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第 343 回～ＡＳＥＡＮ

　その代表例が、オリックス（8591）によ

る再生可能エネルギー事業への出資案件。シ

ンガポール政府投資公社（GIC）が筆頭株主

でインドで事業展開するグリーンコ・エナ

ジー・ホールディングスへの出資案件は、総

額 1038 億 8000 万円に上った。１～９月の

M&A 案件では最大規模となる。年内の本契

約と株式取得手続きの完了を目指す。

　オリックスは創業グループから株式を取得

するほか、現在インドで運営する風力発電事

業を統合し ､その対価としてグリーンコの新

株を引き受ける。持ち分は 20％超となる見

通し。

７～９月に金額押し上げ

　足元の７～９月は比較的大きな案件が多

かったことから、１～９月の金額が押し上げ

られた。

　７～９月はオリックスのほか、キユーソー

流通システム（9369）の案件が 70 億円で２

番目の規模だった。キユーソーはインドネシ

アで、低温物流会社のグループ４社を買収。

第三者割当増資を引き受け、それぞれ 51％

の株式を取得する。中国での低温物流に続い

てインドネシア市場も開拓することで、新た

な成長ドライバーとする。

　このほか、川崎汽船（9107）はシンガ

ポールの浮体式石油 ･ガス生産貯蔵積出設備

（FPSO）保有 ･ 傭船事業のインソン・ボロ

ニア・コンソーシアムに資本参加する。株式

10％を 52 億 6600 万円で取得して、ブラジ

ルの事業に参画する。(20/10/12)　　　　(M)

件数は４割減も金額は微減

日本企業のＭ＆Ａ、大型案件効果で

　日本企業による東南アジアでの M&A（合

併・買収、IN-OUT）は、件数が大幅に落ち

込むなか金額ベースでは微減にとどまってい

る。大型案件による金額の押し上げ効果が背

景にある。

　M&A 助言のレコフによると、日本企業

による域内での M&A は 2020 年１～９月に

69 件となった。件数は前年同期の 118 件か

ら 41.5％減少した。国別ではシンガポール

が 21 件で最も多く、ベトナムが 19 件で続く。

このほかタイとマレーシアがそれぞれ８件な

どとなっている。

　一方で、この間の M&A を金額ベースで

みると 3080 億 1900 万円で 2.9％のマイナス。

国別ではシンガポールが 2280 億 1000 万円

でダントツのトップとなり、イ

ンドネシアが 284 億 8000 万

円、ベトナムが 214 億 8900 万

円、タイが 117 億 7900 万円な

どで続いた。

　シンガポールは件数で最多と

なったが、前年同期に比べると

半減した。反面で、金額ベース

では前年を上回る水準に達して

おり、各案件の金額が大きかっ

たことがわかる。
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山崎製パンがベトナムに新工場

ニーズの高まりにホールセールも

　製パン最大手の山崎製パン（2212）がベ

トナムに新工場を設立する。現地法人のベト

ナムヤマザキは、2016 年からホーチミン市

の百貨店内でベーカリー事業を展開している

が、市場での認知度が上がりニーズも高まっ

てきたことから、小売店向けのホールセール

でこれに応える。

　南部ロンアン省にあるタンキム拡張工業

団地内の日系企業向けレンタルサービス工

場に、生産拠点を設ける。工場運営会社の

KIZUNA 社が明らかにした。同工場の第３

期部分を対象に、９月末に賃貸契約を交わし

た。工場の面積は 240 平方メートルで、20

年 12 月頃からパンや和・洋菓子の製造を開

始する予定。

コンビニで試験販売

　ベトナムヤマザキは、「ホーチミン高島屋」

の開店とともに百貨店内でのベーカリー事業

をスタート。カレーパンやアンパンといった

日本のスタンダードなパンを販売するととも

に、最近では「フルーツデニッシュサンドイッ

チ」「タインロンパン」「ハワイブレッド」を

開発するなど、定期的に新商品を投入して消

費者にパン食の楽しさを訴求してきた。

　海外ではこうしたフレッシュベーカリーの

展開が中心で、東南アジアではタイやシンガ

ポール、マレーシアに出店。一方で、ベトナ

ムでは市場でヤマザキの認知度が高まり、百

貨店に来ることができない周辺地域の消費者

からもニーズが出てきたという。

　これをうけホーチミン市の「ファミリー

マート・サイゴンスカイガーデン店」で６月

から、「ミニストップ S82 マステリ・ハノイ

通り店」で７月から商品を供給するなど、一

部のコンビニエンスストアでの試験販売に乗

り出していた。コンビニでは午後３時半から、

商品も一部のものに限定しての販売となるが、

売れ行きは好調に推移しているもよう。

　新工場の開設にともない、日系コンビニを

中心に市場拡大を図っていくとみられる。ま

た、日本人の多く入居するサービスアパート

への定期配送も行っているといい、今後は配

送サービスの拡充も期待される。

　山崎製パンの海外進出は、1981 年に「香

港ヤマザキ」を設立し、フレッシュベーカリー

第１号店を開店したことが始まり。その後は

東アジアや東南アジア各国に相次いで展開し、

日本スタイルのパンの普及を図ってきた。香

港とタイ、台湾、シンガポールにあるセント

ラル工場で冷凍生地を生産し、各国の店舗に

供給している。(20/10/8)　　　　　　　 (M)

駐在員は中国人や比人が増加

タイ、日本人のシェアは低下

　タイで外国人駐在員に占める日本人の割合

が低下している。日本人に代わり存在感を増

しているのが中国人やフィリピン人という。

　不動産サービスのシービーリチャードエリ

ス（CBRE）のリポートによると、日本人駐

在員数は 2020 年第３四半期で２万 8560 人

と外国人駐在員の 18％を占めた。一方でそ

の割合は低下傾向で、中国からの生産シフト

や英語人材のニーズから、中国人やフィリピ

ン人が増えている。

　在タイ日系企業は、歴史的に製造業で増加

してきたほか、貿易や小売、不動産、ビジネ

スサービスなどにも広がり、駐在員が増加し

た。一方で、各セクターで産業が成熟化して

きたことでタイ人が駐在員を代替することが

可能となり、タイからベトナムやカンボジア

などへ分散する動きも出てきた。

　日本人駐在員は、1980 年代半ばからアジ
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ア金融危機のあった 1997 年にかけて右肩

上がりとなり、ピーク時の 2015 年には３万

6666 人まで増加。しかし、2020 年第３四半

期には当時から 22％減少して２万 8560 人と

なった。

居住ニーズは中心部から拡散

　増加が目立つ中国人駐在員数は 2020 年第

３四半期で１万 8472 人。2015 年から 38％

増加したことになる。同様にフィリピン人は、

２万 5811 人で同 31％増加した。

　中国人の増加の背景は、米中通商摩擦をう

けた製造業の生産シフトや、東南アジアの存

在感が高まってきたことが挙げられる。一方

でフィリピン人は、英語力があることからイ

ンターナショナルスクールやバイリンガルス

クールなどでニーズが高い。欧米人などに比

べ賃金水準が低いことも、ニーズの背景にあ

るという。

　中国人駐在員が好んで住むのが、バンコク

のラマ９世通りやラチャダピセーク通り周辺

の地域。中国系の飲食店や小売店が多いこと

や、地下鉄へのアクセスが良いことが人気の

理由だ。フィリピン人は、高架鉄道 BTS に

近く比較的賃貸料が低いオンヌット地区に集

中する傾向がある。

　こうした動向を背景に CBRE では、外資

系企業のオフィスのある地域から２駅程度の

地域で、賃貸不動産の投資の魅力が高まって

いる。中国人などの増加にともない、駐在員

の居住ニーズは中心部から拡散の傾向にある

としている。(20/10/7)　　　　　　　　  (M)

現地法人の売上高は 43.8％減

東南アで日本企業、４～６月期

　東南アジアで日本企業の現地法人の売上高

が急減している。

　経済産業省がこのほど発表した海外現地

法人四半期調査の結果によると、2020 年４

～６月期の東南アジア 10 カ国での売上高は

378 億ドルで前年同期比 43.8％減少した。マ

イナス幅は、全地域の 32.2％を下回ったほか、

１～３月期の 8.2％減から大きく落ち込んだ。

　国別ではインドネシアが 60 億ドルで

56.6％減と最も下げ幅が大きく、フィリピン

が 22 億ドルで 49.6％減、タイが 174 億ドル

で 45.1％減などと続く。

　このほかマレーシアが 42 億ドルで 34.1％
減、ベトナムが 51 億ドルで 29.6％減、シン

ガポールが 28 億ドルで 17.8％減など、軒並

み２ケタのマイナスとなった。

　一方で、国ごとに下げ幅に温度差があるの

は、新型コロナウイルス感染状況と企業活動

に与える影響の度合いに相関関係があるため

とみられる。売上高で最もマイナス幅が大き

かったインドネシアでは、３月中旬に行動制

限要請が始まり、３月下旬には地域封鎖、４

月中旬には全国封鎖となり、企業の稼働停止

は２カ月近くにわたった。

　また、東南アジアでの売上高を業種別寄与

度でみると、輸送機械が大きく減少したこと

で全体を押し下げた。この間の域内の自動車

販売台数（AESAN 自動車連盟）は、４月が

前年同月比 81.3％減、５月が 69.0％減、６

月が 38.0％減。現地法人に輸送機械を手が

ける企業が多いことも、売上高全体を押し下

げた要因とみられる。

ベトナムは設備投資と従業者数が増

　なお、業績や経営環境の悪化をうけて、企

業は設備投資や従業員数を減らしている。４

～６月期の有形固定資産（除土地）取得額

は、東南アジア全体で 14 億ドルで前年同期

比 32.6％のマイナス。このうちシンガポール

が 64.8％減、マレーシアが 47.8％減、インド

ネシアが 46.8％減などと下げ幅が大きい。一

方でベトナムは、1.1％のプラスを確保した。

　2018 年をピークに減少傾向にある従業者

数は、2020 年４～６月期は期末時点で 156

万人と前年同期比 4.8％減少した。インドネ

シアとマレーシアがそれぞれ 7.1％減った一

方で、ベトナムは0.1％増加した。(20/10/6)(M)
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ボンバルディアの車両相次ぎ納入

バンコクのモノレール路線など

　カナダの輸送機器大手ボンバルディアが、

東南アジアで大量輸送用車両を相次いで納入

している。域内の各都市では新路線計画が目

白押しで、今後も積極的にシェア取り込みに

動いていくとみられる。

　タイでは、バンコクのモノレール路線

向けに 300 両を納入した。納入したのは

「INNOVIA APM 300」と呼ばれる無人運転

システム。前週末には、プラユット首相やサ

ラー・テイラー駐タイ・カナダ大使などが出

席して記念式典が開催された。

　対象路線は都市鉄道 MRT の「ピンクライ

ン」と「イエローライン」の約 64 キロメー

トル。このうちピンクラインはカエライ～ミ

ンブリの 34.2 キロメートル、イエローライ

ンはラップラオ～サムロンの 30.4 キロメー

トルが含まれる。列車は４両編成で、最高時

速は 80 キロメートル。１時間当たり１方向

で２万 8000 人を輸送することができる。

　ボンバルディアは６月にも、「ゴールドラ

イン」向けに「INNOVIA APM 300」を納

入したと発表。高架鉄道 BTS のクルントン

ブリ駅からアイコンサイアム前、クロンサ

ン区役所前を結ぶ 1.7 キロメートルの路線は、

12 月にも全線が開通する見通しだ。

　一方でマレーシアでは８月に、クアラルン

プールの都市鉄道向けの車両 108 両の製造

が完了したことを明らかにしている。高架鉄

道 LRT ケラナジャヤ線で運用されるもので、

米ニューヨーク州の拠点で製造され、マレー

シアで最終組み立てや内装の取り付けなどが

行われた。

　ケラナジャヤ線も無人運転システムが用い

られ、「MITRAC」と呼ばれる推進技術とと

もに運行の柔軟性や省エネルギーを実現して

いるという。同路線では１日 30 万人を輸送

する見通し。

車両が１タイプに統一

　シンガポール陸運局（LTA）は９月末に、

MRT 南北線と東西線に使用する車両 40 編

成の購入契約をボンバルディアと締結したと

明らかにした。独シーメンスが納入した第２

世代の車両、さらに川崎重工業と日本車両製

造の第３世代の車両をそれぞれ入れ替える。

入れ替えは 2024 年から始める。

　ボンバルディアは 2018 年７月にも LTA
から 66 編成の契約を受注しており、これに

より合計 106編成を納入することになる。南

北線と東西線では３つのタイプの車両が運行

されているが、将来はボンバルディア製１タ

イプに統一されることになる。(20/10/5)  (M)

オムロン、人工呼吸器開発に参画

　オムロン（6645）は 8 日、現地子会社が

インドネシア工業省の主導する国産人工呼吸

器開発プロジェクトに参画すると発表。イン

ドネシアで新型コロナウイルス感染症の拡大

が継続している一方、医療機器を輸入に依

存しているため不足が生じている。医療用

品・機器の不足解消に向け政府主導で現地自

動車メーカーが国産人工呼吸器が開発製造を

進めるプロジェクトが進行。開発加速のため

オムロン子会社がプロジェクトへ参画する。

(20/10/9)　　　　　　　　　　　　　　  (G)

https://www.omron.co.jp/press/2020/10/
c1008.html

商船三井は人材コンサル会社を設立

　商船三井（9104）は 9 日、フィリピンに

外国人材コンサルティング会社 MM エンパ

ワーを設立したと発表。船員育成の現地パー

トナーであるマグサイサイグループの人材紹

介会社マグサイサイ・ピープル・リソーシズ

と共同で設立した。商船三井運航乗組員の中

核を担うフィリピン人材について、船員以外

の領域でも日系企業向けに外国人材のコンサ

ルティング事業を展開する。(20/10/9)　　(G)
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https://www.mol.co.jp/pr/2020/20070.html

藍沢証券が子会社の増資

　藍沢証券（8708）は 9 日、ベトナムの金

融商品取引子会社ジャパン・セキュリティー

ズ・インコーポレーテッドの増資引受を発表

した。実施日は 12 月を予定。予定通り増資

を実施した場合、特定子会社に該当すること

となる。(20/10/9)　　　　　　　　　　　(G)
h t t p s : / / w w w. r e l e a s e . t d n e t . i n f o /
inbs/140120201009401705.pdf

ＮＴＴデータが、アユタヤ銀と提携

　ＮＴＴデータ（9613）は 9 日、アユタヤ

銀行と訪日タイ人向けに QR コード決済サー

ビスの利用を可能とするため業務提携を締結

したと発表。タイ中銀が促進する「マイ・プ

ロンプト QR」のグローバル展開の一環とし

て、日本の加盟店へ導入することを目指す。

NTT データがフロントサービスの提供や加

盟店で利用された決済取引の入金などを担当

する。(20/10/9)　　　　　　　　　　　　(G)
https://www.nttdata.com/jp/ja/news/
services_info/2020/100900/

アウンコンサルは独占販売権を獲得

　アウンコンサルティング（2459）は 8 日、

タイ、ベトナムで LPO ツールサービスの独

占販売権の獲得のためポケトスケっｘイブ

（東京都渋谷区）と業務提携を締結したと発

表。各企業のデジタル領域への投資が加速す

るなか、ポケトスケイブと連携し、タイ語、

ベトナム語のツール開発を行うほか、現地企

業にサービスを提供する。(20/10/9)　　　(G)
h t t p s : / / w w w . a u n c o n . c o . j p /
corporate/2020/1008-2.pdf

リネットＪ、実習生の送出再開

　リネットジャパンホールディングス

（3556）は 9 日、カンボジアの送出子会社リ

ネット・カンボジア HR がカンボジア技能

実習生の送り出しを再開したと発表。新型コ

ロナウイルス関連拡大の影響により 4 月以

降、日本国内への入国が制限されていたが

10 月から入国制限が緩和されたためカンボ

ジア技能実習生の入国が可能となった。出発

が延期となっていた実習生 51 人を順次送り

出していく予定。(20/10/9)　　　　　　　(G)
https://corp.renet.jp/wp/wp-content/
uploads/2020/10/20201009.pdf

東洋製缶Ｈが星社へ出資

　東洋製缶グループホールディングス（5901）

は 8日、シンガポールのエビ・甲殻類の細胞

培養開発に取り組むスタートアップ企業シッ

クス・ミーツに出資したと発表。シックス・

ミーツの資金調達はシリーズＡとなり、調達

総額は1260万米ドル。同社のほかシンガポー

ル企業庁の投資部門などが出資している。培

養エビ、甲殻類の商用生産、供給を進め、持

続可能な食生活の実現を目指す。(20/10/8)(G)
https://www.tskg-hd.com/news/file/ff8656
a13512bf2e304e6876d74c4d12e9acca23.pdf

住友鉱は株式の売却完了

　住友金属鉱山（5713）は 8 日、インドネ

シアの PT ヴァーレインドネシア（PTVI）
の株式の一部について、ヴァーレカナダの保

有分とともにインドネシア・アサハン・アル

ミニウムへの売却を完了したと発表。PTVI
がインドネシア政府と締結した鉱業事業契

約の改正満了が 25 年 12 月となり、25 年

以降も操業継続する許可取得の条件として、

PTVI の 40％をインドネシア資本とする必

要があった。今回の売却は条件を満たすもの

となり、譲渡価額は約 99 億円となっている。

(20/10/8)　　　　　　　　　　　　　　  (G)
https://www.smm.co.jp/news/release/
uploaded_fi les/20201008_J.pdf

東急などが分譲マンション着工

　東急（9005）の子会社ベカメックス東京と

NTT 都市開発は 7 日、ベトナムのビンズン

省ビンズン新都市で合弁会社 H9B・インベ
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ストメントを設立したと発表。分譲マンショ

ンミドリパーク　ザ・グローリーに 12 月か

ら着工を開始する。開発物件は地上 24 階建

て総戸数約 1000 戸の分譲マンションとなり、

23年春に竣工・引き渡しを予定。NTT グルー

プの NTT イーアジアと連携し、共用部には

クラウド Wi － Fi システムを導入するほか、

ベトナムのマンションとして初めてコワーキ

ングスペースを設置する。(20/10/7)　　　(G)
https://www.tokyu.co.jp/image/news/
pdf/20201007-1.pdf

東京ガスはＬＮＧ基地を建設

　東京ガス（9531）は 7 日、フィリピンの

ファーストジェン社と相互協力契約を締結し

たと発表。最速 22 年後半の LNG 導入を目

標に船舶を活用できる浮体式 LNG 基地の建

設を進めていく。東京ガスが建設・運営費の

20％を負担し、陸上のガス受入設備の建設

を含む、浮体式 LNG 基地の建設、運営、メ

ンテナンスを行う。(20/10/7)　　　　　　(G)
h t t p s : / / w w w . t o k y o - g a s . c o . j p /
Press/20201007-01.pdf

日清食品ＨＤ、子会社を再編

　日清食品ホールディングス（2879）は 7

日、タイ孫会社へ現物出資すると発表した。

子会社の日清フーズ・アジアの子会社をタ

イ RHQ アジアへ現物出資する。増資額は約

151 億 7300 万円。これにより統括会社タイ

RHQ アジアは特定子会社に該当することと

なる。(20/10/7)　　　　　　　　　　　　(G)
h t t p s : / / c d n . n i s s i n . c o m / g r -
d o c u m e n t s / a t t a c h m e n t s / n e w s _
p o s t s / 8 9 8 8 / 0 b 3 9 c 2 8 7 0 8 0 c f 7 4 3 /
original/20201007-2.pdf?1601973863&_
ga=2.243596997.1938277541.1602057805-
1692916940.1602057805

三菱ふそうがオンライン販売を開始

　三菱ふそうトラック・バス（川崎市）は 5日、

インドネシアの合弁会社で販売代理店 KTB

社が車両のオンライン販売を開始したことを

発表。インドネシア最大の EC サイト「トコ

ペディア」にオフィシャルストアを開設。イ

ンドネシア市場向けのすべてのトラックを購

入することが可能となった。(20/10/6)　　(G)
https://www.mitsubishi-fuso.com/ja/
news/2020/10/05/ インドネシアでトラック

のオンライン販売を開始 /

シノケンＧはファンドを組成

　シノケングループ（8909）は 6 日、イン

ドネシア金融庁などと共同でインドネシア国

債などに投資を行うファンドを組成すると発

表。ファンドの資金規模は 300 億円程度。現

地グループ企業で不動産ファンド事業を展開

する SAMI が組成する。インドネシアの金

融サービス普及を目的とし組成したファンド

となり、現地政府、証券取引所、州政府、国

営銀行、地場金融機関の連携で個人向けに金

融商品を移住民向けに販売する初のスキーム

となる。(20/10/6)　　　　　　　　　　　(G)
https://www.shinoken.co.jp/presses/get_
img/493/fi le1_path

イオン、カンボジア３号店を着工

　イオンモール（8905）は 6 日、カンボジ

ア３号店となるショッピングモールの名称を

「イオンモール　ミエンチェイ」とし、22 年

度のオープンに向け建設着工すると発表した。

東南アジア最大級の都市開発プロジェクト

「ING シティー」に建設され、将来的にさら

なる人口増加が期待できるエリア。新モール

は開発エリアの中核機能を担っており、敷地

面積、延べ床面積、総賃貸面積ともにカンボ

ジア国内では最大級、アセアン域内でも最

大規模のモールとなる予定。専門店が約 250

店舗に上り、敷地面積 17 万 4 千平方メート

ル、延床面積 18 万平方メートル、総賃貸面

積9万平方メートルとなる。(20/10/6)　　(G)
h t t p s : / / w w w. a e o n m a l l . c o m / f i l e s /
management_news/1453/pdf.pdf
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ＴＩＳ、タイ関連会社のＴＯＢ終了

　システムインテグレーターのＴＩＳ

（3626）は５日、連結子会社化を目的に実施

していた、タイの持ち分法適用関連会社でＩ

Ｔサービス、システムインテグレーション業

のＭＦＥＣ社（バンコク、資本金４億 4100

万バーツ［約 14 億 9700 万円］）に対する公

開買付の結果を発表。ＴＯＢの期間は７月

23 日から９月 30 日、価格は１株につき５

バーツ（約 16.95 円）、買付予定数１億 639

万 307 株に対し、１億 639 万 200 株の応募

があり、そのすべてを５億 3200 万バーツ（約

18 億 300 万円）で買い付ける。買い付け後

の議決権割合は49％となる予定。(20/10/5)(Z)

h t t p s : / / w w w. r e l e a s e . t d n e t . i n f o /
inbs/140120201005499755.pdf

ちとせグループが実証開始

　ちとせグループの中核企業ちとせ研究所

（川崎市）は 5日、マレーシアでバイオジェッ

ト燃料の普及に向け藻類培養設備の構築と大

規模培養の実証を開始すると発表。NEDO
の委託事業に採択された。マレーシアのサラ

ワク州の州立研究機関であるサラワク生物多

様性センターと電力会社サラワク・エナジー

と共同で研究開発を進め、藻類の長期大規模

培養技術の確立を目指す。(20/10/5)　　　(G)
https://chitose-bio.com/jp/news/3514/
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ピックアップ
進出企業
フードテック企業へ投資

東洋製缶がシンガポールで

　東洋製缶グループホールディングス

（5901）がフードテック分野でシンガポール

のスタートアップ企業シオック・ミーツに出

資したことを前週発表した。今回の出資は

オープンイノベーション・プロジェクトに基

づく投資で、シオック・ミーツがスタート

アップ企業の投資１号案件となる。東洋製缶

グループは19年にシンガポールにオープン・

イノベーション拠点として「フューチャー・

デザイン・ラボ」を設立している。出資先の

シオック・ミーツは東南アジア初の培養肉開

発、世界初のエビ・甲殻類の培養を行うフー

ドテックのリーディング・スタートアップ企

業。既にラボでの技術実証は完了し、社会実

装へ向けて事業が進んでいる段階にあり、東

洋製缶が戦略的パートナーとして細胞培養肉

領域の事業化を模索する方針としている。プ

ロジェクトでは出資にとどまらず宇宙空間で

の資源循環に向けた取り組みなどの幅広い活

動を行っているが、今後も国内外のスタート

アップ企業への出資を進めていく構え。出資

先としては食・健康、資源・環境など 4つの

分野で検討を進めているとした。(20/10/9)(G)

アボガド化粧品の認知獲得へ
タイ発のオーガニック製品

　タイ発のアボガド・オーガニック化粧品が、

日本市場の獲得に向け販売を開始している。

スキンケア事業会社のレガネーロ（東京都渋

谷区）は、アボガドを使用したスキンケア用

品を８月に発売した。アボガドを使用したス

キンケア製品の認知度は低いものの、小売通

販で月間 60 ～ 70 本を販売し、順調にスター

トしている。販売製品はタイの現地取引先が

タイ北部奥地で有機栽培したアボガドから

チェンマイ大学と共同開発したスキンケア商

品となる。既にタイ現地でも販売されている

が、レガネーロが成分やパッケージなど日本

市場向けに改良して販売している。アボガド

が食としての美容効果が高い印象は既に獲得

しているものの、コスト高の影響などからア

ボガド美容製品は商品数も少なく、市場とし

ては発展途上となっていると同社は指摘。美

容業界では２～３年前に流行したオーガニッ

ク製品は根強いニーズがあるが、同社ではア

ボガド・スキンケアの第一人者として市場の

認知獲得を目指しているとした。(20/10/6)(G)

ＡＳＥＡＮで 71 万人超に

新型コロナの感染者数

　新型コロナウイルスの感染者数がＡＳＥＡ

Ｎ 10カ国で 71万人を超過した。厚生労働省

の国外の発生状況によれば、4日時点でフィ

リピンが 31 万 9330 人、インドネシアが 29

万 9506 人などとなった。4 日時点でＡＳＥ

ＡＮ域内 10 カ国の合計で感染者数が 71 万

355 人に上る。感染者数上位２カ国のフィリ

ピンとインドネシアで計 61 万 8836 人とな

り、ＡＳＥＡＮ全体の約 87％を占めた。国

別の感染者数としては、フィリピン、インド

ネシアに次いで、シンガポールが 5 万 7800

人、ミャンマーが 1 万 6503 人、マレーシア

が 1 万 2088 人と続いている。一時はシンガ

ポールでも感染が拡大したものの、その後は

拡大が抑制されている。一方、ミャンマーの

感染者数が急拡大しており、前週（9月 27 日）

時点の 9991 人から１週間で約 1.65 倍に当た

る感染者数に増加。死者数としても前週 198

人から約1.87倍の371人に増えている。また、

ＡＳＥＡＮ 10 カ国の死亡者数は 4 日時点で

計 1 万 7365 人となった。インドネシアの 1

万 1055 人、フィリピンの 5678 人が全体の

約 96％を占め、感染者と同様に死亡者でも

２カ国が突出している。(20/10/8)　　　　(G)
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スピルリナを世界のたんぱく源に

タベルモがブルネイで大量生産開始

　バイオベンチャーのちとせグループ（川崎

市）が、スピルリナの大量生産に向けてブル

ネイに工場を新設した。スピルリナは多様な

栄養素を持つスーパーフードであり、なかで

もたんぱく質の含有量の高さは圧倒的。グ

ループでスピルリナの生産と製品開発を手が

けるタベルモ（同）の佐々木俊弥・代表取締

役社長に、事業の目指すところやブルネイで

の取り組みについて聞いた。

イシス」では、世界的な人口増加と新興国の

GDP 増加による食生活の向上によって、需

要が 2050 年には 2005 年時の２倍に高まる

と言われている。これまでは農業の生産性向

上によって、年々増大する需要に対応できて

いたが、今後はその伸びだけでは吸収できな

くなり、早ければ 2030 年頃には需要と供給

のバランスが崩れ始めるとの予測がある。近

年「植物肉」や「昆虫食」、「培養肉」のベン

チャー企業の動きが活発だが、その背景に「た

んぱく質クライシス」がある。

肉や大豆と同様のたんぱく源として――

佐々木氏　藻は単位面積当たりの生産性が非

常に高いという特長がある。例えば、１ヘク

タール当たりのたんぱく質生産量は、畑の

肉といわれる大豆と比べて 17 倍ほどもある。

一方で、牛肉などの動物性のたんぱく質は、

植物飼料に依存するため生産効率が植物性た

んぱく質の大豆より必ず低い。また、藻は太

陽光による光合成のみでの増殖が可能なため、

石油依存の度合いが既存の農業や他の食品生

産より大幅に低く抑えることができる。植物

工場などはどうしても照明を使って光合成さ

せるため、それほど CO2 削減には効果がな

い。太陽光を使えば、藻は CO2 をどんどん

吸収して炭素源にしてくれるので、CO2 固

定にも良い。さらに、大豆などは栽培する際

に大量の水を使用するが、スピルリナはプー

ルの中で栽培するため水の量が大豆の４分の

１ほどですむ。日本にいるとなかなか感じら

れないが、SDGs では水を大切にしようとい

うことが１つのテーマになっているほど水資

源は重要。ここでも社会課題の解決に資する

と考えている。

御社のスピルリナ製品は――

佐々木氏　生タイプのスピルリナ「タベルモ」

を中心に展開している。生で作られているた

め無味・無臭であることが一番の特長だ。ス

ピルリナ製品の歴史は古く、これまでは熱で

乾燥させた粉製品が普及してきた。生の製品

は日本では当社が唯一で、海外で販売されて

いるものもあるようだが、確認する限りでは

タ
ベ
ル
モ　

佐
々
木
俊
弥
・
代
表
取
締
役
社
長

スピルリナ事業の概要は――

佐々木氏　グループの研究部門で藻類の研究

をしたところ、スピルリナが食品として最も

優れていると確信を持った。さらに大量培養

技術も確立できたため、タベルモを 2014 年

に設立して事業化することとした。最大の

ミッションは、藻類たんぱく質の世界的な普

及を目指すこと。世界的な人口増加や、新興

国の所得向上による食生活の変化にともな

い、「たんぱく質クライシス」が近い将来に

起こると予想されているが、この社会課題を

「藻」で解決していきたい。「たんぱく質クラ
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品質は当社のものが一番だと思っている。ス

ピルリナは収穫したての時はまったく味がせ

ず、当社の生スピルリナはその良さを保った

まま製品化した。既存の粉製品は加熱によっ

て変化してしまうため、独特のにおいや生臭

さ、エグミが出てしまう。それが普及を妨げ

ていた理由の１つではないか。当社は食品と

して広げていきたいと考えているため、スピ

ルリナ本来の味のなさを何とか実現させた

かった。生のものは味がしないということは

知っていたが、製品化するために冷凍という

手法を用いて、2015 年に販売開始した。また、

製品をフレーク状にすることで溶けやすくし

たことで、さまざまな料理やデザート、ジュー

スなどで利用しやすくなった。時間が限られ

る現代の生活にあって、野菜のような栄養素

を刻んだり洗ったりせずにすぐにとれること

が強みだ。

ブルネイでの取り組みは――

佐々木氏　19 年 10 月に工場が竣工した。こ

れに向けては産業革新機構（ICNJ）と三菱

商事から 17 億円の資金調達を行った。ブル

ネイは、１年を通じて安定した温暖な気候の

ため、スピルリナの栽培に必要な光合成に最

適な環境だ。日本にも近く、物流面に優位性

がある。また、工場が立地する地区は「バイ

オイノベーションコリドー」として、政府が

バイオ産業を誘致している。三菱商事も地区

内で別の藻類の工場を持っており、そうした

実例もあったことから進出を決めた。さら

に、ブルネイは人材教育のレベルも高いこと

も理由の１つだ。生産施設は、日本ではプー

ルのような施設で栽培してきたが、ブルネイ

ではより効率的に太陽光を集められるよう立

体的なつくりにした。また、閉鎖的な管を用

いて培養することで、生で食べる時の品質を

高めることができる。外界から何か入ること

がないため、かなり衛生的だ。また培養施設

は、従来はガラス製の強固な設備が用いられ

てきたが、近年はビニール製品の性能が技術

革新により向上してきたため代替可能になっ

た。ちとせグループでは、次世代型のビニー

ルバッグを開発しており、建設費のかさむガ

ラスや強固な骨組みを利用することなく、低

コストのシステムを増やしていく計画だ。

市場開拓に向けては――

佐々木氏　スピルリナは日本より海外での知

名度が高いため、海外にもチャンスがあると

思っている。市場開拓に向けては、準備を進

めているところ。北米や欧州は消費量がかな

り多いため、まずはそうした地域に製品を

持っていきたい。ただ、冷凍製品のため日本

のように個人宅に品質高く届けることは、海

外では物流面から難しいと考える。まずは日

本でも進めたようなレストランなどフード

サービス関連で使ってもらいながら、生スピ

ルリナを浸透させていきたい。もちろん、距

離的に近い東南アジアもターゲットになる。

今の段階は、スピルリナを一般的なたんぱく

源にするというミッションの一歩を踏み出し

たところ。まずは藻を食べる人を増やす必要

があり、それだけでも日本で何十億円という

市場は作ることができる。今はこの足場を固

めるステージにいる。将来は肉や卵を藻から

作っていきたいと考えている。そのため、加

熱すると出てしまう味をマスキングする技術

や、スピルリナの成分を保ちながら緑色を落

とす技術なども開発しているところ。他の食

品メーカーとも協力しながら、市場に広げて

いきたい。スピルリナは水と太陽光だけで生

産が可能だ。砂漠地帯など農業ができない土

地にも工場を作っていき、将来の人口増加に

対応できるような農作物の純増を目指したい。

(20/10/12)　　　　  　　 　　　　　　　(M)

ブルネイ工場での栽培の様子
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ＦＤＩ目標下回る
　ミャンマー投資委員会

（MIC）事務局の投資企業管理局（DICA）

のタン・シン・ルウィン事務局長はこのほど、

2019/20 年度（19 年 10 月～ 20 年９月）外

国直接投資（FDI）誘致額は 57 億ドルだっ

たと明らかにした。ミャンマータイムズが報

じた。年度目標の 58 億ドルには１億ドル及

ばなかった。新型コロナウイルスの影響から

４月以降に投資にブレーキがかかった。投資

が見込まれながら棚上げとなっている案件も

あるという。一方で、この間の FDI は前年

度に対しては 12 億ドル上回った。20/21 年

度の誘致目標は 58 億ドル。棚上げとなって

いる案件など潜在的に 35 億ドルの FDI が見

込まれており、事務局長は新年度の目標は可

能との見方を示している。(20/10/8)　　 (M)

ＣＰＩが鈍化
　フィリピン統計局が

６日に発表した 2020 年９月の消費者物価

指数（CPI、2012 年＝ 100）は前年同月比

2.3％上昇した。上げ幅は８月（前年同月比

2.4％上昇）、７月（同 2.7％上昇）と２カ月

連続で縮小。ただ、１～９月の平均値は前年

比 2.5％上昇と、政府予測レンジの 1.75％～

2.75％内を維持した。９月は、輸送コストは

ミャンマー

上昇したものの、食品・飲料、たばこ・アル

コールが値下がりしたことが影響した。また、

食品と燃料を除いた９月のコア CPI は前年

同月比 3.2％上昇となり、前月（同 3.1％上昇）

から小幅ながらも加速したした。(20/10/5)(X)

クレジットカード決済額が 27％減
　７日付フィルスターによると、フィリピン・

クレジットカード協会（CCAP）が発表し

た 2020 年１～６月期のクレジットカード決

済額は前年同期比 27％減と大幅減となった。

新型コロナウイルス感染症の影響による自営

業者や中小企業の倒産および失業者の増加に

伴う消費減退や新規申請の低下が背景。同協

会によると、失業率の上昇に伴い、支払い延

滞の水準が５月以前と比較して３倍に膨れて

おり、銀行の信用コストも前例のない水準ま

で上昇していると説明。同協会では、業界の

生き残りを賭けてデジタル化などを通じたコ

スト削減を進めているとした。(20/10/7)　(X)

国営企業への補助金が約２倍に
　５日付フィルスターによると、フィリピン

財務省が発表した 2020 年１～８月の国有・

国営企業（GOCC）への補助金が前年同期比

99％増の 1924 億５千万ペソと急増した。新

型コロナウイルス感染症対策を実施している

GOCC への支出を増やしていることが背景。

補助金を支出先の 36 社のうち、中小企業向

け賃金補助プログラムなどを実施した年金基

金である社会保障制度（SSS）への補助金額

は最大の 510 億ペソを記録。次いで国家食糧

庁（NFA）の 376 億 5000 万ペソ、健康保険

公社の 303 億ペソなどとなった。GOCG へ

の補助金は政府支出の一部であり、同期間の

政府支出は前年同期比 20.79％増の２兆 6700

億ペソに拡大している。(20/10/5)　　　　(X)

電力消費 7.7％拡大
　ラオスのエネルギー工

業省はこれまでに、国内の電力消費量は年

フィリピン

ラオス
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7.7％のペースで増加し、2025 年には 136 億

2100 万 kWh（キロワット時）になるとの見

通しを明らかにした。使用電力のうち産業

向けは、20 年のデータで 47％。また、ラオ

ス電力公社（EDL）は 20 年に 35 億 7500 万

kWh の電力を輸出し、25 年に輸出量は 60

億 1700 万 kWh になる見込み。一方で、今

後は一部の水力発電所が政府管理下に譲渡さ

れる見通しで、国内の発電コストは低下して

いくと期待される。(20/10/8)　　　　　 (M)

対日貿易額 7.4％減
　カンボジアと日本の

貿易額が縮小している。日本貿易振興機構

（JETRO）のデータとしてクメールタイムズ

が報じたところによると、2020 年１～８月

の貿易額は 13 億 4600 万ドルで前年同期比

7.4％のマイナス。カンボジアからの輸出額

は 10 億 4500 万ドルで 5.3％のマイナスだっ

た。輸入額は３億ドルで 14％減。商業省に

よると、日本向けの主な輸出品は衣類や履物、

電子製品となっている。なお、二国間貿易は

19 年に 22 億 9200 万ドルと前年比 13％拡大

していた。(20/10/8) 　　　　　　　　　(M)

自動車の輸入が 30％減
　カンボジア経済財政省はこのほど、2020

年１～８月の自動車輸入台数は３万 5807 台

だったと発表した。クメールタイムズが報じ

た。前年同期は４万 8892 台だったため、輸

入台数は 27％減少したことになる。カンボ

ジアでは自動車と機械を合わせた輸入額が、

１～６月のデータで輸入額全体の 31.5％と、

前年同期の 42.4％から大きくシェアを落と

している。米フォードの現地販売業者による

と、新型コロナウイルスの影響により新車と

中古車ともに輸入が減ったが、新車の縮小幅

は比較的少ない。感染症の今後の動向は見通

せない状況で、販売の不振は当面続くとみて

いる。(20/10/8)　　　　　　　　　　　 (M)

所得税控除策承認
　８日付バンコクポスト

によると、タイの景気回復策を検討する新組

織である経済情勢管理センター（CESA）は

７日、消費喚起を目的に、製品およびサービ

スの購入に際しての付加価値税率を７％と

し、最大３万バーツまで所得控除とする案を

承認した。対象製品およびサービスは、アル

コール飲料、たばこ、宝くじ、燃料、宿泊施

設、航空券を除く付加価値税課税対象のすべ

ての製品・サービスで、対象期間は 10 月 23

日～ 12 月 31 日、既存の消費促進策（３カ

月間に 1500 バーツの補助金支給、3000 バー

ツの共同負担制度）を利用していない人が対

象となっている。(20/10/8)　　　　　　　(X)

ＥＶの価格引き下げで減税措置
　７日付バンコクポストによると、タイ工業

省は、電気自動車の販売価格を、従来の燃料

自動車の価格に近づけるべく、電気自動車の

組立工場向け自動車部品の関税引き下げを

図っていることを明かした。同省では、減税

の実現可能性調査を実施しており、月内にも

結果を国家電気自動車政策委員会に提出する

としている。スリヤ工業大臣によると、「減

税措置がタイ国内における電気自動車の需

要増につながることを期待している」とし、

70 万～ 80 万バーツが手頃な価格となるだろ

う、との見方も示した。タイ政府は国を電気

自動車の生産拠点とすることを目標としてお

り、2030 年までに電気自動車の年間生産台

タ　イ

カンボジア
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数を 75 万台（総生産台数の３割）を目標と

している。(20/10/7)　　　　　　　　　　(X)

ＥＥＣ周辺開発事業を承認
　６日付バンコクポストによると、東部経済

回廊（EEC）政策委員会は５日、EEC と地

域産業の接続性向上を目的とする３つのプロ

ジェクトに係る事業化調査実施を承認した。

３つのプロジェクトの開発費用は１兆 1800

億バーツに上る見込み。１つ目のプロジェク

トは、コーンケン県、ナコンラチャシマ県、

チャチュンサオ県におけるドライポート（内

陸複合一貫輸送向けターミナル）の設置で、

開発費用は 240 億バーツを見込む。EEC と

ラオス、カンボジア、ミャンマー、中国との

接続を目的としており、その結果としてレム

チャバン港のコンテナ取扱量の増加も見込ん

でいる。２つ目は、タイ湾とアンダマン海の

接続に向けた深海港および高速道路・複線鉄

道開発で、開発費用は 1680 億バーツ。３つ

目は橋梁開発に 9900 億バーツ。(20/10/6)(X)

パティンバン港進展
　インドネシアの西ジャ

ワ州スバン県で円借款により建設中のパティ

ンバン港が、11 月に一部開港する見通しだ。

インドネシアインベストメンツが報じた。事

業は第１フェーズをソフトオープンするもの

で、全工程が完工する 2027 年には国内最大

港となる見通し。パティンバン港は、多くの

自動車メーカーが入居する西ジャワ州のカラ

ワン工業団地から 70 キロメートルほど東方に

あり、将来は自動車の輸出ハブになることが

期待される。現在はジャカルタのタンジュン

プリオク港が輸出に利用されることが多いが、

工業団地から都心に向かうため交通渋滞に巻

き込まれることが問題となっている。パティ

ンバン港はジャカルタとは逆方向に位置する

ため渋滞の恐れが少なく、物流コストも軽減

されると期待が高まっている。(20/10/8)　(M)

雇用創出法案が国会で可決
　インドネシア国会はこのほど、雇用創出や

海外からの投資促進を目的としたオムニバス

法案を可決した。ジャカルタポストが報じた。

法案は、外資規制の要件緩和や雇用基準の見

直しなどが含まれビジネス環境の改善につな

がると期待される一方で、雇用が不安定化す

るなどとして労働組合が反対活動を行うなど

していた。インドネシア商工会議所（KADIN）

のロサン・ルスラニ会長は、新法により官僚

制と許認可制が簡素化され、雇用創出への投

資を妨げていたさまざまな課題が解決される

と歓迎した。これにより年 6.6 ～７％の投資

押し上げ効果があり、家計消費も 5.4 ～ 5.6％
増加するとしている。(20/10/7)　　　　　(M)

公的債務残高はＧＤＰ比 37％へ
　インドネシア財務省はこのほど、2020 年

の公的債務残高は国内総生産（GDP）比

37％になる見通しだと明らかにした。GDP
比では前年の 36％から１ポイント上昇し、

2006年以降では最悪の水準に拡大する。ジャ

カルタグローブが報じた。新型コロナウイ

ルスの影響をうけた財政出動が膨らみ、債

務が拡大する。政府は３月、20 年単年の公

的債務目標を撤回。従来、同年の公的債務

は GDP 比３％を上限としていたが、医療支

出や失業対策、債務援助など経済対策に 800

兆ルピア（約 540 億ドル）を新たに計上し

ていた。これにより 20 年の債務は GDP 比

6.34％、累積の債務残高は 37％になる可能

性がでてきた。(20/10/5)　　　　　　　 (M)

インドネシア
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中古公営住宅に需要
　シンガポールで中古の

公営住宅（HDB フラット）への需要が根強

いことが明らかになった。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）によると、９月の中古

HDB 価格は前月比 0.8％上昇。前月比プラ

スは３カ月連続となり、伸び率は前の２カ月

を上回った。８日付ストレーツタイムズが報

じた。中古 HDB 価格は前年同月比ベースで

は 3.1％のプラス。一方で、ピーク時の 2013

年４月に対しては 11.4％下回った。９月の

販売件数は 2489 件あり、前月比 2.2％増加。

前年同月比では 32.7％増加した。販売件数

が過去２年の１カ月あたり平均の 2400 件を

超えるのは４カ月連続。(20/10/8)　　　 (M)

８月の失業率が 4.5％に上昇
　シンガポール人材省は７日、８月の失業率

は 4.5％だったと発表した。新型コロナウイ

ルスの影響が続き、失業率は前月から 0.4 ポ

イント上昇した。同日付ストレーツタイムズ

が報じた。前月比の上昇幅は７月の 0.3 ポイ

ントを上回った。MOM によると、足元の

失業率は過去の不況時ほどには悪化していな

い。2003年の重症急性呼吸器症候群（SARS）
流行時の９月は 6.2％まで上昇したほか、世

界金融危機の 09 年９月には 4.9％となった。

(20/10/7)　　　　　　　　　　　　　　 (M)

債務返済支援策を 21 年に延長
　シンガポール通貨金融庁（MAS）とシン

ガポール銀行協会（ABS）はこのほど、個

人や中小企業向けの債務返済支援策を 2021

年以降も延長すると発表した。ストレーツタ

イムズが報じた。支援策は、債務返済の期限

を先延ばしするもの。初めて支援策を申請す

るケースにも適用されるが、資金難に陥って

いることが条件。新たな支援スキームでは、

返済額を段階的に通常の金額に戻していくこ

とが盛り込まれた。MAS によると、21 年前

半までは資金難に直面するケースが多くなる

見通し。(20/10/6)　　　　　　　　　　 (M)

新規法人登録が減
　ベトナム統計総局は

このほど、2020 年１～９月の新規法人登録

数は約９万 9000 件あり前年同期比 3.2％減

少したと発表した。７日付ベトナムニュー

スが報じた。各社の登録資本金額は合計

1400 兆ドン（約 605 億 6000 万ドル）余りで、

10.7％増加。１社当たりの資本金額が 14.4％
上昇したことで、全体の資本金額が増加した。

件数の伸びで目立ったのは電力・水道・ガ

ス業で、伸び率は 269.4％に上った。一方で、

この間の既存企業による増資は２万 9500 件

あり、増資額は合計 2100 兆ドンほどとなっ

た。(20/10/7)　　　　　　　　　　　　 (M)

銀行貸出残高が６％増
　ベトナム国家銀行（中央銀行）はこのほ

ど、９月末の銀行貸出残高は前年末比 6.09％
増加したと発表した。中銀は、国内で新型コ

ロナウイルスの感染抑え込みに成功している

ことから、貸出残高は年末にかけて上向くと

みている。６日付ベトナムニュースが報じ

た。貸出残高の伸び率をセクター別にみると、

サービスが 6.32％でもっとも高く、建設が

5.89％、農林水産が 5.09％などだった。中銀

のトゥー副総裁によると、コロナの感染拡大

を阻止することができれば 20 年通年の伸び

率は８～ 10％になる見通し。これにともな

い輸出や生産活動も回復が見込まれるという。

(20/10/06)　　　　　　　　　　  　　 　(M)

ベトナム

シンガポール
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　コンピューターを使った最初の出会い系

サービスは 1965 年にアメリカで誕生。2012

年に Tinder が出てきて以来、世界中のアプ

リストアで何百もの出会い系サービスが登場

している。世界の出会い系サービス市場は

2020 年までに 120 億ドルまで成長すると予

測されている（Graham Rapier, 2018）。日

経アジアンレビューのディラン・ロー（2020

年）によると、オンライン出会い系アプリへ

のユーザーの支出額で ASEAN の上位はタ

イ、シンガポール、インドネシア、マレーシ

アとなっている。一方、ベトナムは 2019 年

の市場規模が約 2億ドル。この数字は、米国

出会い系アプリ、半数が利用
の 15 億ドル、日本の 4 億ドルと比較すると

まだ少ない。

　B&Company は 2020 年 5 月に、ベトナ

ムの 18 ～ 49 歳の 244 人の回答者を対象に、

オンライン出会い系アプリの利用状況と行動

に関するオンライン調査を実施。興味深いこ

とに、回答者の 80％以上が以前に出会い系

アプリを利用したことがあり、約半数が現在

利用しているという。そのうち、現在利用し

ている人の 75％はハノイとホーチミンの 2

都市に住んでおり、主に 35 歳未満が多い。

　74％のユーザーが新しい友人との出会い

に期待している一方で、約 30％のユーザー

が長期的な交際や結婚相手との出会いに期待

していることから、恋愛関係の構築はあまり

真剣ではない。ユーザーは、週に約 3日は出

会い系アプリを利用。実際に出会い系アプリ

を介してデートをしたことがある人はいるが、

デートの回数は少ない。出会い系アプリから

デートまで発展しているのは、1人あたり約

3回。79％のユーザーが、出会い系アプリか

ら少なくとも 1回はデートをし、交際関係ま

で発展した人は約 9％、結婚した人は約 2％。

利用料金について、約 7割のユーザーがマッ

チングアプリでのサブスクリプションを支

払っていない。

　ベトナムでは現地のアプリ、海外のアプ

リを含め、かなり多くの出会い系アプリが

市場に出回っているが、Facebook Dating
と Tinder は、過去半年間でユーザーが最も

頻繁に利用されているアプリだ。但し、こ

の 2つのアプリを利用している主な動機が異

なる点は興味深い。" ユーザー数の多さ " が
Tinder を利用する主な動機であるのに対し、

Facebook Dating は " ユーザーに関する正

確な情報 " が動機になっている。ベトナムで

も情報の正確性が問われていることが窺える。

　ベトナムの法律上で関連する唯一の規制

は、モバイルデバイス上のアプリに関するも

の程度で、オンラインでの出会い系ビジネス

についての規制や制限はない模様。但し、個

人情報のプライバシーへの不安や、ハッキン

グ・詐欺などに誘導しようとする悪質な利用

者への恐怖などが利用する上での懸念事項に

もなっている。ベトナムの同市場の更なる成

長はこれらの不安払拭にあるかもしれない。

B&Company 株式会社

ベトナム現地市場調査

東京・ハノイ・ホーチミン事務所

（%）

（%）
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（筆者撮影） サラワン県レクライ新知事 ( 左 ) と筆者

外国人のマンション所有を認可
ラオスで土地法が改正

　ラオス電力公社（EDL） のチャンタブーン

社長代理と中国南方電網 (China Southern 

Power Grid--CSG）の朱丹惟総経理は 9 月

1 日、EDL 送電社 (EDLT）の合弁設立契約

に署名した。EDLT は、ラオス・カンボジ

ア間ならびにラオス・中国間の電力網相互接

続プロジェクト、また既存の送電網を使用す

る権利を約 20 億米ドルで買い取る予定であ

る。

　9 月 7 日付けヴィエンチャンタイムズによ

ると、ラオス人民軍は、中国政府から 110

億キップ（約 12 万ドル）の資金提供を受け、

LAO SAT-1 号人工衛星を使用したラオス陸

軍テレビ「チャンネル 7」を開設した。この

プロジェクトにおける中国軍の支援は、昨年

行われたラオス人民軍の 70 周年を記念する

ものだ。

　ラオス官報ウェブサイトは、昨年改正した

土地法が、2020 年 8 月に施行されたことを

伝えている。この改正により、懸案となって

いた外国人または外国企業がマンションを

所有することができるようになった ( 第 132

条 )。外国人による私有地および国有地の土

地リースが 20 年から 30 年に、国有地のコ

ンセッションは 50 年に延長された。この改

正により、周辺諸国が経験したような不動産

市場の発展の起爆剤になると期待される。

　9 月 14 日付けヴィエンチャンタイムズ

は、サヤブリ警察が、2,000 万キープを超え

る偽造通貨を製造および使用して商品を購入

した 10 代の若者 3 人を逮捕したと報じた。

偽造通貨はコピー機で製造された簡易な仕様

だが、犯人の中に学生が含まれていたことに

社会は衝撃を受けている。

　ラオス南部のセコン県では、カムプイ・

ブッダヴィエン知事の後任としてレクライ・

シヴィライ氏が、サラワン県ではサワンケー

ト県ポーサイ・サイヤソーン副知事がそれぞ

れ県党書記長兼知事代理に任命された。今年

4 月に Dr. ヴィライヴォン・ブッダカム氏が

チャンパサック県知事に就任している。来年

開催される 5 年に一度の党大会を前に若返

り人事が地方で一足先に進められている。

　ADB は、食料価格の上昇と米ドルとタイ

バーツに対するキップの減価がインフレを押

し上げ、今年のインフレは 5.5％に達するも

のと予測した。ラオス統計局によれば、8 月

のインフレ率は前年比 5.8％で、7 月の 5.1％

からさらに上昇を示す。食品・飲料価格は、

前年比 9.9％。コメ価格 9.7％、豚肉 7.3％、

牛肉 11.2％、鶏肉は 9.2％、野菜 11.8％上

昇した。政府は、輸入の必要性を最小限に抑

えるために、国内生産の向上を推進している

が、簡単にいかないのがラオスの現状である。

　　ラオス計画投資大臣特別顧問

　　ラオスビジネス商業大学学長　鈴木基義
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１．COVID-19 患者数概況

　最大都市ヤンゴンを中心とする新型コロナ

の感染拡大は、依然として続いている。保健・

スポーツ省発表（10 月７日午後８時）によ

ると、国内の累計感染者数は 21,433 人（先

週比 8,060 人増）、累計死者数は 510 人（先

週比 200 人増）となった。回復者数は 6,084
人（2,329 人増）。この数字に基づく死亡率

は 2.4％で、世界全体での死亡率 2.9％と比

較すれば若干低い水準に止まっている。

　最新の病院別入院患者数は公表されていな

いが、ヤンゴンでは連日 800 人前後の患者

が確認されており、医療機関の窮迫は継続し

ているとみられる。全国の隔離者数は５日現

在で 43,509 人となり、先週からは 3,000 人

ほど減少した。

２．政府の対応状況

　急増する患者数に対応するため、政府は医

療機関および機材・人員の緊急手配に追われ

ている。検査体制の拡充も喫緊の課題だ。

　10 月上旬現在、国内での PCR 検査の実施

能力は１日あたり約 5,000 件と発表されてい

る。これに加えて、９月 29 日以降は新たに

抗原検査キットの運用が始まった。PCR 検

査では、検体のラボへの輸送を含め結果判定

に約３日を要するが、抗原検査キットであ

れば約 30 分で結果が出る。韓国からの寄贈

分を含む約 40 万セットの備蓄があるという。

アウンサンスーチー国家顧問は、定期的に国

営放送に出演し、国民に向けて状況の説明と

感染対策への協力を呼び掛けている。

３．経済の立て直しへの展望

　感染拡大は深刻な状況ながら、11 月８日

の総選挙まで残すところあと１か月となった。

甚大な影響を被った国内経済の立て直しに向

け、関係閣僚が今後の展望を示している。投

資・対外経済関係省のタウントゥン大臣は、

９月 27 日付の国営紙に「新型コロナ危機　

我々はより良く復興する」と題した論説を寄

稿し、政府のこれまでの取り組みと、今後の

中長期プランについて述べた。

４．経済復興の基本線は環境重視

　この論説で重要なのは、中長期の経済復興

プランにおいて持続可能性（サステイナビリ

ティ）、とりわけ自然環境との共存を重視す

ることが、改めて明言されたことである。こ

の方針に基づく事例として、３つの実践が挙

げられている。

　一つ目は、ティラワ SEZ に建設される

LNG 使用ガス火力発電所の独占開発権付与

だ。７月末に丸紅、住友商事、三井物産、お

よび地場のエデングループに対して発行され

た。二つ目は、太陽光発電施設の建設に向け

た迅速な国際入札プロセスの導入、そして三

つ目は、ヤンゴン川西岸で中国系企業が主導

していた新都心計画の見直しと、入札管理の

ためローランド・ベルガーを選定したことだ。

さらなる電子化が見込まれる今後の経済では、

電力の安定供給が重要な社会基盤となる。た

だし、中国への過度な依存を避けつつ、住民

の生活環境を保護するという課題も同時にク

リアしなければならない。総選挙で NLD が勝

利した場合、このような環境配慮を基本線と

した開発政策が維持されていくと考えられる。

　特約記者　石川和雅

中長期の経済復興プランでは環境への配慮を重視

Weekly Report

ミャンマー・企業編
Myanmar/Company
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　天然ガス生産国フィリピンが、初の液化

天然ガス（LNG）導入に向けて動き始めた。

同国エネルギー省は 9 月 23 日、同国最大の

発電会社ファーストジェン（FGEN）が推

進する LNG 導入プロジェクトに関して浮体

式 LNG 受入気化設備（FSRU）の建設を認

可した。ＦＧＥＮは今月中にも建設に向けた

取り組みをスタートさせ、早ければ 2022 年

７~ ９月に LNG の輸入を開始したいとして

いる。

　本件に関しては、東京ガス（9531）が

2018 年に FGEN との間で、LNG 受入基地

の建設・運営事業に関する共同開発契約を締

結。今月６日には相互協力契約を結び、東京

ガスは建設・運営費用の２割を負担すると発

表した。

　FSRU は LNG タンカーに再ガス化設備

を搭載し、桟橋などに係留して使用する。陸

上に本格的な LNG 受入基地を建設するより

も、環境負荷は小さく、短工期・低コストに

なるとされている。

　今回 FSRU を係留する場所はルソン島バ

タンガス港、首都マニラから南方 110km に

位置する工業港湾だ。沖合には同国が 1994

年に BG（当時＝現ロイヤル・ダッチ・シェ

ル）と提携して開発したマランパヤ海底ガス

田がある。この開発により国産天然ガスを燃

料とする火力発電所が整備され、今日では同

国の発電容量の約 2割を天然ガス火力が賄っ

ている。

　今年のフィリピン経済は新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により、５％程度のマイ

フィリピンがＬＮＧ導入へ
浮体式受入設備建設にゴーサイン

ナス成長になりそうだが、基本的には拡大基

調にあり、来年は６～７％台の成長が有力視

されている。増大するエネルギー需要を賄う

ため、政府は地球温暖化対策も視野に入れつ

つ、再生可能エネルギーの導入拡大を図ると

ともに、化石燃料の中で最も二酸化炭素排出

量が少ない天然ガス火力の拡充を促すと見ら

れる。

　同国の経済発展を支えてきたマランパヤガ

ス田だが、生産量はピークアウトしつつある。

既に、近い将来の枯渇化を見据えた LNG 導

入計画が目白押しとなっており、その先頭を

走るのが FGEN のプロジェクトだ。FGEN
はフィリピンの巨大財閥のひとつロペス財閥

の複合企業ファーストフィリピンホールディ

ングスコーポレーション（FPH）の発電子

会社で、同国の全天然ガス発電容量の 6割を

握る最大手だ。同社の他にも、浮体式ガス設

備で実績豊富な米国エクセラレートなど、3

グループが LNG 導入を目指しているという。

マランパヤガス田の生産量は LNG 換算約

300 万トン。当面は、生産量の減少を補いな

がら、新たな発電所へのガス供給を満たす受

入容量の FSRU が導入される見通し。その

後、本格的な陸上 LNG 受入基地の建設を目

指すと見られる。

　FSRU の建造には BW、GasLog、Hoegh
などといった LNG 輸送大手が関心を示して

いる。さらに、昨年 9 月、FGEN から陸上

基地を前提とした設計・調達・建設業務で指

名を受けた日揮（1963）も有力候補と見ら

れる。　　　　　　　　　　　　　　  (T.M)
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商標法に基づく登録申請に関する命令
第 1．はじめに

　商業省は 2020 年 8 月 28 日付けで商標法

に基づく登録申請に関する命令（以下「本命

令」という。）を発布した。本命令は、先使

用主義から先願主義へ移行する旨及び 10 月 1

日から優先出願が開始される旨規定している。

ミャンマーはマドリッド協定にも加盟してい

ないため、ミャンマーで出願しなければ商標

を保護することはできない。先に第三者に自

社の商標を取得されてしまった場合、奪回は

困難である。施行直後は出願が世界から殺到

することが予想されるため、優先出願中に対

応可能な企業は優先出願期間中に出願するこ

とが望ましい。以下、本命令の内容を紹介する。

第 2．本命令の内容

1．商標法第 93 条 (a) 項に規定される商標所

有者とは、商標法施行前に契約書等登記所に

おいて登記された商標所有者と、登記されて

いないが、連邦内市場において実際に使用さ

れている商標所有者をいう。

2．上記第 1 条に記載される商標所有者は、

商標法第 93 条 (b) 項規定の使用による優先

権を取得希望の場合は、2020 年 10 月 1 日
から商標登録申請の受付を正式に開始する日

までの期間に登録官に対して申請をしなけれ

ばならない。その期間内に申請し、規定の料

金を納入して、申請に関して必要とする基本

要件が満たされた者は、商標登録申請の受付

を正式に開始する日付を登録出願日として認

められることになる。

3．（a）第一の方法として商標所有者は、商

標登録申請の代理業務サービスを提供してい

る企業、会社及び法律事務所を通じて消費者

局より定められた電子的手段で申請すること

ができる。

（b）第二の方法として商標所有者は、自分で、

または第一の方法記載の代理業務認可所持 
者を通して消費者局より定められた電子的手

段で申請することができる。

（c）上記 (b) 項の手段で申請した商標所有者

は、(a) 項の手段で申請した商標所有者と同

じく商標法第 93 条 (b) 項規定の使用による

優先権が享受でき、(a) 項と (b) 項両方とも

同じ登録出願日が認められる。

4．申請の際は、今度商標権出願する標章と、

過去に契約書等登記所において登記した商標、

または、市場で実際に使用している商標とは、

同一でなければならないうえ、当該商標を使

用する商品または役務も同一でなければなら

ない。商品または役務をより増やして表示し

た場合でも、その増やした分のものは、検討

対象外となる。

5．商品または役務を表示する場合は、標章

登録のため商品及び役務の国際分類に基づい

て、詳細に表示しなければならない。

　以下、ＷＥＢサイトに掲載

TNY 国際法律事務所

共同代表弁護士　堤雄史

会社設立、合弁契約書及び雇用契約書等の各

種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登

記等のミャンマー法に関するサービスを提

供している。ミャンマー法令データベース

（http://www.myanmarlawdb.com/）事業も運

営している。

関連事務所として、タイ（TNY Legal Co., 

Ltd.）、マレーシア（TNY Consulting (Malaysia) 

SDN.BHD.）、大阪（弁護士法人プログレ・

TNY 国際法律事務所）、イスラエル（TNY 

Consulting (Israel) Co., Ltd.）、メキシコ（TNY 

LEGAL MEXICO CO LTD）がある。

http://tnygroup.biz/index.html

問い合わせ先：infom@tny-legal.com
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ＳＥＮＳＥＸは７日続伸
　前週末９日のアジア株式市場は、買いが優

勢だった。インド SENSEX 指数は７営業日

続伸。金融政策委員会で現状維持が決まると

ともに、流動性向上策を発表したことが好感

され、金融株などに買いが入り、指数を押し

上げた。ただ、連騰で短期的な過熱感が意識

されるほか、足元の相場をけん引してきた情

報通信株に利食い売りが出るなどし、伸び悩

んだ。このほか、マレーシア KLCI 指数は

続伸、フィリピン総合指数は反落、ベトナム

VN 指数は反発、ジャカルタ総合指数は５日

続伸、シンガポール ST 指数、タイ SET 指

数は５日ぶり反落。　　　　　　　　　　(X)

ペソが３年 11 カ月ぶり高値

　アセアン通貨の対米ドル相場は、週足ベー

スでほぼ全面高だった。フィリピンペソは３

週ぶりに反発。週末には１米ドル＝ 48.290
ペソと３年 11 カ月ぶりとなる高値まで上昇

した。シンガポールドルは８カ月半ぶりの高

値を付け、続伸。タイバーツとマレーシアリ

ンギット、インドネシアルピア、ベトナムド

ンもそれぞれ続伸した。一方で、ミャンマー

チャットは続落した。　　　　　　　　 (M)

■ 今週の予定 ■

【12 日】▽マレーシア・８月の鉱工業生産▽

インド・９月の消費者物価、９月の鉱工業生

産【13 日】▽中国・９月の貿易収支▽イン

ドネシア・金融政策会合▽タイ・休日（ラー

マ９世国王記念日）【14 日】▽インド・９

月の卸売物価▽韓国・金融政策会合【15 日】

▽中国・９月の消費者物価、９月の生産者物

価▽インドネシア・９月の貿易収支▽インド・

９月の貿易収支▽フィリピン・８月の海外在

留労働者からの送金【16 日】▽韓国・９月

の失業率

◎先週の ASEAN市場◎
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