始した。アプリ
を使った同種のサービスは国内初となる。プノンペン・
ポスト（電子版）が13日に伝えた。
　カンボジアとタイ事業の責任者を務めるウィー・タン
イー氏によると、試験運期間中の基本料金は最初の１キ
ロメートルまでで2,500リエル（約67円）、その後は１
キロごとに1,000リエルが加算される。

　現時点でグラブに登録したモトトップの運転手は約
100人。既に全員が安全運転などに関する研修を受けた
という。正式な運営時期や料金体系などは未定。
　グラブは、プノンペン市民の多くがモトドップ（バイ
クタクシー）を利用している現状を考慮し、アプリによ
る予約の効率化を目指す。プノンペンの交通事情を勘案
すれば、トゥクトゥク（三輪車）や自動車よりもバイク
の利便性が高いという。

【フィリピン―経済】

22年まで鉄道３線を部分開通
日本政府に早急な支援要請

　日本とフィリピン両国政府は12日、セブ州ラプラプ
市で経済協力インフラ合同委員会の第４回会合を開催
し、鉄道整備や、イスラム系反政府組織との戦闘で破壊
されたマラウイ市の再建などでの協力について意見交
換した。フィリピン政府は会合後に会見を開き、ドゥテ

ルテ政権の任期満了となる2022年までにマニラ首都圏
の地下鉄など鉄道３線を部分開通できるよう、早急な支
援の実施を求めたことを明らかにした。日本側とは交通
インフラ整備を「重要課題」とする認識を共有している
という。
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　会合には、日本側から和泉洋人総理大臣補佐官、フィ
リピン側からはドミンゲス財務相、国家経済開発庁（Ｎ
ＥＤＡ）のペルニア長官が代表を務め、羽田浩二駐フィ
リピン日本大使、ディオクノ予算管理相、トゥガデ運輸
相らが出席。内容は非公開だった。
　外務省によると、会合では、昨年10月にドゥテルテ
大統領が訪日した際に発表した「今後５年間の２国間協
力に関する日フィリピン共同声明」のフォローアップを
行い、インフラ整備やミンダナオ支援などについて議論
した。共同声明には、マニラ首都圏の地下鉄計画（総延
長60キロメートル）のフェーズ１（25キロ）に対し、
約6,000億円の円借款供与を検討することが盛り込ま
れている。
　ドミンゲス財務相は会合後の会見で、昨年10月に日
本政府と交換公文を交わした、首都圏の地下鉄計画フェ
ーズ１の第１期への日本の政府開発援助（ＯＤＡ、限度
額1,045億3,000万円）について、予定通り今年３月に
借款契約を締結できるとの見通しを示した。22年までに
部分開通するため、調達などのスピードを速める「革新
的なアプローチ」が必要と指摘し、日本政府も理解を示
したことを強調した。
　また、南北通勤鉄道の北側区間ブラカン州マロロス―
パンパンガ州クラーク（70キロ）と南北通勤鉄道南線の
マニラ市トゥトゥバン―ラグナ州ロスバニョス（72キ
ロ）についても、22年までに部分開通させるため、早急
に日本政府と円借款契約を結びたい考えを示した。
　トゥガデ運輸相によると、円借款で整備する南北通勤
鉄道トゥトゥバン―マロロス（38キロ）については、21
年第４四半期（10～12月）の完工を目指すという。
　鉄道関連ではこのほか、トラブルの頻発が問題となっ
ているマニラ首都圏のＭＲＴ（高架鉄道）３号線の保

守・改修についても協議。ドミンゲス財務相は同案件に
ついて、「早急に円借款に関する交換公文を結びたい」
と話した。
　トゥガデ運輸相は、ＭＲＴ３号線では◇交換部品◇保
守業務◇事業主体――の３点について改善が必要と指
摘し、交換部品では、開業当初に建設を請け負った住友
商事と三菱重工業に調達を任せたい考えをあらためて
示した。
　

協力覚書を２件締結
　
　会合後には、フィリピンの国家ブロードバンド計画の
技術支援について、情報通信技術（ＩＣＴ）省と日本の
総務省、タルラック州の複合開発事業「ニュー・クラー
ク・シティー」について、基地転換庁（ＢＣＤＡ）と海
外交通・都市開発事業支援機構（ＪＯＩＮ）、シンガポ
ールの都市計画コンサルタント会社スルバナ・ジュロン
が、それぞれ協力覚書（ＭＯＣ）を締結した。
　国家ブロードバンド計画の支援では、日本から専門家
の調査チームを派遣し、計画を実行する上で制度・財
政・技術的に何が必要かを検証する。調査は、野村総
研、ＫＤＤＩ、海外通信・放送コンサルティング協力
（ＪＴＥＣ、東京都品川区）が約２カ月実施する予定で、
日本が何を支援できるかを検討する材料にする。１月に
フィリピンを訪問した野田聖子総務相が、ドゥテルテ大
統領との会談で提案した内容を一歩前進させた。
　経済協力インフラ合同委員会は、安倍晋三首相が昨年
１月のフィリピン訪問で表明した、ＯＤＡと民間投資を
合わせて今後５年間で１兆円規模の支援を、着実に実施
するために設置された。第１回は同年３月に東京、第２
回は同７月にマニラ、第３回は同９月に東京でそれぞれ
開催した。

14日

17年10～12月期ＧＤＰ速報値ほか

　【国内】
　＜経済＞
　・2017年10～12月期国内総生産（ＧＤＰ）速報値
　（８時50分、内閣府）
　・東芝、17年４～12月期決算会見
　（15時、東京都港区・本社）
　・キリンホールディングス、17年12月期決算会見
　（15時30分、東京証券取引所）

　＜社会＞

　・前橋市で14年、高齢者２人を相次いで殺害したと
して強盗殺人などの罪に問われた無職土屋和也被告の
控訴審判決（10時30分、東京高裁）
　・神奈川県平塚市の認可外保育施設「託児所ちびっ
こＢＯＹ」で15年12月、生後４カ月の男児に暴行し
て死亡させたとして、傷害致死罪に問われた元保育士
角田悠輔被告の裁判員裁判判決（14時、横浜地裁）

　情報提供：共同通信
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第１回：健康志向の普及

　健康マニア―シンガポール編

　東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）では、所得の増

加に伴い、ライフスタイルの変化と「健康意識の高ま

り」が注目されている。ただ政策や経済発展の違いに

より、消費者のライフスタイルも幅広いため、国によ

って消費者の健康意識の度合いは異なる。今回から３

回にわたり、シンガポール、タイ、インドネシアを取

り上げ、各国の健康に対する志向や意識の違いを紹介

したい。１回目は、すでに健康意識が国全体で高いと

言われるシンガポールを見ていく。

　　

　シンガポール

では、朝や晩にラ

ンニングをして

いる人や自転車

で走る人の存在

は日常風景の一

つ。スポーツウエ

アで歩いて通勤

する人や自転車

で通勤する姿もよく見掛ける。マラソンやトライアス

ロンの大会も頻繁に開かれており、開催数は毎年100

件を超えるという。

　政府も、国民に積極的に運動に取り組んでもらうよ

う、特定のプールやジムの利用に補助金を支給するな

どして、人々の健康増進を後押ししている。インフラ

が整い、かつ治安が良いということもあり、国でも個

人でも、積極的に体を動かし健康を維持しようとする

意識の高さがうかがえる。

　食事に関しても健康に配慮している様子が見られる。

街ではサラダバーやアサイーボウルを売っている店が

多い。スーパーでもオーガニック野菜やサラダ、フル

ーツ、グラノーラなど、ヘルシーさを連想させる食べ

物が増えている。

　

食事に気をつけている人が８割
　

　Kadence Internationalシンガポールオフィスが

2016年10月に、18～69歳の男女1,555人を対象に行

ったオンライン調査によると、「いつもヘルシーな食事

を取っている」と答えた人は全体の17％、「時々ヘル

シーな食事を取っている」人は66％となり、健康的な

食事に気をつけている人の割合は合わせて80％以上

に及んだ。

　　

　シンガポール人に人気のヘルシーな食べ物の一つと

して、ヨーグルトが挙げられる。小売店での品ぞろえ

が豊富なほか、４年ほど前にシンガポールに進出した

欧州のフローズンヨーグルトチェーンでは顧客が長蛇

の列を作り、一時期はなかなか購入できないほどの人

気を見せた。

　Kadenceの調査では、いつもヘルシーな食事を取っ

ている人のうち78％がヨーグルトを食べている一方、

食事を気にしていない人では56％にとどまり、健康的

な食事への配慮が低くなるほどヨーグルトを食べる割

合が低下することが明らかになった。この傾向を踏ま

えると、甘いものが好きなシンガポール人は、日頃の

おやつをヨーグルトに替えることによって、間食への

罪悪感を減らしているのかもしれない。
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ブランドイメージも重要
　

　　

　しかし、いつもヘルシーな食事を取るからといって、

常に健康的なイメージの商品を選んでいるとは限らな

い。同じ調査によると、健康意識の高い人の間の人気

ランキングで首位となったのはマレーシア系のマリゴ

ールドで、以下、明治、シンガポール系のフレイザー・

アンド・ニーブ（Ｆ＆Ｎ）マグノリアが続いた。いず

れもイメージとして「家族全員にとって良い」「信頼で

きる」「おいしい」といった声が上がった。「ヘルシー」

という声が最も多かったマリゴールドノンファットと

マリゴールド０％ファット、ネスレナチュラルとネス

レグリークスタイルは、それぞれ４位、５位という結

果だった。

　最初にご紹介した食事に関する調査結果から、シン

ガポール人は全体的に健康への感度が高いことが分か

る。また、ヨーグルト購入の傾向やオーガニック野菜

の普及などを踏まえると、シンガポールでは健康に良

さそうな食品であれば、多少値段が張ってもトライし

てもらえる可能性が高い。しかし、健康に良さそうな

食品の中でも、どのブランドを選択するか、また選択

し続けるかについては、ヘルシーさに加えて、プラス

ワンのイメージが必要である。健康意識の高い人に人

気のヨーグルトブランドのイメージを考慮すると、信

頼性やおいしさ、家族全員で食べられるというイメー

ジが鍵となりそうだ。

＜筆者紹介＞
毛利　初夏（もうり　もとか）
Kadence International Pte. Ltd
ビジネスプランニングマネジャー
シンガポール国立大学（ＮＵＳ）ビジネススクール
にて経営学修士（ＭＢＡ）取得。
2016年よりKadence Internationalジャカルタ支
社へ赴任。ジャパンデスクとして日系企業のマーケ
ティングリサーチ支援を手掛ける。18年１月よりシ
ンガポール支社勤務。
＜企業紹介＞
Kadence Internationalは、1992年に設立された英
国発祥のグローバルブティックのマーケティング
リサーチ会社。現在、アジアを中心に７カ国で展
開。14年に株式会社クロス・マーケティング・グル
ープの一員となる。特にアジアの消費者調査を得意
とし、課題抽出から調査後の具体的なマーケティン
グアクション設定までをフルサービスで提供。
Email: japandesk@kadence.com
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12月新車販売
　

シンガポール
　
　2017年12月の新規自動車登録台数（乗用車のみ）
は前年同月比49.2％増の１万132台だった。同年に単
月で１万台を上回ったのは12月だけだった。トヨタ自
動車や韓国メーカーが好調で全体の伸びをけん引。同
月にカーシェアリングを開始した仏ボロレ・グループ
傘下の電気自動車（ＥＶ）「ブルーカー」が上位に登場
した。シェアトップのトヨタが75.8％増と躍進。４カ
月ぶりに前年同月を上回った。
　

タイ
　
　12月の新車販売台数は20.1％増の10万4,302台だ
った。12カ月連続のプラス成長を達成した。日系メー
カーでは７社がプラス成長。車種モデル別では、乗用
車が40.7％増の４万1,449台、商用車が9.5％増の６
万2,853台。１トンピックアップトラック（乗用ピッ
クアップ＝ＰＰＶ＝含む）は8.4％増の５万459台、
スポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）は35.6％増の7,301
台となった。
　

マレーシア
　
　12月の新車販売台数は15.6％減の５万4,729台。前
月は0.2％増とわずかにプラスとなっていたが、再び
マイナスに転じた。ただ17年の単月実績では最大の台
数を記録した。乗用車と商用車がそれぞれ16.5％減の
４万8,077台、8.0％減の6,652台と、ともに前年割れ
となった。
　

インドネシア
　
　12月の新車販売台数（ディーラーへの出荷ベース、
確定値）は2.3％減の８万4,872台。17年通年で２番
目に販売台数が少なかった。主要日系メーカーでは、
トヨタとダイハツがマイナス成長だった一方、三菱自
動車（三菱ふそう含む）や日野自動車、日産自動車（ダ
ットサン含む）、マツダがそれぞれ２桁伸長と大きく伸
びた。
　

フィリピン
　
　12月の新車販売台数（小売りベース）は33.4％増の
４万5,494台だった。11月の23.8％増から伸びが加
速。３カ月連続で２桁伸長した。税制改革法（ＴＲＡ
ＩＮ）の成立で、18年からの新車物品税引き上げが確
実となり、駆け込み需要が膨らんだ。乗用車が13.4％
増の１万4,182台、商用車が45.0％増の３万1,312台
だった。
　

ベトナム
　
　国産と輸入車を合わせた12月の販売台数は16％減
の２万7,882台となり、９カ月連続で前年同月実績を
下回った。乗用車が36％減の１万4,621台と大きく減
少した一方、商用車と特別車両はともに27％増加し、
それぞれ１万1,889台、1,372台となった。これまで
は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）域内での乗用車
関税の撤廃を前にした買い控えが広がっていたが、政
府が完成車（ＣＢＵ）輸入に対する制限を設けた政令
を打ち出したことで、今後の需要動向は不透明となっ
ている。
　　

　【概況】12月の新車販売台数は、ＡＳＥＡＮ主要６
カ国中３カ国で前年同月を上回った。シンガポールが
最大の伸びを示したほか、タイ、フィリピンも２桁伸
長した。
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NNA は、メディア事業を通じて、グローバルビジネスにかかわるすべての人と企業に貢献します。
■NNA グループ https://www.nna.jp/corp_contents/company/office/

【東京】株式会社エヌ・エヌ・エー　本社 【タイ】NNA (THAILAND) CO., LTD.

【北九州】株式会社エヌ・エヌ・エー　北九州事務所 【カンボジア】NNA JAPAN CO., LTD. PHNOM PENH BUREAU

【韓国】NNA JAPAN CO., LTD. SEOUL BUREAU、SEOUL BRANCH 【ベトナム】NNA VIETNAM CO., LTD.

【上海】上海時迅商務諮詢有限公司 【マレーシア】NNA (MALAYSIA) SDN. BHD.

【北京】上海時迅商務諮詢有限公司　北京分公司 【シンガポール】NNA SINGAPORE PTE. LTD.

【広州】上海時迅商務諮詢有限公司　広州分公司 【インド】NNA SINGAPORE PTE. LTD. (INDIA LIAISON OFFICE)

【大連】上海時迅商務諮詢有限公司　大連連絡処 【インドネシア】PT. NNA INDONESIA

【香港】NNA HONG KONG CO., LTD. ■提携会社

【台湾】香港商亜洲信息網絡有限公司台湾分公司 【オーストラリア】NNA AUSTRALIA PTY. LTD.

【フィリピン】NNA PHILIPPINES CO., INC. 【英国】Economic Media Bulletin Limited (EMB)

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 6951.50 120.50 WTI原油先物 バレル 59.22 -0.07 
銅現物 6788.00 76.25 ＮＹＭＥＸ 天然ガス先物 MMBTU 2.61 0.06
アルミニウム先物 2133.50 8.50 (13日5時40分) ガソリン先物 ガロン 167.27 -0.58 
アルミニウム現物 2120.75 0.00 灯油先物 ガロン 184.29 0.40
すず先物 21445.00 350.00 ＣＯＭＥＸ 金先物 トロイオンス 1332.10 5.70

ＬＭＥ すず現物 21190.00 65.00 (13日5時40分) 銀先物 トロイオンス 16.61 0.04
(13日10時40分) 鉛先物 2528.50 12.50 SICOM(13日18時40分) ゴムRSS３先物 キログラム 168.90 -0.70 

鉛現物 2515.75 -20.25 シカゴ 小麦先物 ブッシェル 474.50 -1.50 
ニッケル先物 13365.00 265.00 (13日4時40分) 大豆先物 ブッシェル 1000.50 -1.25 
ニッケル現物 12965.00 -5.00 トウモロコシ先物 ブッシェル 366.25 -0.75 
亜鉛先物 3452.50 70.00 ICE(13日5時40分) 砂糖先物 ポンド 13.46 -0.15 
亜鉛現物 3408.50 -3.50 日本(13日19時40分) ナフサ先物 トン 539.25 -4.00 
亜鉛先物 26035.00 20.00 ﾄﾞﾊﾞｲ(13日14時40分) ドバイ原油 バレル 59.11 -1.81 
金先物 273.50 1.50 ﾛﾝﾄﾞﾝ(13日10時40分) 北海ブレント バレル 62.69 0.19

上海 鉛先物 18975.00 -120.00 　ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所

(13日18時40分) 銅先物 51880.00 520.00 　ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所

鋼線先物 3121.00 0.00 　※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間

アルミニウム先物 14300.00 125.00 　※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月

　ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所 　※ＬＭＥ、上海の単位：上海・金（グラム）を除き全てトン

　ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所　　　　 　※値：ＳＩＣＯＭ、シカゴは米セント。上海は中国元。それ以外は米ドル

　ＣＯＭＥＸ＝ニューヨーク商品取引所

■為替クロスレート

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

日本円 0.0093 0.0075 0.0067 0.0590 0.0727 0.2724 10.0824 0.2927 211.021 12.31544 0.0366 0.0123 126.763 0.4841 0.5980 0.0118 0.0127

米ﾄﾞﾙ 107.5480 0.8135 0.7227 6.3461 7.8225 29.2925 1084.24 31.4750 22695.0 1324.500 3.9414 1.3216 13633.0 52.0640 64.2592 1.2712 1.3711

ﾕｰﾛ 133.567 1.2293 0.8884 7.8015 9.6164 36.0102 1332.88 38.6932 27899.7 1628.25 4.8453 1.6247 16759.5 64.0039 78.9958 1.5627 1.6855

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ 150.347 1.3837 1.1256 8.7814 10.8243 40.5332 1500.30 43.5532 31404.0 1832.76 5.4539 1.8288 18864.5 72.0431 88.9180 1.7590 1.8972

中国人民元 16.9462 0.1576 0.1282 0.1139 1.2326 4.6158 170.851 4.9597 3576.21 208.711 0.6211 0.2083 2148.25 8.2041 10.1258 0.2003 0.2161

香港ﾄﾞﾙ 13.7486 0.1278 0.1040 0.0924 0.8113 3.7447 138.605 4.0237 2901.25 169.319 0.5039 0.1690 1742.80 6.6557 8.2147 0.1625 0.1753

台湾ﾄﾞﾙ 3.6714 0.0341 0.0278 0.0247 0.2166 0.2670 37.0141 1.0745 774.772 45.2164 0.1346 0.0451 465.409 1.7774 2.1937 0.0434 0.0468

韓国ｳｫﾝ 0.0992 0.0009 0.0008 0.0007 0.0059 0.0072 0.0270 0.0290 20.9318 1.22160 0.0036 0.0012 12.5738 0.0480 0.0593 0.0012 0.0013

ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.4169 0.0318 0.0258 0.0230 0.2016 0.2485 0.9307 34.4475 721.048 42.0810 0.1252 0.0420 433.137 1.6541 2.0416 0.0404 0.0436

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 0.0047 0.00004 0.00004 0.00003 0.00028 0.00034 0.0013 0.048 0.0014 0.05836 0.0002 0.0001 0.6007 0.0023 0.0028 0.00006 0.0001

ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ 0.0812 0.00076 0.00061 0.00055 0.00479 0.00591 0.02212 0.81860 0.02376 17.1348 0.0030 0.0010 10.2929 0.03931 0.04852 0.00096 0.00104

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 27.2866 0.2537 0.2064 0.1834 1.6101 1.9847 7.4320 275.089 7.9857 5758.11 336.048 0.3353 3458.92 13.2095 16.3036 0.3225 0.3479

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 81.3765 0.7566 0.6155 0.5468 4.8018 5.9189 22.1641 820.383 23.8155 17172.1 1,002.18 2.9822 10315.37 39.3941 48.6215 0.9619 1.0374

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.0079 0.00007 0.00006 0.00005 0.00047 0.00057 0.0021 0.0795 0.0023 1.6647 0.09715 0.0003 0.0001 0.0038 0.0047 0.0001 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ 2.0656 0.0192 0.0156 0.0139 0.1219 0.1502 0.5626 20.8250 0.6045 435.906 25.4398 0.0757 0.0254 261.851 1.2342 0.0244 0.0263

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.6722 0.0156 0.0127 0.0112 0.0988 0.1217 0.4558 16.873 0.4898 353.179 20.6118 0.0613 0.0206 212.16 0.8102 0.0198 0.0213

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 84.6024 0.7866 0.6399 0.5685 4.9921 6.1535 23.0428 852.91 24.7597 17852.9 1041.912 3.1005 1.0396 10724.34 40.9559 50.5492 1.0786

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 78.4385 0.7293 0.5933 0.5271 4.6285 5.7053 21.3642 790.777 22.9560 16552.4 966.013 2.8746 0.9639 9943.11 37.9724 46.8669 0.9272

2018/2/13 19:30 JST（日本標準時）
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Bloombergより作成の参考値

    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 13日 78.4385 1.3711 1.6915 アジア 13日 0.004739 22,695.00 27,995.98
13日 84.6024 1.2712 1.5681 欧州 12日 133.5670 0.8135 1.0000

アジア 13日 1.0000 107.548 132.667 12日 150.3470 0.7227 0.8884
13日 0.09918 1,084.235 1,337.249 12日 115.6650 0.9393 1.1548
13日 16.9462 6.3461 7.8286 12日 17.9333 6.0585 7.44795
13日 13.7486 7.8225 9.6496 12日 1.8802 57.8074 71.0650
13日 3.6714 29.2925 36.1354 12日 42.8325 253.6650 311.8530
13日 2.0656 52.0640 64.2252 12日 32.0397 3.3910 4.1689
13日 81.3765 1.3216 1.6304 12日 5.2642 20.6414 25.3775
13日 27.2866 3.9414 4.8594 12日 13.4727 8.0643 9.9140
13日 3.4169 31.4750 38.826 北米 12日 108.6510 1.0000 1.2294
13日 0.007889 13,633.00 16,817.67 12日 86.2706 1.2595 1.5483
13日 1.6722 64.2592 79.3345 中南米 12日 5.8447 18.5891 22.8532

オセアニア・アジア：19:30 JST(日本標準時)、 欧州・北米・中南米：06:00 JST(日本標準時) 時点

    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 13日 8,122.22 63.16 -302.69 アジア ジャカルタ JSX 13日 6,578.18 54.72 238.94
シドニー ASX 13日 5,957.00 37.30 -209.00 マニラ Composite PSE 13日 8,570.14 82.23 -153.99 

アジア 東京 日経平均 13日 21,244.68 -137.94 -2,261.65 ホーチミン ベトナム株価指数 13日 1,059.73 17.94 63.96
TOPIX 13日 1,716.78 -15.19 -147.04 ムンバイ SENSEX30 休場

JASDAQ 13日 173.18 -0.90 -5.26 欧州 ロンドン FTSE 100 12日 7,177.06 84.63 -471.04 
ソウル 総合 13日 2,395.19 9.81 -84.46 フランクフルト DAX 12日 12,282.77 175.29 -588.62 

KOSDAQ 13日 829.39 -13.85 16.94 パリ CAC40 12日 5,140.06 60.85 -148.54 
上海 B株 13日 322.90 2.25 -21.93 アムステルダム AEX 12日 524.10 5.77 -20.69 
深セン B株 13日 1,146.93 12.02 -28.06 ミラノ FTSEMIB 12日 22,336.78 170.03 491.62
香港 ハンセン 13日 29,839.53 379.90 -675.78 マドリード IBEX35 12日 9,771.10 131.50 -308.00 

ハンセンH 13日 12,004.51 104.20 -64.48 ブリュッセル BEL20 12日 3,918.18 41.85 -61.35 
台北 加権 休場 10,421.09 チューリヒ SMI 12日 8,822.18 140.18 -656.74 
シンガポール ST指数 13日 3,415.07 30.09 -15.23 北米 ニューヨーク ダウ 12日 24,601.27 410.37 -222.74 
クアラルンプール KLSE総合 13日 1,833.02 2.85 50.32 NASDAQ 12日 6,981.96 107.47 -24.94 
バンコク SET 13日 1,800.03 0.58 21.50 トロント トロント300 12日 15,241.88 207.35 -1,068.11 

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
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ニュージーランドドル ベトナムドン
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香港ドル ロシアルーブル

オーストラリアドル

デンマーククローネ

日本円

ユーロ

英国ポンド

韓国ウォン スイスフラン

中国人民元

1.2800

1.3000

1.3200

1.3400

1.3600

1.3800

79.00000

80.60000

82.20000

83.80000

85.40000

87.00000

2/132/61/301/231/161/91/212/2612/19

SGD/USD JPY/SGD
Daily Chart

3,300.00

3,380.00

3,460.00

3,540.00

3,620.00

3,700.00

2/132/61/301/231/161/91/212/2612/19

Singapore ST Index Daily Chart

2018年（平成30年）2月14日（水） The Daily NNAシンガポール＆ASEAN版【Singapore & ASEAN Edition】　第05666号［15］

【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



　駐在員向けの安全セミナーに参加し
た。当地で日本人が遭いやすい犯罪は、
スリ、置引、路上強盗。深刻な被害に発
展する恐れはまずないが、日ごろから対
策を考えておくべきという。
　感心したのは、強盗に渡す用のフェイ
ク財布を持つ人が、参加者の中にちらほ
らいたこと。帰宅後さっそくタンスから
古い財布を出してかばんの中に追加し
た。その後外出してみると、これが気の
持ちようというのか、すれ違う人がみ
な、こちらの財布を狙っているかのごと
く思えてならない。「もう１つ持ってる
だろ？」――フェイク財布の存在までが
見抜かれているようで落ち着かない。
　想像の段階ですでにこの弱気。いざ強
盗に遭遇となったら、フェイクどころか
全ての持ち物を渡してしまうに違いな
い。安全対策のビギナーには、財布の数
を増やすより、財布の中身を減らして用
心するくらいがちょうどいいのかもし
れない。（成）

フィリピン

　総額１億6,000万円もの時計25個を
「友達から借りた」と豪語したプラウィ
ット副首相のスキャンダルは、まだ終わ
りを見せない。先週には、さまざまなキ
ャンペーンへの署名を収集するサイト
「Change.org」を舞台に、同氏の不透明
な印象が強まった。
　「３月31日までにプラウィット氏に
辞任してもらいたい」とのキャンペーン
に８万人が署名したことが注目を集め
た後に登場した、「今年のサッカーのＷ
杯まで職務を続行してもらいたい」のキ
ャンペーンは、大方の予想に反して、１
万6,000人もの署名を集めた。ただ、な
ぜかその翌日に200人に減少。サイトの
管理者によると、同じＩＰアドレスから
の署名が集中したという。専門家は、不
当に入手した個人情報を使って署名を
稼いだ疑いを指摘する。
　軍の部隊がやったとのうわさも立ち、
プラウィット氏の印象は悪化の一途を
たどっているようだ。（チ）

タイ

　インドネシアの学校でも、グループ学
習が行われている。中学生の娘も小学生
の頃から時々、同級生と課題作成に取り
組んでいる。ただし授業中ではない。放
課後にメンバーが集まるのだという。
　中学生ともなれば放課後も「僕は塾に
行かないといけない」やら、「私は習い
事がある」やらで、皆の都合がいい日が
少ない。そこで週末の日中に、だれかの
自宅に集合となる。問題は学区制ではな
いので、小中学生でも自宅の地域がばら
ばら。徒歩圏内ではないし、かなり遠方
から通学している子もいる。
　車やバイクで送迎する保護者も大変
だ。子どもに一人でバスに乗って家に帰
りなさいとは言えない。ご両親は何時に
迎えに来てくれるの？　自宅にやって
来た娘の友達に尋ねたら、配車アプリで
タクシーを呼ぶとか。中学生にまで配車
アプリが浸透しているのには驚いた。
（麻）

インドネシア

　先週末の広州駅は帰省客で大混雑し
ていた。戸籍人口870万人に対して常住
人口は1,404万人。広州で暮らす人の多
くは、仕事や学校のために故郷を離れた
他地域の出身者だ。
　広州市は春節（旧正月）を控え、「年
越しは広州で」と呼び掛けるキャンペー
ンを展開している。地元紙に設けられた
宣伝ページには連日著名人が登場し、
「暖かい」「花が咲き誇る」広州で迎える
新年がいかに素晴らしいかを語ってい
る。他地域出身者をつなぎ留め、あるい
は観光客を呼び込んで、地元の春節をさ
らに盛り上げようという狙いだろうか。
　そんな広州の思惑とは関係なく、駅で
改札を待つ人たちは誰もが笑顔。重そう
な荷物には土産がたくさん詰まってい
るのだろう。例え雪に覆われ花はなくと
も、大切な人が待つ故郷での年越しが一
番暖かいに決まっている。（羊）

中国

　杏仁豆腐が無性に食べたくなり、乾物
屋が並ぶ迪化街の小さなスイーツ店が
頭に浮かんだ。その店は天然素材だけを
使用し、添加物や防腐剤は一切加えな
い。するっとのどを通りぬける触感がよ
く、素朴な味わいが気に入っている。思
い立ったが吉日とすぐにタクシーに乗
り込んだ。
　だが、時は春節前。レトロな建物やカ
フェなどが並び、普段は絶好の散策コー
スの迪化街も様変わり。派手な赤い飾り
ものがそこかしこにぶら下がり、あめや
シイタケ、落花生、ピーナッツなど山盛
りのブースが通りの両脇にせり出し、当
方の行く手を阻む。小雨をものともせ
ず、大勢の買い出し客で通りはあふれか
えっている。
　この時期だけ歳末売り出しセールに
沸く迪化街は、まさに台北の「アメ横」。
やっと手にした杏仁豆腐は、いつにも増
して疲れた体に染みわたり、至福の時を
もたらしてくれるのだった。（優）

台湾

　平昌冬季五輪の開会式が行われたメ
イン会場「オリンピックプラザ」。仮想
現実（ＶＲ）体験ができるライブパビリ
オンや、現代美術を展示する文化館など
競技以外も楽しめる空間だ。
　このオリンピックプラザはパラリン
ピックの閉会式の後、撤去される予定
だ。運営・管理費で毎年数千万円の赤字
が出るためだという。約95億円が投じ
られた大規模メイン会場は五輪・パラリ
ンピックの開閉会式に使用するだけで
その役割を終えることになる。
　1988年に開催されたソウルオリンピ
ックのメイン会場は今でも陸上競技や
サッカー大会などで使われ、周辺の公園
やコンサートホールもソウルの憩いの
場として定着している。五輪開催時を思
い起こす唯一の場所ともいえる。
　平昌五輪の競技場は形として残らな
いが、華やかな開会式や白熱した試合を
記憶に残したいと思う。（公）

韓国
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