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日系の環境技術を中国に
拡販の鍵は代理店、上交会開幕
中国で環境汚染が深刻化し、政府も対策に本腰を入れる中、日系企業が関連製品やサービスの売り込みに
力を入れている。上海市で 26 日まで開かれている国際的な技術展示会「中国（上海）国際技術輸出入交
易会（上交会）」では、環境関連の日系企業が複数社出展し、自社製品の性能をアピールした。各社はい
かに代理店を有効活用するかが中国での販売拡大の鍵になるとみている。【上海・黒川真吾】
上交会には日本企業が集積する「日本パビリオン」を
設置。出展数は 46 社・団体で、前年から 10 社・団体増
えた。日本からの出展は省エネ・環境関連の中小企業が
主体。
エレメントレスフィルターのフィルスターやバルブ
などを生産販売する industria（埼玉県入間市）は、中
国での認知度向上を目的に出展。切削油や潤滑油などの
工業用油を浄化する「高精度油濾過精製装置」を主力製
品として展示した。
同社上海法人の上海橋越環保科技の張宏強副総経理
によると、精製装置を使えば、使用済みの工業用油に含

まれるごみや水分を除去し、未使用の油に近い水準まで
品質を戻すことが可能という。さらに機械に使う油と精
製装置の間を循環させるシステムも売り込む考えで、導
入すれば機械や油、生産する製品の寿命を延ばせるほ
か、コスト削減にもつながる。
同社はこれまで中国で日系向けにサービスを展開し
てきたが、今後は地場系企業の開拓を強化する計画。た
だ中国政府は環境問題に敏感になっているものの、企業
はコストに目が向きがちで環境への意識はまだまだ低
いのが現状だ。
それでも張副総経理は「中国で使われる工業用油は日
（次ページへ続く）
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本の２倍量で、潜在力は高い。これまで捨てていた油を
再利用できることなどをセールスポイントに、環境に配
慮した中国の企業体制構築に貢献したい」と意気込ん
だ。
水処理事業のオスモ（川崎市麻生区）は、非常用飲用
水装置と小型海水淡水化装置の「オスモポッド」を展示
した。雨水や河川水、井戸水、海水を浄化して飲用水に
できる装置を武器に、内陸部などでの売り込みを図る。
2008 年の四川大地震では同社の装置が使われた実績も
ある。
オスモの野口武志社長は、水不足と水質汚染が加速す
る中国に巨大な水処理需要があるとみる。今後は行政と
組みながら、マンションなどに装置を導入して「水道水
の蛇口をひねればそのまま飲める」システムを構築する
青写真を描く。現地の声を吸い上げながら、中国市場向
けの製品開発にも乗り出す考えだ。
中国には同社が想定していなかった水処理の需要も
あるといい、引き合いのあった上海のマンションでは雨
水や河川水を装置で浄化し、トイレ用として供給する計
画。上海のマンション間で競争が激しくなる中、水道料
金を低減させる住民への付加価値サービスという。
環境設備メーカーのミューカンパニーリミテド（東京
都台東区）は、自社環境技術の中国導入を目指して出
展。水処理装置「ミューアクアタワー」や排ガス処理装
置「ミュースクラバー」を展示した。湖の浄化や微粒子
状物質（ＰＭ 2.5）の除去などに対応でき、装置のメン
テナンスがほぼ必要ないなどの特長があるという。
鈴木照敏顧問は「中国の環境対策は日本に比べ 40 年
遅れている。企業は環境設備の導入にまだ消極的だが、
自社製品の効果を見せることで売り込んでいきたい」と
抱負を述べた。
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え、このうち耕地の基準超過率は約２割。環境保護省が
毎月発表する大気汚染状況に関する調査でも、汚染で大
気の質が基準値を超えた日は全国の４〜５割程度で、地
下水も全体の６割が汚染されているとの指摘もある。
各種の汚染削減目標を盛り込んだ昨年９月発表の「大
気汚染防止行動計画」。計画に伴う投資総額は１兆 7,474
億元（約 28 兆 6,000 億円）で、１兆 9,422 億元の国内
総生産（ＧＤＰ）の増加が見込まれている。水質や土壌
の対策費も含めれば金額はさらに膨らむことになる。第
12 次５カ年計画（11〜15 年）では、３兆 4,000 億元の
資金が環境対策に投じられる見通しだ。
中国政府は環境産業を国民経済の新たな柱とする計
画も打ち出しており、国務院（中央政府）は昨年８月、
15 年までに環境産業規模を４兆 5,000 億元へと拡大さ
せる目標を掲げた。環境産業の生産規模を 15 年まで年
平均 15％以上伸ばす。
また今年に入ってからは中央政府の幹部が地方の環
境政策を批判する発言も出ており、今後は地方でも足並
みのそろった対策が打ち出される可能性もある。実現す
れば、環境投資は地方分も含め全国的に拡大することに
なりそうだ。
政府の後押しや市場の拡大を背景に、日系をはじめ高
い技術力を持つ外資の商機は拡大に向かうことが予想
される。実際、外資の参入機会も増えるとみられ、出展
企業の幹部は「外資の環境技術を導入したい政府の意向
もあり、外資が参入できる余地は間違いなく広がる」と
期待感を示す。
幹部によると、中国は現在、日本がたどった公害の発
生から克服までの同じ道のりを歩んでおり、中国企業は
日本から学んでいる部分が多い。日本のモデルケースに
関心が高い中国企業に公害克服で培ったノウハウなど
を提案できれば、日本企業が売り込める可能性は高まる
とみられる。

良いパートナー探しでコピー対策

拡大する環境市場
日系各社が期待感を示す背景にあるのは中国政府の
後押しを受けた市場の拡大だ。
今年３月に行われた政府活動報告では環境対策を今
年の主要な政策課題の一つとして列挙。直近で政府高官
による環境重視の発言が相次ぐなど、環境対策が政府の
重要課題の一つになっているといえる。
環境対策を急ぐのは大気、土壌、水質ともに汚染が深
刻化していることがある。
今年４月に発表された土壌汚染状況に関する全国初
の調査結果では、国土面積の約 65％に当たる約 630 万平
方キロメートルのうち 16.1％の土壌が汚染基準値を超

販売拡大に向けて、出展各社が口をそろえるのは、
「い
かに 良い販売代理店 を見つけるか」。
「日系の売り方
をそのまま持ち込んでも無理があるし、広大な中国では
マンパワーも割けない。現地の商習慣を熟知している代
理店に任せることが販売拡大の鍵になる」（出展する中
小メーカー）との考え方だ。
上海橋越環保科技は、良い代理店を見つけることがコ
ピー製品対策にもつながるとみる。張副総経理は「コピ
ー製品が出回るのは仕方がない。しかし、力のある代理
店ならコピー対策を代わりにやってくれ、模造品が出回
るのを抑えることができる。自社は製品を代理店に卸す
だけで済む」と述べた。
日系メーカー関係者は現地のニーズに合った製品投
下が重要と指摘する。中国企業の間でも環境関連製品に
対するニーズは高まっているものの、コストへの意識が
強くて買い渋ったり、性能を十分に使いこなせる社内体
制が整っていないなどの問題がある。
だからこそ、日本の製品をそのまま持ち込むのではな
く、例えば従来より機能を落とした安価な製品をライン
アップに加えるといった工夫が必要になると強調する。
内陸部と沿海部でニーズが異なることにも着目し、地域
特性に合った現地化サービスの展開が拡販につながる
とみている。
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【全国−経済】

インフラ建設に入札制度、民間企業の参加可能に
国務院（中央政府）は 23 日、李克
強首相が主宰する常務会議を開き、
国が実施する鉄道や港湾など公共イ
ンフラ事業に入札制度を導入し、広
く民間企業の参入と投資を奨励する
方針を決めた。24 日付新京報など各
紙が伝えた。
これまで政府が実施する公共イン
フラ事業では、主に国営企業や政府
とのつながりのある業者を指定する
などしていた。市場原理が働かない
ため、事業費が高くなる傾向にあっ
たほか、政府官僚と業者間で賄賂が
授受されるなど汚職が発生する素地

にもなっていた。広く民間企業の参
入を促すことで、公共事業の効率化
と汚職を抑制するのが狙いとみられ
る。
会議では、政府が実施する◇鉄道
や港湾など交通インフラ◇新世代の
情報インフラ◇水力発電、風力発電、
太陽光発電などクリーンエネルギー
◇石油・ガスパイプライン◇石炭化
学◇石油化学――など 80 分野で入
札制度を導入すると決めた。合資、
独資、特許経営などの各種形態で建
設事業に参加できる。将来的には石
炭・天然ガス探索事業や水利、空港

建設などの領域にも入札制度を導入
していく予定。
李首相は会議で、
「東部の都市部内
でもまだ発展から取り残された区域
が存在するほか、中西部地域では開
発に必要な資金が大きく不足してい
る。政府は投資の主体になるべきで
はなく、公共サービスの提供や市場
の監督により注力すべきだ」と指摘。
具体的な事業が決定したら社会に広
く公開し、
「資質を持った企業は『コ
ネ』と関係なく公平に競争に参加で
きる」と強調した。

【全国−経済】

高所得国の仲間入り目標、第13次５カ年計画で
国家発展改革委員会（発改委）の 新京報が伝えた。
李朴民報道官は 23 日、第 13 次５カ
李報道官によると、現在の中国の
年計画（2016〜20 年）期間中に中国 国民１人当りのＧＤＰ（国内総生産）
の高所得国への仲間入りを目指す方 は 6,700 米ドル（約 68 万 7,500 円）
針を明らかにした。同計画はすでに で、すでに中所得国に属している。
策定作業に入っており、16 年末に発 「第 13 次５カ年計画期間中に、世界
表する予定。所得を増やす政策など 銀行の基準で高所得国に近づき、で
を盛り込むものとみられる。24 日付 きれば高所得国の仲間入りを果たし

たい」と述べ、産業構造の転換など
の推進で所得増加を実現していくこ
とを研究する。また「国民の美しい
生活には環境が最も重要な領域とな
る」と指摘し、エコロジーを重視し
た省エネ・環境保護型の社会づくり
も同計画に大きく盛り込んでいく予
定だとした。

﹁それはないんじゃない
の？﹂︱︱︒雨降りの中︑上
海の大通りでタクシーを待つ
こと 分︒ようやく来た１台
に手を上げようとすると︑ス
ーツを着た 代らしき男性が
後ろからすっとやってきて︑
目と鼻の先でタクシーに乗り
込んだ︒こちらがタクシー待
ちと明らかに知っての行為︒
抗議したが完全に無視され︑
１人取り残された︒
この無常感を味わうのは１
度や２度ではない︒もっと悪
質だったのはある商業施設の
タクシー乗り場︒列に並ぶ二
十数人を差し置いて︑若い女
性２人が乗り口前でタクシー
を強引に止めた︒多くの人が
ブーイングするのも何のその︑
そ知らぬ顔で彼方へと消えて
いった︒
商業施設の件は別として︑
その他の﹁割り込み﹂は並ん
でいる訳ではないし︑大きな
お世話との論理も成り立つ︒
それでも﹁公徳心﹂という言
葉がちらつくのは島国根性な
のだろうか︒︵崇︶
15

20

上海で「中国（上海）国際技術輸
出入交易会」が開幕し、米テスラ
のＥＶが公開された＝ 24 日、中
国）

曜日別特集「日系企業進出一覧」は都合により休載します。
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/
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【全国−製造】
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《日系進出》

電気化学工業、特殊混和材の子会社
総合化学品会社の電気化学工業
（東京都中央区）は 24 日、中国で特
殊混和材の事業を統括する子会社を
上海市に、生産子会社を天津市にそ
れぞれ設立したと発表した。特殊混
和材はトンネルや高速道路などイン
フラ建設向けコンクリートの生産に
使われる特殊な添加材で、強度の向
上や工期の短縮化に役立てられてお
り、中国でも需要拡大が見込めると
判断した。
地域統括会社は電化創新（上海）
商貿。資本金は約２億円で、電気化

学工業が全額出資した。今年１月に
設立し、今月から営業を開始した。
人員は 2017 年に 50 人体制になる予
定。売上高は同年に 50 億円を目指
す。
生産会社は、電化無機材料（天津）
で、資本金は約３億円。昨年９月に
設立し、先月から営業を開始した。
年産能力は 5,500 トン。中国への特
殊混和材の販売は主に日本からの輸
出で対応していたが、中国で特殊混
和材の生産を本格化する。電気化学
工業は「中国でもインフラ建設の工

期を短縮しながらコストを抑制した
り、強度を高めたいなどの需要が出
てくる」と予測し、現地の需要に迅
速、的確に応える体制を整えたいと
話した。
また電気化学工業は、シンガポー
ルに設立した地域事業統括会社を今
月から営業を開始したほか、今年１
月にはマレーシアの現地有力建設材
料メーカーに出資するなど、特殊混
和材の海外展開に積極的に取り組ん
でいる。

【全国−運輸】

トランコム、三井物産の車部品物流会社に出資
総合物流企業のトランコム（名古
屋 市 東 区 ） は 24 日 、 三 井 物 産 が
100％出資し、自動車部品などの物流
を手がける広州特蘭富力運輸（ＴＦ
ＣＬ、広州市）に出資し、共同で事
業を行うと発表した。トランコムが
日本で培ってきた物流品質の向上や
効率化の仕組みを取り込み、高付加
価値な物流サービスの実現を目指
す。

トランコムは、三井物産が持つＴ
ＦＣＬの株式 35％を取得する。持分
譲渡後のＴＦＣＬの出資比率は、三
井物産が 65％、トランコムが 35％と
なる。６月にも当局から許可が取れ
る予定で、許可後に持分譲渡を行う。
ＴＦＣＬは 2006 年設立。天津市に
も子会社があり、主にトヨタ向けの
自動車部品の国内輸送や倉庫、物流
企画などを行っている。13 年 12 月

期の売上高は１億 3,900 万元（約 22
億 9,400 万円）だった。昨年末現在
で車両 146 台を所有する。トランコ
ムは、ＴＦＣＬの広州本社と天津子
会社に１人ずつ社員を派遣する予
定。
トランコムは中国ではすでに天津
市と上海市で生産の請負事業、遼寧
省大連市で物流情報サービス事業を
展開している。

【全国−経済】

地方のＧＤＰ成長率、１〜３月は「西高東低」
地方政府による今年第１四半期
（１〜３月）の経済統計の発表が相次
ぎ、域内総生産（ＧＤＰ）成長率は
西部で高く、東部で低い状況が浮き
彫りになった。西部の高い成長率は
政府投資による押し上げによるもの。
東部は貿易と投資の鈍化が響いた形
だ。毎日経済新聞が伝えた。
浙江省が 21 日発表した１〜３月
期のＧＤＰは前年同期比７％増の
7,768 億 元 （ 約 12 兆 8,000 億 円 ）。
成長率は前年同期から 1.3 ポイント、
同期の全国平均を 0.4 ポイントそれ
ぞれ下回った。広東省がこのほど発
表したＧＤＰも 7.2％増となり、成

長率は前年同期を 1.3 ポイント、同
期の全国平均を 0.2 ポイントそれぞ
れ下回った。
２省ともに伸びの鈍化は貿易不振
と投資軟調によるもので、このうち
広東省は固定資産投資が 17％増で、
伸び幅は 2.2 ポイント鈍化。貿易額
は 23.1％減と前年同期の 37.7％増
からマイナスに転じた。
一方、西部地域は２桁台の高い成
長率を維持。新疆ウイグル自治区は
10.2％増、重慶市は 10.9％増とな
り、同期の全国平均を約３ポイント
上回った。このうち新疆は工業生産
が好調で、同期の工業生産額（一定
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規模以上の企業対象、付加価値ベー
ス）は 10.8％増と前年同期を 0.5 ポ
イント、同期の全国平均を 2.1 ポイ
ントそれぞれ上回った。
証券会社の国泰君安証券の林採宜
首席エコノミストによると、中西部
は政府による財政投入も成長率を押
し上げた要因の一つ。
林首席エコノミストは「投資中心
から消費主導への転換期に移行する
沿海部は今年４月以降もＧＤＰ成長
率が大幅に上向くとは考えにくく、
工業化の成長期にある中西部は高い
伸びを維持するとみられる」と指摘
した。

【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/
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【全国−経済】

上場銀行の不良債権比率、今年上昇へ＝ＰｗＣ
会計事務所大手の英プライスウォ
ーターハウスクーパース（ＰｗＣ）
は 22 日、上場する中国の銀行 10 行
の 2013 年経営状況調査を発表した。
10 行の不良債権額、不良債権比率と
もに大幅に拡大していると指摘。景
気減速の影響を受けたもので、今年
も引き続き不良債権が増えると予測

した。23 日付中国経済網が伝えた。
ＰｗＣによると、13 年末時点の 10
行の不良債権総額は 4,494 億 900 万
元（約７兆 4,200 億円）で、12 年末
に比べ 19.5％増加した。不良債権比
率は 0.99％で、12 年の 0.06％から
大幅に上昇している。ＰｗＣは、経
済成長率の減速を受け、11 年から不

良債権の増加が始まったと指摘。中
央政府が金融改革を進めるなど銀行
業を取り巻く環境は依然として複雑
で厳しく、不良債権比率は上昇し、
利益率の伸び幅はさらに鈍化してい
くと予測した。

【全国−経済】

14年度の「三公経費」予算、前年比１割減
財務省はこのほど、中央部門を対
象とした 2014 年度の「三公経費」
（公
務出張、公用車購入管理、公費接待）
予算を前年年初の予算から 10.3％
減の 71 億 5,100 万元（約 1,179 億
円）に設定したことを明らかにした。
予算の減少は中国共産党と政府によ
る「倹約令」の影響が背景にあると

【全国−社会】

みられる。
前年年初の予算から８億 1,800 万
元少ない計算となる。内訳は公務出
張が前年度執行額から２億 8,400 万
元増の 19 億 7,600 万元、公用車購入
管 理 が １ 億 2,600 万 元 減 の 41 億
2,700 万元、公費接待が１億 6,100
万元減の 10 億 4,800 万元。公務出張

費の増加は国際会議への参加などが
要因。公用車購入管理の項目につい
ては内訳を初めて公表し、購入費を
６ 億 6,300 万 元 、 管 理 費 を 34 億
6,400 万元にそれぞれ振り分けた。
13 年度の三公経費の執行額は年
初 予 算 に 比 べ 10.2 ％ 減 の 71 億
5,400 万元だった。

《安全》

江蘇省で１人感染、鳥インフル
江蘇省の衛生当局は 24 日、鎮江市
の 51 歳男性が鳥インフルエンザ（Ｈ
７Ｎ９型）に感染したことを確認し

たと発表した。
男性は現在、市内の医療機関で治
療を受けているが、重体。男性は毎

日、市場に野菜を買いに行っていた
という。

【全国−社会】

商船三井、中国側に40億円払う
【共同】日中戦争が始まる前後の
船舶賃貸契約をめぐる賠償請求訴訟
に絡み、中国の裁判所に輸送船を差
し押さえられた商船三井が、裁判所
の決定に基づいて 40 億円強の供託
金を中国側に支払ったことが 24 日、
分かった。

商船三井は、差し押さえが続けば
業務上の悪影響が大きくなると判断、
裁判所が決めた賠償金に金利分を加
えた額の支払いに応じたとみられる。
輸送船の差し押さえは 24 日中にも
解除され、中国浙江省舟山市の港を
出ることができる見通しだ。

中国・上海の裁判所は 2007 年、商
船三井側に約 29 億円の支払いを命
じる判決を言い渡した。今月 19 日に
は同社が所有する鉄鉱石輸送船「Ｂ
ＡＯＳＴＥＥＬ ＥＭＯＴＩＯＮ」
を浙江省舟山市の港で差し押さえ
た。

【全国−社会】

丸紅関係者３人が拘束、中国当局に
【共同】丸紅は 24 日、傘下の米穀
物販売会社「コロンビア・グレイン・
トレーディング・インク」の中国に
ある大連代表事務所で働く中国人女
性３人が青島の税関当局に拘束され
たと明らかにした。拘束された詳し
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

い経緯などは不明という。
この会社は大豆などの穀物を中国
に輸出しており、代表事務所は米国
の本社との連絡業務などを担ってい
たという。
丸紅は情報収集中で、事実確認を

急いでいる。拘束されたのは当初、
中国の代理店社員と説明していたが、
大連代表事務所で働く女性であるこ
とが分かったという。
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【北京−車両】

ＥＶ駆動システム子会社設立、北汽とシーメンス
中国自動車大手の北京汽車集団
（北京市朝陽区、北汽集団）は独シー
メンスと提携し、電気自動車（ＥＶ）
とハイブリッドカー（ＨＶ）の駆動
システムを手掛ける合弁会社を北京
市に設立すると発表した。24 日付京
華時報など北京各紙が伝えた。
開催中の「2014（第 13 回）北京国
際汽車展覧会（北京モーターショ
ー）」で両社が合意文書に調印した。

合弁会社の名称は「北京西門子汽車
電駆動系統」。資本金や出資比率は明
らかにしていない。年内は小規模の
試作品生産にとどめるが、来年から
量産を始め、将来的に年産 10 万基を
目指す。モーター出力範囲 4,000〜
２万キロワット（ｋＷ）のシステム
を生産し、
「北汽Ｓ」
「北汽Ｃ」
「北京
Ｌ」各シリーズに搭載する予定。
北汽集団は 2012 年からシーメン

スの電機部門とＥＶ技術に関する合
弁会社設立の協議を進めており、昨
年 10 月中に覚書を交わす予定と発
表していた。設立がずれ込んだ背景
には北汽集団のＥＶの売上低迷があ
るとされる。同社は先端技術を持つ
シーメンスと組むことでエコカーの
性能向上と売上拡大を図る。

【河南−車両】

鄭州日産、今後３年で５車種を投入
日産自動車と東風汽車集団による
合弁小型商用車メーカーの鄭州日産
汽車（河南省鄭州市）はこのほど、
2015〜17 年の中期事業計画を発表
した。３年間に自主ブランドと日産
ブランドの計５車種を新たに投入す
る。
鄭州日産の自主ブランド「東風風

度」からＳＵＶ（スポーツタイプ多
目的車）、ＭＰＶ（多目的車）、ミニ
バンの３車種、日産ブランドはピッ
クアップトラックとＳＵＶの２車種
をそれぞれ発売する計画。15 年末に
は新しい研究開発（Ｒ＆Ｄ）センタ
ーの完成を予定しており、自主ブラ
ンド戦略を強化して毎年１車種以上

の東風風度ブランド車を市場に投入
する。
同社は昨年、過去最高の約 11 万
8,000 台を販売した。今後は年平均
20％以上の成長率を目標に、16 年に
年間販売を 20 万台まで拡大する計
画。

【北京−車両】

北京ベンツ、部品現地化率が50％超え
北京汽車集団（北京市朝陽区）と
独ダイムラーの合弁製造子会社、北
京奔馳汽車（同市大興区、北京ベン
ツ）の陳宏良・高級執行副総裁はこ
のほど、部品サプライヤーの現地化
率が 50％を超えたことを明らかに
した。今後は 60〜70％までの引き上
げを目指す。
陳副総裁は「ダイムラーの品質世
界基準を満たすことを前提に、サプ

ライヤーの現地化戦略を堅持する」
と表明。同社のサプライチェーンは
北京市郊外から河北省、天津市を中
心に構築していることを説明し、そ
うすることで調達コストを最小化で
きる上、「（政府が進める）北京、天
津、河北の協調発展戦略にも合致し
ている」と強調した。
北京ベンツは現在、セダンのＣク
ラスとＥクラス、スポーツタイプ多
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目的車（ＳＵＶ）のＧＬＫクラスを
生産しており、年産能力は約 10 万
台。北京汽車とダイムラーは先月、
2015 年 ま で に 約 40 億 ユ ー ロ （ 約
5,700 億円）を投資して北京ベンツ
の生産能力を２倍に引き上げること
で合意している。【24 日新華社＝Ｎ
ＮＡ】
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【北京−ＩＴ】

小米、家庭用ルーターでスマート住宅推進
スマートフォンや液晶テレビを手
掛ける新興の通信機器メーカー、北
京小米科技（北京市海淀区、小米）
は 23 日、無線通信Ｗｉ―Ｆｉ（ワイ
ファイ）対応の家庭用ブロードバン
ドルーター２種とセットトップボッ
クス（ＳＴＢ）のアップグレード版
をそれぞれ発表した。これらはスマ
ート住宅の「頭脳」になるとして拡
販を目指す。
発表したのは２ストリーム（２×
２ＭＩＭＯ）方式の IEEE 802.11ac

対応Ｗｉ―Ｆｉルーター「小米路由
器」、モバイルＷｉ―Ｆｉ対応ルータ
ー「小米路由器 mini」、４Ｋ出力に
対応した米グーグルの基本ソフト
「アンドロイド（Android）」搭載のＳ
ＴＢ「小米盒子 Pro」。同社の雷軍最
高経営責任者（ＣＥＯ）は、
「小米路
由器」が家庭内の電子機器を集中コ
ントロールできる存在になると話し、
将来的に「スマート電源」
「スマート
カメラ」
「スマートリモコン」など周
辺機器各種を提供していく考えを示

した。
「小米路由器」には米半導体大手
ブロードコムの１ギガヘルツ（ＧＨ
ｚ）デュアルコアプロセッサーや
2.5 インチのハードディスクドライ
ブ（ＨＤＤ）、近距離無線通信（ＮＦ
Ｃ）システムなどをそれぞれ内蔵。
ＮＦＣ対応スマートフォンは、ルー
ターにかざすだけでインターネット
接続が可能になる。

【北京−媒体】

歌華有線、携帯とインターネットＴＶにも配信
上海上場のケーブルテレビ事業者
の北京歌華有線電視網絡（北京市海
淀区、歌華有線）は 24 日、モバイル
端末とインターネットテレビ向けの
コンテンツ配信事業権を当局から取
得したと発表した。新たな事業プラ
ットホームを立ち上げ、国家新聞出
版広電総局の事業許可を受けた上で
サービスを開始する。

ニュース、映画、ドラマ、バラエ
ティーなどの番組をオンデマンド配
信する。同社は「伝統媒体から新媒
体へ、ケーブルテレビだけの配信事
業者から総合的なサービスプロバイ
ダーへ、転身を加速する」と説明。
従来の事業地域はほぼ北京市内に限
られていたが、モバイルとネット向
けの配信を手掛けることで全国規模

の市場展開も可能になる。
同社のケーブルテレビ受信者数は
2013 年末で 524 万世帯。13 年 12 月
期 の 売 上 高 は 前 期 比 2.2％ 増 の 22
億 5,000 万元（約 368 億円）、純利益
は 26.7％増の３億 7,700 万元だっ
た。

【山東−観光】

青島「花博」きょう開幕、1500万人見込む
山 東 省 青 島 市 で き ょ う 25 日 、
「2014 青島世界園芸博覧会」
（青島世
園会）が開幕する。10 月 25 日まで
の会期中、国内外から延べ 1,500 万
人の来場を見込む。
青島世園会は、国際園芸家協会（Ａ
ＩＰＨ）が認定する国際園芸博覧会。

中国本土では 1999 年の雲南省昆明
市、06 年の遼寧省瀋陽市、11 年の陝
西省西安市に次ぐ国際園芸博の開催
となる。規模は「Ａ２」
（小規模国際
園芸博）と「Ｂ１」
（長期・大規模国
内園芸博）の認定を受けており、こ
れは瀋陽や西安、また 00 年の淡路花

博、04 年の浜名湖花博などと同クラ
ス。
会場は李滄区東部の青島百果山森
林公園で、総面積は 2.41 平方キロメ
ートル。入場料は通常 120 元（約
2,000 円）、祝日と指定日は 160 元と
なる。

【大連−運輸】

大連の港湾貨物量、１〜３月は4.7％増
遼寧省大連市港湾当局の発表によ
ると、同市の１〜３月の港湾貨物取
扱 量 は 前 年 同 期 比 4.7 ％ 増 の １ 億
839 万トンに上った。コンテナ取扱
量は 5.5％増の 215 万ＴＥＵ（20 フ
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

ィート標準コンテナ換算）だった。
中国の港湾としては貨物量、コン
テナ量とも７位。それぞれ１位は寧
波・舟山港（浙江省）の２億 1,339
万トン、上海港（上海市）の 822 万

ＴＥＵ。
大連の３月単月の港湾貨物量は
7.2％増の 3,754 万トン、コンテナ量
は 10.4％増の 76 万 9,000 ＴＥＵだ
った。
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《日系進出》

Ｈ２Ｏ、寧波に阪急百貨店を出店
百貨店事業を展開するエイチ・ツ
ー・オー リテイリング（大阪市北
区、Ｈ２Ｏ）は 24 日、浙江省寧波市
に阪急百貨店を出店すると発表した。
Ｈ２Ｏの海外での本格的な百貨店の
出店は初めて。2018 年春の開業を予
定する。
日本独自の文化や商品を海外に売
り込む官民出資の海外需要開拓支援
機構（クールジャパン機構）ほか中
国・香港企業３社と、基本協定を締
結した。中国・香港企業ではアパレ

【上海−製造】

ル事業などを手掛ける杉杉集団のほ
か、不動産開発を手掛ける ITOHPIA
ENT Investment、寧波都市房産開発
の３社と協力する。Ｈ２Ｏは建設に
向けて寧波都市房産開発を除く３社
と合弁会社を設立する。
投資額は 30 億元（約 500 億円）。
延べ床面積は約 16 万平方メートル
で、地上６階、地下１階となる計画。
現在寧波市政府が主導して進めてい
る寧波最大の開発プロジェクト「東
部新城開発」の中心地となる「寧波

中心」に出店する予定。軌道交通（地
下鉄・ＬＲＴ＝軽量軌道交通）２路
線の駅に隣接する好立地となる。
東部新城開発は、寧波市の現中心
部から東に約５キロ離れた地点で進
む新都市の開発計画。開発区域の面
積は約 16 平方キロメートルで、総事
業費は 2,000 億元。このうち阪急百
貨店が出店する寧波中心は住宅やオ
フィス、高級ホテルなどが集まる複
合商業施設となる予定。

《日系進出》

ナベル、上海に卵選別包装の販社
鶏卵自動選別包装装置メーカーの
ナベル（京都市南区）は 24 日、上海
市浦東新区の全額出資子会社の営業
を開始したことを明らかにした。ナ
ベルが中国法人を設けるのは初めて。
鶏卵自動選別包装装置の販売やメン
テナンスなどのサービスを手掛け

る。
子会社の名称は南備迩（上海）機
械で、資本金は 5,000 万円。今年２
月中旬に設立し、今月 21 日に営業を
開始した。
ナベルはこれまで日系の商社を通
じ、鶏卵自動選別包装装置を販売し

てきたが、中国の人件費高騰や食の
安全に対する意識の向上などを背景
に、今後急速に鶏卵の選別包装の自
動化が進むとみている。今後は顧客
の需要に合った商品の研究開発（Ｒ
＆Ｄ）も行う計画で、将来的には現
地での生産も検討していくという。

【浙江−媒体】

Book Live、タオバオでコミック提供
トッパングループで電子書籍ビジ １冊当たりの平均価格は約 50 円。
ネスを手掛ける Book Live（東京都 Book Live は「まずは実績を作るこ
台東区）は 24 日、中国最大のショッ とで、日本の出版社を引き入れ、コ
ピングサイト「淘宝網」が運営する ミックコンテンツの拡充を目指して
電子書籍店「淘宝閲読」で、コミッ いきたい」と意気込んだ。2014 年度
クコンテンツの提供を開始したと発 （14 年４月〜15 年３月）中に「淘宝
表した。Book Live が中国語へと翻 閲読」で提供するコミックを 100 点
訳し、利用者はパソコン（ＰＣ）や まで広げる計画で、今後も中国のイ
スマートフォンで日本のコミックを ンターネットサイトや、キャリア大
手との連携を視野に入れ事業を進め
楽しむことができる。
竹 書 房 が 出 版 す る コ ミ ッ ク や ていく。
Book Live はこれまでにも、中国
Book Live のオリジナルコミックな
ど約 10 点の提供を 24 日に開始した。 ポータルサイト大手の「網易（ネッ
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トイーズ）」が運営する電子書籍サイ
ト「網易雲閲読」や、ソーシャル・
ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）
大手「豆瓣（ドウバン）」などにコミ
ック作品を提供している。
「淘宝網」は中国電子商取引（Ｅ
Ｃ）最大手の阿里巴巴集団（浙江省
杭州市、アリババ）が手掛けるショ
ッピングサイト。中国オンラインシ
ョッピング市場で７割のシェアを占
める。
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【江蘇−建設】

外地からの住宅購入制限を緩和、無錫市
江蘇省無錫市は５月１日から、市
外戸籍者が同市の商品住宅を購入す
る場合、最低基準となる延べ床面積
をこれまでの 70 平方メートルから
60 平方メートルに引き下げる。購入
のハードルを下げることで、商品住
宅の在庫を減らす狙い。
対象となるのは無錫市のほか、県
級市である江陰市と宜興市。無錫市

では 2003 年の戸籍制度改革以降、市
外戸籍者が同市商品住宅（中古住宅
含む）を購入する際の条件として、
最低延べ床面積を 100 平方メートル
以上と定めていた。ただ住宅価格の
高騰により無錫市以外からの住宅購
入希望者の支障となっていたことか
ら、12 年に 70 平方メートルまで引
き下げた経緯がある。

無錫市の今年第１四半期（１〜３
月）の商品住宅の成約戸数は前年同
期比 24.1％減の１万 716 戸で、現在
の商品住宅の相場は１平方メートル
当たり 8,300 元（約 13 万 6,000 円）。
住宅の在庫量は約 1,700 万平方メー
トルに上るとされ、在庫がはけるま
でに要する期間は３年とみられてい
る。【24 日新華社＝ＮＮＡ】

【重慶−経済】

重慶のＧＤＰ、１〜３月は10.9％成長
重慶市統計局によると、同市の今
年第１四半期（１〜３月）の域内総
生産（ＧＤＰ）は前年同期比 10.9％
増 の 2,982 億 7,100 万 元 （ 約 ４ 兆
9,000 億円）だった。伸び幅は前年
同期から 1.6 ポイント鈍化したもの
の、同期の全国平均を 3.5 ポイント
上回った。
産業別の内訳は、第１次産業が
４％増の 117 億 500 万元、第２次産
業 が 12.9 ％ 増 の 1,688 億 3,700 万
元、第３次産業が 7.7％増の 1,177
億 2,900 万元だった。
工業生産額（一定規模以上の企業
対象、付加価値ベース）は 13％増
で、全国平均を 4.3 ポイント上回っ
た。

固 定 資 産 投 資 額 は 18.1 ％ 増 の
2,002 億 2,500 万元で、このうち工
業 向 け が 20.4 ％ 増 の 609 億 7,400
万元。不動産開発投資は 25.7％増の
687 億 9,800 万元で、このうち住宅
向 け は 19.9 ％ 増 の 468 億 3,600 万
元だった。
貿易額は 87.5％増の 215 億 7,000
万米ドル（約２兆 2,000 億円）。この
うち輸出が 66％増の 132 億米ドル、
輸入が約 2.4 倍の 83 億 7,000 万米
ドルだった。
小 売 売 上 高 は 12.9 ％ 増 の 1,244
億元で、全国平均を 0.9 ポイント上
回った。このうち都市部が 12.8％増
の 1,177 億 6,400 万 元 、 農 村 部 が
15％増の 66 億 3,600 万元だった。

消費者物価指数（ＣＰＩ）は 1.7％
上昇。ＣＰＩを構成する８大項目の
内訳は◇食品：3.9％◇衣類：0.7％
◇家庭設備用品・修理サービス：
1.3％◇医療保健・個人用品：0.6％
◇居住：２％――がそれぞれ上昇。
酒・たばこは１％、交通・通信は
0.7％、娯楽教育文化用品・サービス
は 1.1％それぞれ下落した。
同市住民１人当たりの平均可処分
所得は 11.4％増の 5,296 元で、全国
平均を 0.3 ポイント上回った。この
うち都市部が 9.4％増の 7,338 元、
農村部が 12.8％増の 2,675 元とな
った。

【江蘇−車両】

米ハーマン、蘇州にカーオーディオのＲ＆Ｄ施設
大手オーディオメーカーの米ハー
マン・インターナショナルは江蘇省
蘇州市に車載用オーディオ機器の研
究開発（Ｒ＆Ｄ）施設を設立する。
Ｒ＆Ｄ能力を強化し、品質やコスト
競争力を高める狙い。今年６月の着
工を予定し、稼働は 2015 年の中旬を
見込む。
20 日に開幕した北京国際汽車展
覧会（北京モーターショー）上で明
らかにした。Ｒ＆Ｄ施設への初期投

【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

資 額 は 1,600 万 米 ド ル （ 約 16 億
4,000 万円）。敷地面積は１万平方メ
ートルで、新製品の試験生産工場、
検証施設などを設ける。車載用ラウ
ドスピーカーとアンプに重点を置い
た研究開発を行う。
同Ｒ＆Ｄ施設では従業員を新たに
200 人雇用する。将来的には同施設
の拡張を行う予定で、これに伴い従
業員数も 350 人まで拡大する計画。
米ハーマンは傘下に米ＪＢＬや、

オーストリアのＡＫＧなど数々の音
響機器メーカーを置く、オーディオ
最大手。現在、世界の約 2,500 万台
の車両にハーマンが手掛けるオーデ
ィオ機器などが搭載されているとい
う。蘇州市へは 2000 年に進出し、08
年に車載用オーディオの工場を設け
た。現在、中国全体の従業員数は約
2,500 人で、このうち蘇州市の拠点
が約３割を占める。
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上海の家政婦給与、10年で最大６倍に
新生児の世話や家事の手伝いを ると、昨年最も給料が高かったのは
専業とする家政婦の給与が、上海市 「月嫂」と呼ばれる新生児の世話を
で急上昇している。以前と比べて需 する家政婦で、月給の最低が 7,000
要の絶対量が増加したことと、高い 元（約 11 万円）、最高が１万元だっ
スキルに対する報酬が上がってい た。2010 年に大学を卒業した社会
るためで、一部では月給が直近 10 人３年目の平均月収である 3,869
年で５〜６倍になった家政婦もい 元を大きく上回った。
るという。賃金の上昇幅では大卒給
育児などの世話をする家政婦の
与を上回るため、近年は大卒者の就 月給は昨年 4,000〜6,000 元で、04
職先にもなっているようだ。東方早 年の 800〜1,000 元から最大で６倍
報などが伝えた。
となった。長期契約により時間単位
７万人が登録する家政婦の仲介 で子どもの世話や家事などを行う
サイト「雲家政」がまとめた 2004 家政婦の昨年の時給は 18〜25 元と
年から 13 年にかけてのデータによ なり、04 年の６〜８元から約３倍

【広東−ＩＴ】

となった。
高学歴化・若年齢化も近年の傾向
のようだ。雲家政への登録者のう
ち、大専（専門学校）以上の学歴を
持つ家政婦は 12.3％を占めた。大
きな魅力は給与で、大卒者の直近３
年の賃金の上昇幅が 25〜35％にと
どまるのに対し、家政婦の給与は
50％以上、一部では２倍以上の上昇
がみられた。また、学歴により通常
の給与から 10〜15％が上乗せされ
ることも大きな魅力の一つという。

《日系進出》

シンセイ、東陽光リョと広東で合弁
電子通信機器関連製品などを取り
扱う貿易商社、シンセイコーポレー
ション（東京都千代田区、シンセイ）
はこのほど、上海上場でアルミメー
カーの広東東陽光リョ業股フン（広
東省韶関市、東陽光リョ、リョはか
ねへんに呂）と韶関市で合弁会社を
設立することで合意した。新会社の
名称や資本金などの詳細は明らかに
していない。新会社はワイヤレス給

電やＮＦＣ（近距離無線通信技術）
向けのフェライトシートの研究開発
（Ｒ＆Ｄ）
、生産、販売などを行う。
シンセイは 1973 年の設立。電子通
信機器関連製品のほか、アパレル製
品なども取り扱っており、中国、韓
国など海外での貿易事業も積極的に
展開している。また、同社はパナソ
ニックのグループ企業であるパナソ
ニックＳＮ九州（大分県宇佐市）と

技術提携を行っており、新会社には
パナソニックの技術や設備が導入さ
れる。
シンセイの担当者は、
「中国市場は
今後、スマートフォン（多機能携帯）
やタブレット端末などの通信端末市
場なども含めて、拡大が見込まれて
おり、その需要を取り込んでいきた
い」と話した。

【広東−車両】

広汽とＢＹＤ、電気バス生産で広州市に合弁設立
自動車大手、広州汽車集団股フン
（広州市、広汽集団）、電池・自動車
メーカーの比亜迪（深セン市、ＢＹ
Ｄ）、広州市の県級市である従化市の
市政府の３者は 23 日、広汽集団とＢ
ＹＤが従化市で電気（ＥＶ）バスの
研究開発（Ｒ＆Ｄ）や生産などを手
掛ける合弁企業、広汽比亜迪新能源
客車を設立することで合意し、投資

協定書に調印した。24 日付新快報が
伝えた。
合弁会社の出資比率は広汽集団が
49％、ＢＹＤが 51％。投資総額は 30
億元（約 490 億円）で、従化市の明
珠工業園に建設。電気バスやハイブ
リッド（ＨＶ）バスのＲ＆Ｄおよび
生産などを行っていく。2014〜15 年
を工場の建設期間とし、年産能力は
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１期で１万台、２期で４万台を見込
む。
関係者によると、このプロジェク
トはもともと広州市の県級市である
増城市での設立が予定されていたが、
従化市に変更されたという。変更理
由についての詳細を３者は明らかに
していない。
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【広東−経済】

全国初の知財裁判所、珠江デルタ各市が申請
広東省広州中級人民法院の余明永
副院長はこのほど、知的財産権訴訟
の急増に対応するために全国で初め
て知財専門の裁判所「知識財産法院」
の設立を目指している広東省で、珠
江デルタ地区の各都市から設立申請
が上がっていると明らかにした。申

請をしたのは、広州市、深セン市、
珠海市、仏山市など。23 日付南方日
報が伝えた。
余副院長によると、知財関連訴訟
は増加傾向にあるが、担当する専門
の人材が不足している。こうした現
状を受けて、知財専門の裁判所の設

置が求められている。同省の朱小丹
省長も積極的に知財を保護していく
姿勢を打ち出しており、全国初の知
財裁判所の設置に向けて、同省の今
後の取り組みが注目されている。

【広東−経済】

広州市の流動人口、常住人口上回る837万人
広州市は 22 日、同市に登録する流
動 人 口 が 2013 年 末 時 点 で 686 万
7,000 人となったことを明らかにし、
一定の未登録率で計算した実質流動
人口は 837 万人程度だとする概算を
発表した。最新統計によれば、同市
の常住人口は 832 万人となっていて、
流動人口がこれを超えたことになる。
23 日付広州日報が伝えた。
流動人口（登録者のみ）を年齢別
にみると、16〜45 歳が 88％を占めて
最多。また 16〜25 歳で 33％を占め
るとの統計がこれ以前に発表されて
おり、新世代の農民工（地方からの
出稼ぎ労働者）が主要労働力となっ

ている実態も示された。第１世代と
比べてこれら新世代農民工は教育の
程度、就職や将来に対する期待値が
顕著に高いことが特徴という。
高学歴化も進行。同市の流動人口
に占める大専（短大に相当）以上卒
の比率は年を追って拡大傾向にあり、
13 年末は 12％となって、前年末の
10％からさらに上昇した。
流動人口の住宅事情をみると、賃
借が７割と大部分を占めた。そのほ
か「工場宿舎」が 13％、「親類の家
を間借り」が９％の比率だった。マ
イホーム保有者は７％。割合は小さ
いものの、48 万人が保有しているこ

とになり、12 年上半期の 32 万人か
ら１年半の間に 50％増えた計算と
なった。
外国人数も増加を続けた。５年前
の約２万人から昨年末で３万 7,000
人に増えた。国籍別にみると日本、
韓国、米国、カナダ、インドの順で
多く、日本人は約 5,000 人、韓国人
は約 3,300 人、米国人は約 2,800 人
となった。短期滞在者を含めればこ
の数値をはるかに上回る規模になる。
アフリカ、中東出身者の多さも目立
った。

【湖南−鉄鋼】

華菱鋼鉄の副総経理、規律違反の疑いで調査
中国共産党の湖南省規律検査委員
会は 24 日までに、鉄鋼大手の湖南華
菱鋼鉄股フン（湖南省長沙市、華菱
鋼鉄）の持ち株会社、湖南華菱鋼鉄
集団の鄭柏平副総経理が、
「重大な規
律違反」の疑いで調査を受けている
と発表した。消息筋によれば、鄭氏
がグループ子会社である湖南華菱漣
鋼（湖南省婁底市）の重職に就いて
いた際に行った汚職容疑が取り調べ
の内容とみられる。鄭氏の調査をき

【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

っかけに、湖南華菱鋼鉄集団やその
上場子会社である華菱鋼鉄の幹部に
も調査の手が及ぶ可能性が出てきた。
第一財経日報が伝えた。
鄭氏は 2006 年１月から 10 年８月
までの期間に、湖南華菱漣鋼の執行
董事（法人代表）や総経理を務めた。
在任中に自身の職権を利用して、自
分に近い人物を重職に取り立てたり、
知人が開設した関連会社に自社の製
品や原材料を転売したり、自社の入

札に便宜を図ったりして、その見返
りに巨額の賄賂を得ていたとされ
る。
こうした腐敗や汚職は、湖南華菱
漣鋼の他の幹部の間でも行われてい
たとされ、免職や身柄を拘束された
幹部も出ている。同消息筋は「鄭氏
の今回の調査は単独の案件ではない
はず。華菱グループの他の幹部にも
取り調べが行われる可能性がある」
と語った。
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【香港−商業】

香港のギフトが人気、デザインで付加価値増
若い香港人デザイナーの成長に伴
い、小物などのギフト輸出が増加し
ている。香港輸出商会幹部によると、
昨年香港の輸出額は全体で前年比
3.6％増と微増だったものの、小物な
どギフトの輸出額は 10％近く増加
した。人気の理由は中華圏と西洋の
文化が融合した香港デザイン。各業
界も商品の付加価値を高めるために、
デザイン力に活路を見いだしてい
る。
24 日 付 香 港 経 済 日 報 に よ る と 、

20〜23 日に湾仔の香港コンベンシ
ョン＆エキシビションセンター（Ｈ
ＫＣＥＣ）で開催されたアジア最大
規模の家庭用品見本市「第 29 回香港
ハウスウェア・フェア」には前年比
２％増の約４万 6,000 人のバイヤー
が来場した。中国本土や台湾、イン
ド、日本、米国、英国からのバイヤ
ーの他、特にアジア諸国や新興市場
からのバイヤーは２桁台と大幅に増
加した。また、欧米のバイヤーの反
応も上々だったという。

香港デザインの小物やギフトの人
気は、中国本土でも顕著だ。23 日に
本土の広州市で開幕した本土最大規
模の展示商談会「第 115 回中国進出
口商品交易会・第２期」でも、香港
の新しいデザインに注目が集まった
という。香港デザインが人気の理由
について関係者は、
「香港の商品のデ
ザインは、中華圏の伝統文化と西洋
の文化が融合しており、アジアと欧
米の両方の心をつかむ」と指摘す
る。

【香港−金融】

ＨＫＥＸ、商品先物で民生銀と提携
香港取引所（ＨＫＥＸ）と中国本
土系銀行の中国民生銀行香港支店は
23 日、ＨＫＥＸがアジア商品先物取
引を本格化させるのに合わせ、戦略
提携に向けた覚書を締結した。
今回の覚書は、ＨＫＥＸにとって
は民生銀の厚い顧客層に商品先物を

売り込む契機となる。一方の民生銀 「双方にとって重要な一里塚だ。ＨＫ
は商品先物顧客への融資を手掛けて ＥＸと本土の銀行が戦略的に協力す
いることから、ＨＫＥＸとの提携を ることで、商品の売買を行う双方に
通じ、特に本土中小企業向けにヘッ ヘッジやリスク管理を行う上でのツ
ジ手段を充実させたい考えだ。
ールを提供することになる」と指摘
ＨＫＥＸの李小加（チャールズ・ した。
リー）最高経営責任者（ＣＥＯ）は

【香港−繊維】

雅芳テイ、多機能ショールで輸出市場開拓
香港や中国本土でベッドリネンブ
ランドとして有名な雅芳テイ（テイ
＝女へんに亭）が、小売と海外市場
の開拓に力を注ぐ。同社は今年２月、
香港で多機能ショール「飛天多宝」
の販売を開始した。24 日付香港経済
日報が伝えた。
「飛天多宝」は、同社の独自デザ

インで、ファスナーをして肩に掛け
たり、丸めて枕にするなど多機能に
使えることが特徴。同社は多機能シ
ョールの販売で旅行市場を開拓する
狙いだ。将来的に、ショールを羽織
ったユーザーは旅行途上で、同社の
提携レストランや小売店から割引き
などが受けられるようになるとい

う。
雅芳テイは現在、香港と中国本土
に 500 カ所の販売網を持つ。うち３
割が直営で７割がフランチャイズ。
輸出業務は全体の１割にとどまって
おり、
「飛天多宝」の販売で輸出市場
を開拓する構えだ。

【香港−観光】

労働節の本土団体客、２割増予測＝ＴＩＣ
香港旅行業議会（ＴＩＣ）の董耀
中（ジョセフ・トン）総幹事（事務
局長）はこのほど、中国本土の５月
の労働節連休（５月１〜３日）期間
に香港を訪れる本土からの団体ツア
ーは昨年同期比２割以上増えるとの
見通しを明らかにした。昨年 10 月に
本土で施行された安い価格でツアー
参加者を募り、ショッピングやチッ
プによって利益を出す買い物ツアー
の販売を禁止する観光法（旅遊法）

の影響はすでに小さく、１日当たり
500 を超える団体ツアーが香港を訪
れているという。一方で、金銭の代
わりになる旅行クーポン（旅遊消費
券）を利用した買い物ツアーが横行
しているとも指摘した。23 日付大公
報が伝えた。
本土では昨年 10 月１日、格安買い
物ツアーの規制を目的に観光法が施
行された。しかし旅行業界従業員団
体の香港旅行従業員総会の林志挺・
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総幹事によると、２月以降香港を訪
れる団体ツアーで買い物ツアーが増
えており、現在では８割以上が買い
物ツアーとなっている。買い物ツア
ーは旅行クーポンを使用しており、
茘枝角や観塘などを訪れているとい
う。
ＴＩＣの董総幹事は労働節期間中
にＴＩＣによる巡回を強化するほか、
本土関連部門との連携を密接にする
とした。
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/
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25日
３月全国消費者物価指数ほか
【国内】
＜経済＞
・３月の全国消費者物価指数（８時 30 分、総務省）
・経済同友会総会
（東京都千代田区・日本工業倶楽部別館）
・三村明夫・日本商工会議所会頭記者会見
（12 時、東京都千代田区・日本記者クラブ）
・日本の「稼ぐ力」創出研究会＝第１回
（８時、経済産業省）
・資生堂、14 年３月期決算会見
（13 時、東京証券取引所）
・コマツ、14 年３月期決算会見
（15 時、東京証券取引所）
・キッコーマン、14 年３月期決算会見
（15 時 30 分、東京証券取引所）

・ＮＴＴドコモ、14 年３月期決算会見
（15 時、東京都千代田区・アーバンネット大手町）
・ホンダ、14 年３月期決算会見
（15 時 10 分、東京都港区・本社）
・マツダ、14 年３月期決算会見
（17 時５分、東京都港区・青山ダイヤモンドホール）
・デンソー、14 年３月期決算会見
（17 時 30 分、東京都港区・東京支社）
・ヤフー、14 年３月期決算会見
（15 時、東京都港区・東京ミッドタウン）
【海外】（現地日程）
・朝鮮人民軍創建 82 周年（北朝鮮）
情報提供：共同通信

片倉チッカリン社長に野村豊氏ほか
会社人事
▼片倉チッカリン
（６月 19 日）社長（元丸紅取締役専務執行役員）野
村豊▽取締役 専務執行役員中村義彦、丸紅化学品部
門長補佐石堂浩▽監査役 丸紅建材佐竹孝一、丸紅化
学品総括部副部長田辺巳三▽相談役（社長）西見徹▽
退任 取締役前田壮一、監査役菊地泰之、小倉理司
▼シロキ
（６月 13 日）常務 執行役員八代昭彦▽取締役 東
海理化相談役木下潔▽監査役 公認会計士山本房弘▽
退任 専務河本正、監査役古川俊雄
▼日立ハイテクノロジーズ
（６月 19 日）取締役（執行役常務）大楽義一▽退任
取締役水野克美
▼パナソニックデバイスＳＵＮＸ
（６月 20 日）専務（常務）宮下英二▽取締役 小原
恒司、営業担当藤井実、パナソニックオートモーティ
ブ＆インダストリアルシステムズ社制御機器事業部長
上田京治▽監査役 公認会計士土田秋雄▽退任 専務
指宿真、常務矢野敬三、取締役佐藤敦司、監査役高橋孝
▼フタバ産業
（６月 20 日）取締役 常務執行役員三宮嗣巳、東海
理化相談役木下潔▽退任 取締役杉木梅信、北川淳
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

治：北川氏は専務執行役員
▼ダイハツ工業
（６月 27 日）取締役 専務執行役員入江誠▽退任
取締役野本隆、馬場建二、岡野博志、向田慎一
▼日立建機
（６月 23 日）会長（日立製作所取締役）川村隆▽取
締役 日立製作所フェロー小豆畑茂▽相談役（会長）
木川理二郎▽退任 取締役谷垣勝秀、三好崇司
▼ソフトバンク・テクノロジー
（６月 18 日）監査役 弁護士中野通明、ソフトバン
ク経営企画部関連事業室室長三村一平▽退任 監査役
後藤芳光
▼日立国際電気
（６月 23 日）取締役 日立製作所執行役副社長斉藤
裕▽退任 取締役岩田真二郎
▼テルモ
（６月 24 日）取締役 富士重工業相談役森郁夫▽退
任 取締役生田正治
▼東急建設
（24 日）会長（取締役相談役）八方隆邦
▼あすか製薬
（６月 27 日）専務（取締役）丸尾篤嗣▽退任 専務
金沢一
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▼ヤマザワ
（５月 29 日）監査役（取締役）森美博
▼大丸エナウィン
（６月 27 日）専務（常務）枡谷隆▽退任 専務福井
幸夫
▼太平洋工業
（６月 14 日）取締役 常務執行役員小川哲史▽相談
役（副社長）鈴木千可司
▼日立金属
（６月 25 日）取締役会議長（日立機材社長）山田泰
次▽取締役兼執行役会長（執行役会長）小西和幸▽取
締役 日立製作所執行役副社長田中幸二▽相談役（取
締役）藤井博行▽退任 取締役会議長吉岡博美、取締
役持田農夫男
▼日本ピグメント
（６月 27 日）取締役 開発本部長綾義弘▽監査役
（取締役）植村俊広、弁護士古内真也▽退任 監査役は
い島栄一（はい＝くさかんむりに配）、小池敏彦
▼ＴＳＩホールディングス
（５月 22 日）取締役 高岡美佳▽監査役 高畑嘉
之、杉山昌明、
（執行役員）坂田修弘▽退任 取締役伊
崎範隆、岩崎雄一、監査役二宮洋二、堀内三郎：伊崎
氏は執行役員
▼東洋機械金属
（６月 25 日）監査役 弁護士下河辺由香、公認会計
士高橋正哉▽退任 監査役平岡真一、安田弘樹
▼アイチコーポレーション
（６月 27 日）監査役（元新日本監査法人代表社員）
高月重広
▼日本たばこ産業
（６月 24 日）会長（元財務事務次官）丹呉泰健▽退
任 会長木村宏、取締役寺畠正道
▼日立キャピタル
（６月 26 日）退任 取締役島田諭一郎
▼日立化成
（６月 18 日）取締役 日立製作所フェロー小豆畑
茂、日本板硝子取締役ジョージ・オルコット、
（元執行
役専務）角田和好▽退任 取締役持田農夫男、武田啓一
▼大豊工業
（６月 12 日）副社長 杉原功一▽専務 楠隆博▽取
締役 木村好次▽監査役 神谷荘司、高見達朗▽退任
副社長斎藤和幸、監査役竹中章
▼アンリツ
（６月 26 日）取締役 マイクロンジャパン代表取締
役青木昭明▽退任 取締役細田泰
▼東海理化

2014 年（平成 26 年）4 月 25 日（金）

（６月 12 日）専務（常務）森幹宏▽常務 執行役員
野口和彦、山本利昌▽監査役（執行役員）後藤雅一▽
退任 専務服部峰雄、監査役西村雄治
▼中央発条
（６月 13 日）取締役 センシュー社長三浦俊宏
▼愛三工業
（６月 13 日）取締役 執行役員時村治紀▽監査役
（執行役員）仙田正典、トヨタ自動車常務理事中村元志
▽退任 監査役一ノ宮博英、杉原功一
▼松竹
（５月 27 日）取締役 執行役員山根成之▽監査役
トヨタホーム会長立花貞司▽退任 取締役井手良樹、
監査役中川勝弘
▼安藤・間
（６月 27 日）取締役 常務執行役員杉本文雄、福西
清香▽監査役（東北支店副支店長）馬場義彦▽退任
取締役岡部良信、小宮正則、監査役山田隆
▼マックスバリュ西日本
（５月 22 日）監査役 イオン九州監査役原広基▽退
任 取締役下沢茂樹、島袋清春、坂野邦雄、監査役山
本哲夫
▼Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
（５月 29 日）取締役 犬山動物総合医療センター取
締役太田亟慈
▼日本製紙
（６月 27 日）会長（社長）芳賀義雄▽社長（取締役
常務執行役員）馬城文雄▽退任 会長中村雅知
▼田辺三菱製薬
（６月 20 日）会長（社長）土屋裕弘▽社長（取締役
専務執行役員）三津家正之▽取締役 専務執行役員中
村耕治、常務執行役員石崎芳昭▽監査役（取締役）柳
沢憲一▽退任 取締役加賀邦明、監査役浜岡純治
▼古野電気
（５月 22 日）▽監査役 弁護士村中徹▽退任 監査
役吉本健一
▼トーメンエレクトロニクス
（６月 27 日）▽取締役 豊田通商常務執行役員岡本
康▽退任 会長高梨建司
▼日本航空電子工業
（６月 25 日）▽会長（社長）秋山保孝▽社長（取締
役専務執行役員）小野原勉▽取締役 明治安田生命保
険顧問広畑史朗▽監査役 ＮＥＣ経営企画本部長代理
松本康子▽退任 監査役山本徳男
情報提供：共同通信
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増値税に関する重要法令を振り返る（５）
第 36 回

随しなければなりません。自社保有の特許やノウハウ
を他社に譲渡する、使用権をライセンスする、他社か
前回は、
「財税【2013】106 号」
（以下、
「106 号通達」） ら技術開発の委託を受けるなどの場合ではなく、単に
でゼロ税率と免税待遇の享受が認められている業務範 技術コンサルティングのみを他者に提供する場合は、
囲について説明しました。今回から、日系企業の経営 ゼロ税率の待遇は受けられません。技術コンサルティ
活動でゼロ税率、又は免税待遇の適用を受けられそう ングサービスの提供と技術譲渡、技術開発との関連性
なサービスと、それらの待遇を受けるための注意点を を裏付けるため、技術譲渡契約（ライセンス契約も含
重点に解説します。
む）や技術開発委託契約に「譲渡（又は委託開発）す
る技術を譲受者（又は委託者）が掌握するのを助ける
ため、技術コンサルティング及び技術サービス業務を
提供する」という一文を盛り込むことが望まれます。
「技術の譲渡、開発、コンサルティング」
（２）有償でなければならない
日系企業は、業務の中で第三者から技術開発やコン
技術コンサルティングが付随する技術譲渡と技術開
サルティングサービスの提供を依頼されるケースが少 発の行為自体は有償でなければなりません。技術コン
なくありません。自社保有の技術を第三者に譲渡した サルティングはあくまで技術譲渡と技術開発に付随す
り、使用権をライセンスしたりすることも多々ありま るため、契約書では（１）技術譲渡、技術開発の各対
す。これらの活動については従来、
「営業税」を納めて 価、
（２）技術コンサルティングサービスの対価、をそ
いましたが、交通運輸業と一部現代サービス業で営業 れぞれ分けて定める必要があります。技術コンサルテ
税を増値税に変更する税制改革「営改増」に伴い、現 ィングサービスの提供に主眼を置く場合も、形式的に
在は増値税の納付対象となっています。
技術の使用を認める技術ライセンス契約を作成し、コ
技術の貿易を促進する一環として、
「106 号通達」で ンサルティングフィーをライセンスフィーと役務費の
は技術譲渡、技術開発、これらに関連する技術コンサ ２種に分けておく工夫も重要です。
ルティングやサービスの提供に対して、ゼロ税率の使
さらに、代金を受領したあと発行する発票（領収書）
用を認めたり、一部の取引について免税待遇を与えた には必ず、技術譲渡（又は開発）の代金と技術コンサ
りしています。
ルティング及び関連サービスの代金を同一の領収書に
記載しなければならず、複数の領収書に分ける場合、
代金受領側は技術コンサルティングフィーについてゼ
定義
ロ税率を受けられない恐れがあります。
「技術譲渡」は、譲渡人が自己の保有する特許権、
次回はゼロ税率の申請手続きと、海外から受領する
非特許技術の所有権・使用権を有償で他人に譲渡する
技術貿易の代金に関する注意事項について説明しま
行為を指します。
「技術開発」は、開発者が他者の委託
す。
を受けて新たな技術、製品、プロジェクト、材料やそ
れらのシステムについて研究開発（Ｒ＆Ｄ）する行為
＜筆者紹介＞
を指します。
「技術コンサルティング」は、特定の技術
章啓龍（Zhang Qilong）
プロジェクトについて実現の可能性（フィージビリテ
天達法律事務所日本部パートナー弁護士、税理士
ィ）を論証し、技術の予測や専門性の高いテーマの調
zhangqilong@ealawfirm.com
査・分析評価・報告など提供する行為を指します。
事務所所在地：北京市朝陽区東三環北路 8 号亮馬河
大厦写字楼 2 座 19 階(北京のほか上海に支所あり)
TEL：8610‑6590‑6639（内線 259）

注意事項
（１）付随していなければならない
技術コンサルティングは、技術譲渡と技術開発に付
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/
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チャイナ・プラス・ワンの構造（２）
第 44 回

――セカンド・ベストの生産立地――
中国リスクの高まりについては、メディアなどで頻繁に
報じられ、日本企業あるいは日本の消費者の間でも中国リ
スクについて政治、経済など多方面から語られる機会が増
えた。実際、前回コラムで確認したとおり、中期的有望投
資先国としての中国は 2013 年に得票率で 50％を下回り、
調査開始以来はじめての低水準に急落した。しかし、投資
有望国として圧倒的な得票率で１位を維持してきた中国の
人気が低下した一方で、どこか特定国が中国に代わって人
気を集めるという構図にはなっていない。中国、インド、
インドネシア、タイ、ベトナムなどに得票が分散している
のである。つまり、
「ポスト中国」の決め手が見つからない
まま、中国以外の投資先を探そうというセカンド・ベスト
を模索する状況に日本企業は陥っているのである。
表（１）はジェトロが実施する「在アジア・オセアニア
日系企業実態調査」で、各国に立地する日本企業（製造業、
非製造業）の経営上の問題点についての回答を示している。
ここで示したベトナム、中国、タイだけでなく、およそ全
地域に共通した問題点として「従業員の賃金上昇」が上位
にあげられている。ベトナムと中国とタイに絞って特徴的
な課題を抽出すると、ベトナムでは原材料・部品の現地調
達の難しさがとりわけ経営上の問題点として認識されてい
る。一方、中国とタイは程度の差はあるものの、経営上の

問題点となる上位項目は従業員の能力や競合相手の台頭と
いった、共通した内容となっている。タイと中国において
は、ベトナムと異なり、自動車産業や小売といった内需型
産業が増加していることの反映として、競合相手の台頭が
経営課題の上位にきていると考えられる。
次に表（２）で、日本の製造原価を 100 とした場合のコ
ストダウン効果を聞いた設問では、タイは 79.5 となり、中
国の 76.4 を上回る製造原価となっていることがわかる。ま
た、中国からの二次展開先として選好されるベトナムの製
造原価も 73.2 であり、中国からの二次展開によるコストダ
ウン効果はほとんど期待できないことが示されている。輸
出製品の場合、これに輸送費が加算されるため、末端価格
としては中国よりも輸送費が割高となるベトナム生産品は
ほとんど二次展開によるコスト・メリットが相殺される可
能性もある。
であるならば、なぜ日本企業はチャイナ・プラス・ワン
の受け皿としてベトナムへの二次展開を志向するのであろ
うか。それは、ベトナムへの二次展開は中国生産に何らか
の異常事態が発生した場合に補完する役割をもった生産拠
点であることから、中国に依存せず、中国と相互補完体制
も必要最低限にとどめつつ、それぞれが独立した拠点とし
て運営されることを二次展開の動機のなかで強く意識して
いるからだと考えられる。つまり、品目や規模で差はある
ものの、基本的には中国生産拠点の工程間分業（垂直的分
業）ではなく、水平的分業に近い分散立地工場となってい
るのである。
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第356回・５月病
新たな希望に胸を膨らませて入学、入社を果たした
人たちが、新しい世界での期待と現実とのギャップに
気付き始めるのが今頃だ。初めて飛び込む世界は、誰
にとっても大きな不安があることは確かではあるもの
の、はじめは膨れ上がった期待に不安は打ち消されス
トレスも気にならない。春は転居する機会も多いが、
こちらも新しい土地での新生活に期待と不安が交錯す
る。
ところが実際に新しい生活が始まると、それまでの
ある種の期待や希望が急速にしぼみ始めることは少な
くはない。当初は緊張感もあって心身共に不調を訴え
ることは少ないし、本人がそれに気が付かないことも
決して珍しいことではないが、大きな期待が萎えてし
まうのとは反対にストレスが急速に大きくなる。
気が張って過ごした４月が終わると、５月の大型連
休を迎える。緊張から開放されて一旦休んだところで
我に返り、自分自身が新しい環境に馴染んでいないこ
とを自覚するようになると、急に不安や焦りが大きく
なる。不眠に陥り、朝も起きることができなくなる。
食欲もなくなり身体がだるく、急に無気力になって何
事にも興味を失ってしまうなど、軽いうつ状態になる
ことも少なくはない。５月の連休明けに、理由がわか
らないまま心身の不調を訴えることから５月病と呼ば
れることがあるが、医学的には適応障害、あるいはう
つ病として診断されることが多いという。
５月病と名前がついてはいるものの、この身体不調
は大きな環境変化にともなって現れる精神不調の症状
であり、あらゆる状況において起き得ることである。
もちろん５月に限った病気ではない。入学や入社など
４月に大きな環境変化を迎える人が多いため、５月に
不調を訴える人が多くなることからこの俗称が付けら
れただけである。海外への転勤や転居にともなって現
れることも決して珍しいことではない。これは海外不
適応症候群とも呼ばれるもので、海外へ転勤、転居す
る人にとっては日本にいる時以上に身近な精神疾患と
して注意が必要になる。これも基本的には５月病と大
きな違いはない。
環境が大きく変化した当初は誰もが頑張ろうとする
が、普通はいつまでも頑張れるわけではない。テンシ
ョンが高ければ高いほど、その糸が切れた時に落ち込
む谷の深さとのギャップが大きくなる。精神的な不調
は誰にでも起きることであり、大きな環境変化がある

【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

ときほど、その先に現れるかもしれない深い谷に注意
を向けておく必要がある。職場では周囲の関心も大切
だ。新入社員の元気がない、ぼうっとしているなど、
精神的に落ち込んできた時は、近くにいる人にとって
もその変調がわかりやすいものだ。なるべく早く気付
いてあげ、早期に対処できれば回復も早い。既婚者の
場合は配偶者の役割がとても大きく、その存在によっ
て救われるケースも少なくはないという。
５月病ではないかと思われる人が近くに現れたら、
とにかくじっくりと話を聞いてあげることが重要なポ
イントとなる。この時、不用意なアドバイスなどはせ
ずに、傾聴に努めることが大切だ。自分自身に心の変
調を感じた場合には、信頼できる第三者を見つけて、
とにかく話を聞いてもらうこと。単に話をするだけで
何が解決になるのかと思うかもしれないが、自分の思
いをじっと聴いてくれる相手がいることはとても心強
いことであり、精神的な問題の解決にはとても大きな
力になることは間違いのないことだ。
たかが５月病だといって軽く扱って対処を誤ると、
深刻なうつ病に移行してしまい、回復にとても長い時
間を必要とする。軽いものであれば医師の手を借りる
こともなく簡単に治癒してしまうのも５月病の特徴で
あるだけに、早くから対応する術を身につけておくこ
とが誰にでも求められる。とにかく話を聴いてあげる
こと。
「聞く」のではなく「聴く」意味をしっかり理解
しておきたい。

＜筆者紹介＞
堀 眞（ほり・まこと）
1960 年、三重県生まれ。Mediport International
Ltd.代表、臨床検査技師、衛生管理者、精神対話
士、健康管理士一般指導員。日本医科大学付属病院
中央検査室に勤務の後、青年海外協力隊にてソロモ
ン諸島国に２年間派遣され、ＷＨＯマラリア対策プ
ログラムに配属される。帰国後、医療サービス会社
に入社、後に香港駐在員として赴任。1999 年、メデ
ィポートを設立し、邦人向け健康診断サービスをは
じめ、医療相談を含む幅広い医療サービスを提供し
ている。
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Bloombergより作成の参考値
海外主要市場の商品市況
取引所・時間

銘柄
直近値
銅先物
6727.75
銅現物
6685.50
アルミニウム先物
1890.00
アルミニウム現物
1837.25
すず先物
23800.00
ＬＭＥ
すず現物
23855.00
(24日11時40分)
鉛先物
2172.25
鉛現物
2136.25
ニッケル先物
18519.00
ニッケル現物
18120.00
亜鉛先物
2071.00
亜鉛現物
2049.00
亜鉛先物
15150.00
金先物
256.60
上海
鉛先物
13925.00
(24日18時40分)
銅先物
46960.00
鋼線先物
3370.00
アルミニウム先物
13615.00
ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所
ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所
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

前日比

取引所・時間

57.75
1.00
15.50
-17.50
50.00
104.00
13.25
-3.50
139.00
0.00
12.00
-21.00
-15.00
0.15
-10.00
330.00
70.00
185.00

銘柄
単位
直近値
前日比
バレル
WTI原油先物
101.70
0.26
MMBTU
ＮＹＭＥＸ
天然ガス先物
4.76
0.03
ガロン
(24日6時40分)
ガソリン先物
309.09
-0.26
ガロン
灯油先物
298.20
0.11
トロイオンス
ＣＯＭＥＸ
金先物
1279.20
-5.40
トロイオンス
(24日6時40分)
銀先物
19.15
-0.32
キログラム
SICOM(24日18時40分) ゴムRSS３先物
207.00
1.20
ブッシェル
小麦先物
シカゴ
686.50
3.75
ブッシェル
大豆先物
(24日5時40分)
1465.50
0.75
トウモロコシ先物 ブッシェル
510.50
1.00
ポンド
ICE(24日6時40分)
砂糖先物
18.02
0.04
トン
日本(24日19時40分) ナフサ先物
957.00
0.00
バレル
ﾄﾞﾊﾞｲ(24日14時40分) ドバイ原油
105.95
-0.07
バレル
ﾛﾝﾄﾞﾝ(24日11時40分) 北海ブレント
109.07
0.03
ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所
ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所
※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間
※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：上海・金（グラム）を除き全てトン
※値：ＳＩＣＯＭ、シカゴは米セント。上海は中国元。それ以外は米ドル

2014/4/24 19:30 JST

USD

EUR

GBP

CNY

HKD

TWD

KRW

THB

VND

MMK

MYR

SGD

IDR

PHP

INR

AUD

NZD

0.0098 0.0071 0.0058 0.0610 0.0757 0.2957 10.1555 0.3159 206.121 9.38888 0.0319 0.0123 113.279 0.4370 0.5971 0.0105 0.0114

日本円

0.7237 0.5960 6.2436 7.7532 30.2780 1039.95 32.3540 21107.5 961.621 3.2690 1.2572 11600.5 44.7500 61.1445 1.0792 1.1672

米ﾄﾞﾙ

102.4000

ﾕｰﾛ

141.646

1.3817

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ

172.020

1.6780 1.2145

中国人民元

16.4013

0.1602 0.1159 0.0955

香港ﾄﾞﾙ

13.2077

0.1290 0.0933 0.0769 0.8053

0.8234 8.6269 10.7127 41.8357 1436.92 44.7041 29164.6 1328.69 4.5168 1.7372 16028.6 61.8319 84.4845 1.4911 1.6128
10.4766 13.0097 50.8058 1745.01 54.2893 35417.9 1613.58

5.4853 2.1096 19465.4 75.0896 102.5992 1.8109 1.9586

1.2418 4.8494 166.563 5.1819 3380.66 154.017 0.5236 0.2014 1857.98 7.1673 9.7931 0.1728 0.1869
3.9052 134.132 4.1730 2722.43 124.029 0.4216 0.1622 1496.23 5.7718 7.8864 0.1392 0.1505

台湾ﾄﾞﾙ

3.3820 0.0330 0.0239 0.0197 0.2062 0.2561

韓国ｳｫﾝ

0.0985 0.0010 0.0007 0.0006 0.0060 0.0075 0.0291

ﾀｲﾊﾞｰﾂ

3.1651 0.0309 0.0224 0.0184 0.1930 0.2396 0.9358 32.1429

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ

0.0049 0.00005 0.00003 0.00003 0.00030 0.00037 0.0014

ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ

0.1065 0.00104 0.00075 0.00062 0.00649 0.00806 0.03149 1.08146 0.03365 21.9499

34.3467

1.0686 697.123 31.7597 0.1080 0.0415 383.133 1.4780 2.0194 0.0356 0.0386
0.0311 20.2966 0.92468 0.0031 0.0012 11.1549 0.0430 0.0588 0.0010 0.0011
652.392 29.7219

0.1010 0.0389 358.549 1.3831 1.8899 0.0334 0.0361

0.04556

0.0002 0.0001 0.5496 0.0021 0.0029 0.00005 0.0001

0.049 0.0015

0.0034 0.0013 12.0635 0.04654 0.06358 0.00112 0.00121

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ

31.3252

0.3059 0.2214 0.1823 1.9099 2.3717 9.2622 318.125 9.8972 6456.87 294.164

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ

81.4489

0.7954 0.5757 0.4740 4.9661 6.1668 24.0829 827.169 25.7341 16788.8

0.3846 3548.64 13.6892 18.7043 0.3301 0.3571

764.87 2.6001

9226.96 35.5938 48.6339

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ

0.0088 0.00009 0.00006 0.00005 0.00054 0.00067 0.0026 0.0896 0.0028 1.8195 0.08289 0.0003 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ

2.2883 0.0223 0.0162 0.0133 0.1395 0.1733 0.6766 23.2391 0.7230 471.676 21.4887 0.0731 0.0281 259.229

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ

1.6748 0.0164 0.0118 0.0097 0.1021 0.1268 0.4952 17.008 0.5291 345.207 15.7270 0.0535 0.0206

0.8584 0.9284

0.0039 0.0053 0.0001 0.0001
1.3664 0.0241 0.0261

189.72 0.7319

0.0176 0.0191

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ

94.8860

0.9266 0.6706 0.5522 5.7855 7.1842 28.0562 963.64 29.9799 19558.7 891.058 3.0291 1.1650 10749.27 41.4663 56.6578

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

87.7326

0.8567 0.6201 0.5106 5.3491 6.6424 25.9403 890.963 27.7189 18083.6 823.856 2.8007 1.0771 9938.57 38.3390 52.3847 0.9246
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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
【東京】株式会社エヌ・エヌ・エー

http://news.nna.jp/free/nna/group.html
本社

【北九州】株式会社エヌ・エヌ・エー

北九州事務所

【上海】上海時迅商務諮詢有限公司

【ベトナム】NNA VIETNAM CO., LTD.
【マレーシア】NNA (MALAYSIA) SDN. BHD.
【シンガポール】NNA SINGAPORE PTE. LTD.

【北京】上海時迅商務諮詢有限公司

北京分公司

【インド】NNA SINGAPORE PTE. LTD.(INDIA LIAISON OFFICE)

【広州】上海時迅商務諮詢有限公司

広州分公司

【インドネシア】PT. NNA INDONESIA

【大連】上海時迅商務諮詢有限公司

大連連絡処

【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

【韓国】NNA KOREA CORP., LTD.

【フィリピン】NNA PHILIPPINES CO., INC.

【オーストラリア】NNA AUSTRALIA PTY. LTD.

【タイ】NNA (THAILAND) CO., LTD.

【英国】Economic Media Bulletin Limited (EMB)
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香港

韓国

フィリピン

コンクリートジャングルの市内から
船に乗り、海と山を堪能できるラマ島に
行った。香港の良いところは数十分も移
動すれば大自然があることだ。都会の喧
噪から離れ、海を見下ろしながらの山歩
きで、排気ガスに汚された内臓も新鮮な
空気で潤った。
ただ、ベビーカーに犬を乗せて歩くカ
ップルがあちこちにいることが気にな
った。首を長くして地面に下りようとし
ている服を着た犬たちは、大自然の中を
走り回りたかったに違いない。
「投資の見返りがない」と顔を見るた
びに繰り返す当方の母を思うと、ただで
さえ大変な子育てを、粉ミルク不足や受
験戦争のある香港でしないという選択
をする人は増えざるを得ないのかもし
れない。ただ、苦労した分子供は親孝行
をする。「いつ？」と問いかける両親の
顔が脳裏をよぎることはさておき、ベビ
ーカーに人を乗せるカップルが増えて
欲しい。（阿）

今年から市民球団に衣替えしたばか
「ロミ（フィリピン風うどん）くださ
りのサッカーチームの城南ＦＣで不祥 い」
「レバー抜きですよね」。久々に訪れ
事が発生。同チームの朴鍾煥監督が、練 た飲食店。こちらの顔だけでなく、細か
習試合中に選手２人の顔面を殴ったこ な注文まで覚えていた店員の記憶力に
とが明るみとなった。朴監督は当初「選 目を丸くしていると、彼女は得意げにウ
手を思っているからこそ」と弁明したも インクした。
のの、結局、辞任を余儀なくされた。朴
クリーニング店やコーヒーショップ
監督は 76 歳。熱血漢だが、人権に対す でも一度訪れると、顔と名前を覚えられ
る認識が変化しているスポーツ界の空 ていることが多い。飲食店で数回続けて
気を読み切れなかったようだ。さらに、同じものを注文すると、入店時から「い
人権派弁護士でもある、城南市の李在明 つものメニュー」を用意してくれる店員
市長が朴監督を三顧の礼で迎えた背景 もいるのだとか。ありがた迷惑な気もす
があるだけに、辞任は、今年６月に行わ るが、サービス精神が旺盛なのは確か
れる統一地方選挙を意識したものとも だ。フィリピン人海外出稼ぎ労働者のう
解釈できそうだ。
ち、サービス業就業者が半数近くを占め
それにしても、サッカーの現場では、るなど、特長は統計にも表れている。
残念ながら指導者の考え方は旧態依然
あれこれ思いを巡らしているうちに
のままのようだ。小学生のクラブなど草 ロミが運ばれてきた。ふたを開けると、
の根レベルでも、体罰がやまないと聞 レバーが……。調理師まで注文が伝わっ
く。
ていなかったようだ。完璧でないところ
今回の朴監督の辞任を機に、指導者全 がフィリピンらしく、思わず苦笑してし
体の意識改革に期待したい。（碩）
まった。（香）

タイ

シンガポール

インドネシア

うだるような猛暑の中、運悪く自宅の
タクシー乗り場、先頭で待機する車に
今月上旬の総選挙で、多くの不正行為
コンドミニアムのエアコンが壊れた。仕 乗った。ところが行き先を告げると「後 が伝えられている。記名式ではなく投票
方がないので先日はホテルに投宿。翌日 ろで待つ車に乗ってくれ、悪いな」と一 用紙に釘で穴を開ける投票様式を逆手
に修理業者に来てもらったが、エアコン 言。乗車拒否である。待ち合わせの時間 に取った不正も発覚した。スマトラ島の
が古すぎるため、結果的に修理して使い が迫る。理由を聞くことなく、すぐ後ろ 南ニアス県では、選挙監視スタッフの目
続けるよりも買い換えたほうが良いと の車に飛び乗る。
前で、買収された住民が一斉に 2,700 枚
いう話になり、タイ人オーナーが新しい
車が走り出し、運転手が、「なぜ車を もの投票用紙に穴を開けた。
エアコンを買ってくれることになった。 移った」と聞いてくる。事の経緯を話す
選挙権のない小さな子どもまでが大
修理作業中は蒸し暑い自宅で延々と と、「ドライブレコーダーでナンバーを 勢参加している様子を、その場に居合わ
待たされ、出社することもできず、頭に 確認して、ＬＴＡ（陸上交通庁）に通報 せた人が撮影した動画がインターネッ
血がのぼりかけた。が、「短気は損気」 してやる。許さねえ」と怒り心頭。呆気 ト上で流れた。１票につき千円の報酬と
と自分に言い聞かせ、精神コントロール にとられていると、赤信号でこちらを振 いわれれば、心が動かない人は少ない。
に努めた。イライラすることが多いタイ り向き、「ああいう運転手もいるが、全 一気に 20〜30 枚の投票用紙に穴を開け
では、実に貴重な格言である。このよう 部じゃない。分かってくれ、すまない」 る不正も不可能ではない。西ジャワ州ボ
なトラブルに冷静に対処し、経験値を高 と真剣な顔。
ゴール県では、投票日の前に 22 カ所の
めていくのも、海外移住の醍醐味（だい
この運転手は、家族で海外旅行に出か 投票所で穴開き用紙が見つかった。
ごみ）の一つではないだろうか。
けた際、タクシーにボッタクられた話を
不正で当選した議員は、国民のための
引き続きホテルに泊まらざるを得な してきた。激憤に駆られたという。以 公正で誠実な任務を果たしてくれるだ
くなった。せっかくの機会なので、つか 来、「失礼な同業者がますます許せなく ろうか。汚職や不正の撲滅を約束する議
の間のホテルライフを少しでも楽しも なった」そう。下車時、「良い一日を」 員になるとは、とても思えない。（ユ）
うと思っている。（黒）
と言うと、初めて笑みを見せてくれた。
（北）

Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます

【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

