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香港のＥＣ市場を掘り起こせ
オフラインに勝る利便性の提供が鍵
香港では商品を手に取って購入する人が多い。至る所にショッピングモールが立ち並ぶ香港は買い物が非
常に便利だからだ。逆にインターネットで購入すると、配送費がかかり、実店舗で購入する方が安い面も
ある。しかし、高いインターネットの普及率が追い風となり、電子商取引（ＥＣ）のユーザー数が全人口
に占める割合は10年前の５倍と、市場は確実に成長している。先月には日本のインターネット通販最大
手、楽天も事務所を開設し、市場の開拓を急ぐ。香港のＥＣ市場拡大の可能性を探った。【畠沢優子】

　米決済サービス会社ペ
イパルによると、香港のモ
バイルショッピングも合
わせたＥＣ市場規模は
2011年の 163 億 HKドル
（約2,144億円）から、12
年は35％増の220億HKド

ルに拡大した。モバイル利用者の増加で、15年には372
億HKドルに達すると予想されている。
　追い風となっているのは日本をしのぐ高いインター
ネット普及率だ。香港政府統計処によると、香港の個人
用ＰＣによるインターネット接続の世帯普及率は、03年
の60％から13年の79.9％へと拡大。ブロードバンドの
世帯普及率は13年10月時点で83.3％と日本（73.8％、
12年末）よりも高い水準にある。
　ＥＣのためにインターネットを利用する人は44.5％
と決して高い水準ではないものの、全人口に占めるＥＣ
利用者の割合（15歳以上）は12年時点で24.4％と、10
年前から約５倍に拡大した。　

　ただ、小売売上高に占めるインターネットショッピン
グの割合は12年時点で、全体のわずか４％程度にとど

まっているのが現状だ。
　

大きなプレーヤーが不在
　
　ＥＣが市場に浸透していくには魅力ある商材を提供
し、使い勝手の良いサービスを提供するプレーヤーの存
在が必要だ。
　先月、ＥＣマーケティングを手掛ける事務所を新界・
火炭に構えた楽天香港の寺尾忠久ディレクター兼ジェ
ネラルマネジャー（ＧＭ）は「香港は経済が発達してい
る割に、ＥＣは遅れている」と語る。香港で存在感が大
きい中国本土大手ＥＣ、アリババ傘下の淘宝網（タオバ
オ）が香港向けのサイトを立ち上げたのは昨年５月。ヤ
フーが香港向けのＥＣサイトを強化し始めたのも昨年
６月と、ともにこの約１年でやっと本腰を入れ始めたと
ころ。それ以外はファッション、グルメなど特定分野の
展開で、まだ大きなプレーヤーはいない状況だ。
　例えば、スニーカーを購入しようとＥＣを検索してみ
るが、サイトには５件か６件しか出てこない。ならば、
お店を回るのは大変だが自分で手に取って買う方が良
い。それゆえオフラインが強い。もし、豊富な商材の中
から自分の希望する色・サイズ・ブランドなどの条件で
検索をかけていき、欲しいものに行き着けば、自ずとそ
ちらに流れていく。寺尾ディレクター兼ＧＭは、「香港
でそこが提供できているＥＣはまだいない」と話す。
　日本貿易振興機構（ジェトロ）香港事務所の小野村拓
志所長も、「香港のＥＣ市場は発展途上」と指摘する。
現在、香港のＥＣ展開は２通りある。１つは実店舗への
誘導ツールとしてＥＣを利用している小売業者。ＥＣサ
イトはあくまでも、新商品を展示する場の１つであり、
実店舗での買い物に呼び込むことが狙いだ。
　２つ目は海外からの直販を展開するＥＣ業者。商品輸
入などの貿易ノウハウをどれだけ持っているかが展開
していく上で大事になってくる。「今、日本のＥＣ事業
者からの問い合わせが増えている。これからＥＣ市場の
発展も加速していくのではないか」と、小野村所長は予

2014年（平成26年）5月19日（月） The Daily NNA香港＆華南版【Hong Kong & South China Edition】　第04629号［1］

【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



測する。
　

日本の豊富な商材が武器
　
　海外からの直販を強みとする楽天は、事務所開設を契
機に今後、香港に特化したマーケットの取り組みを強化
していく考えだ。
　同社は08年から海外向け販売サイト「楽天グローバ
ルマーケット」を展開し、香港にも日本の商材を提供し
てきた。13年１月には日本の水産物や果物を香港へ直送
する期間限定キャンペーン「品食日本」も実施している。
　寺尾ディレクター兼ＧＭよると、生鮮食品の売上げは
伸びてはいるが、全体の割合では高くない。香港ユーザ
ーに一番人気があるのはやはりレディースファッショ
ンやアクセサリー。クロスボーダーで購入するので、ユ
ーザーの年齢や性別でさまざまなニーズがある。年配の
男性ならゴルフクラブや日本酒、30代、40代の女性な
らブランド物に人気が集まっている。
　香港人の購買意欲は日本人に比べて高く、彼らは日本
のモノが好きだ。土地柄、海外の商品を買うことにも慣
れており、オフラインでみても良いモノにはお金を使
う。このため、楽天はファッション、アクセサリーから
食材まで合計1,300万点以上という豊富な日本の商材
を武器に、ローカルメディアに対するアプローチを強化
し、まずは認知度向上を狙う。
　香港ではタオバオの認知度が高いが、同社は日本の良
い商材をユーザーに届けるというところで差別化を図
る考え。タオバオ香港は中国の商材をお手頃な値段で買
うのに適しており、「直接の競合ではない」（寺尾ディレ
クター兼ＧＭ）。香港人は、安いモノを買う時にはタオ
バオ、良いモノは海外サイトなどと使い分けをしている
と分析する。　

　

送料の低減に挑む
　
　楽天が香港に直接拠点を構えたもう１つの目的は、送
料の壁をなくすこと。現在、香港ユーザーが楽天グロー
バルマーケットで商品を購入する場合、個人輸入の形を
とるため、商品によっては送料の方が高くついたり、各

商品ごとに送料が発生し、割高になることがある。商品
の出店者、ユーザーそれぞれにとっても負担となる。そ
こで、楽天香港では将来的に、香港に倉庫を構え、バル
クで日本から発送したり、中国製のモノは香港に直接運
ぶ、または売れ筋商品はすぐに発送できるように置いて
おくなど送料を抑えることも計画している。
　

ドアｔｏドアに壁
　
　小野村所長によると、ＥＣ活性化の大きな課題は物流
にある。香港のマンションはセキュリティーが厳しく、
各々の家まで運ぶことが簡単ではない。ドアｔｏドア
（荷物引受先から配送指定先まで）の配送がうまくいっ
ていなかったことが、これまで香港でＥＣが発展しなか
った要因の１つだという。
　そんな中、ヤマトホールディングス傘下の香港ヤマト
運輸が奮闘している。香港ヤマト運輸は11年２月の開
業からクール宅急便という他社にはないサービスを武
器に、市場を開拓してきた。13年度のクール宅急便実績
は、前年比で約160％増の伸びを示すなど、着実に実績
を積んでいる。それでも、「香港の個人向け配達の生産
性は日本より劣る」と香港ヤマト運輸の八幡健社長は語
る。ドアｔｏドアが難しいからだ。「セールスドライバ
ーが不在連絡票をポストに入れても、お客様には伝わら
ないことが多い」（八幡社長）。香港ヤマト運輸では、個
人に配達する場合、事前に電話で連絡をいれて訪問する
など、セールスドライバーの顧客への対応の仕方も重視
してきた。
　

女性の配達員も
　
　今後ＥＣが拡大していくには、時間帯指定や夜間配達
など細かいニーズに対応していくことも求められる。同
業他社ではＥＣ配送には料金を加算したり、週末配送に
対応しない企業もあるが、「他社が嫌がる分野に取り組
んでいきたい」と逆に、週末こそ荷物に対するセールス
ドライバーの配置を厚くしている。現在、香港市内に集
配拠点を４カ所設けているが、将来的には拠点数を今の
倍以上にすることが目標だ。拠点の増設で、セールスド
ライバーと顧客の距離を近くし、顧客により良いサービ
スを届けていくことが狙いだ。
　同社には現在、セールスドライバーが計150人在籍し
ているが、うち２人が女性。日本では女性のセールスド
ライバーの活躍が目覚ましいが、香港ではまだ希少。「女
性が配達した方が、お客様に安心感を与える。女性が働
きやすい環境を整え、女性の雇用を促進したい。ＥＣの
発展と共に拡大する個人宅配業務に、女性の力を活用し
ていきたい」と八幡社長は意気込む。課題は社員の定着
率だが、開業当初からの社員もいる。「彼らが他の従業
員の手本になっていってほしい」と同社は、人事制度の
仕組み作りや社内レクリエーションに力を入れるなど、
人材留保にも取り組んでいる。
　ＥＣ業者と物流業者が一体となり、サービス品質の向
上に取り組み、オフラインに負けないサービスをユーザ
ーに提供していくことが、ＥＣ発展の鍵となっていくだ
ろう。

2014年（平成26年）5月19日（月）［2］The Daily NNA香港＆華南版【Hong Kong & South China Edition】　第04629号

【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



NEWS HEADLINES

【商業】香港のＥＣ市場を掘り起こせ                  1
【商業】ワトソンズ、ＥＣ強化に4.7億HKドル            3
【商業】利豊、ブランド部門の分離上場を申請          4

【経済】ＧＤＰ成長率、１～３月は2.5％に減速          4

【経済】予算成立めど立たず、公務員の給与遅配も       4

【金融】上場幹事の新規制導入から上場申請82件         5

【金融】小反落、週間ベースでは大幅高＝香港株式       5

【運輸】４月の空港統計、イースター休暇で好調        5

【運輸】高速鉄道工事で調査委、トップに裁判官任命     6

【観光】ベトナム渡航警報「赤」に、ツアー中止        6

【観光】ウィン、日本進出に向け数社と交渉            6

【社会】コーヒー党の新鴻基会長、公判中は紅茶党に     6

【労働】職工盟、最低時給38HKドルを提案              7

【社会】英国の名門芸術大学、香港でＭＡコース開設へ   7
【経済】ニュースＰＩＣＫ　ＵＰ                     7

【経済】広東省の貿易額、１～４月は23.5％減           8

【社会】恵州・深センで豪雨、土砂災害で不明者も       8

【ＩＴ】光韵達、医療用３Ｄプリンターで提携          8

【車両】ＢＹＤ、西安銀行と自動車金融会社設立へ       9

その他の中国ニュース
【経済】日中が閣僚会談、茂木経産相と高商務相        9

【経済】上海市で19～21日に交通規制、首脳会議で       9

【経済】日本の対中投資、１～４月も47％減           10

【公益】本土の４月電気消費量、4.6％増に鈍化         10

【経済】北京、汚染300社に10月末までの移転促す       10

【商業】アリババ、仏政府と調印＝中国でのＥＣ支援    11
【商業】米アマゾン、上海の生鮮ＥＣ企業に出資       11

【食品】北朝鮮へ小麦粉輸出が急減、遼寧省丹東市      11

【車両】北京のレンタカー増加枠、上期は全てＥＶに    11
特集
【ビジネス講座】加工貿易貨物監督管理弁法の改定      13

マーケット情報、その他
商品市況                                         14

クロスレート                                     14

マーケット情報　為替と株式                        15

各地のコラム                                     16

元プロテニスプレーヤーのマイ
ケル・チャンさん（右）が、香港
の若手選手を激励＝17日、香港
（新華社）

　
「
中
国
人
に
恨
み
は
な
い
が
悪

い
の
は
中
国
」
―
―
広
州
留
学
時

代
に
知
り
合
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
人
は
、

同
国
の
反
中
デ
モ
に
つ
い
て
尋
ね

る
と
、
こ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送

っ
て
き
た
。

　
ベ
ト
ナ
ム
で
は
か
な
り
の
富
裕

層
で
あ
る
彼
は
、
妻
に
子
育
て
と

経
営
す
る
会
社
を
押
し
付
け
、
か

れ
こ
れ
４
年
以
上
も
留
学
し
続
け

て
い
る
。「
子
育
て
と
会
社
経
営
か

ら
離
れ
て
遊
び
続
け
た
い
」
と
公

言
す
る
あ
る
意
味
ち
ゃ
ら
ん
ぽ
ら

ん
な
男
だ
が
、
そ
の
彼
を
し
て
も

対
中
強
硬
論
と
は
驚
い
た
。
一
方
、

中
国
人
の
友
人
に
尋
ね
る
と
「
中

国
は
当
然
の
こ
と
を
し
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
人
が
怒
っ
て
い
る
理
由

が
分
か
ら
な
い
」
と
困
惑
し
た
様

子
だ
っ
た
。

　
現
地
で
中
国
人
が
死
亡
が
し
た

と
の
報
道
も
あ
り
、
抜
か
れ
た
剣

で
傷
付
く
の
は
や
は
り
市
井
の
人

々
か
。
進
出
の
日
系
企
業
や
香
港

系
企
業
に
も
被
害
が
出
た
と
い
う
。

そ
れ
ぞ
れ
が
相
容
れ
な
い
正
義
を

振
り
か
ざ
し
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
と

中
国
。
事
態
の
平
和
的
解
決
を
み

る
の
は
い
つ
の
日
か
。（
雨
）

【香港－商業】

ワトソンズ、ＥＣ強化に4.7億HKドル
　李嘉誠会長率いるコングロマリット、ハチソン・ワン
ポア傘下で、ドラッグストア「ワトソンズ（屈臣氏）」
などを運営する流通大手ＡＳワトソングループが、今後
３年で少なくとも４億6,800万HKドル（約61億2,900
万円）を投じて電子商取引（ＥＣ）分野を強化する。ワ
トソンズの会員制度やソーシャルネットワークサービ
スによって顧客管理を強化するほか、スマートフォン
（多機能携帯電話）やタブレット端末のアプリケーショ
ンを通じたＥＣプラットホームを確立する。17日付大公
報などが伝えた。
　ワトソンズは今年、香港でＥＣ向けアプリケーション
「iWatsons」をリリース。これまでのダウンロード件数
は７万件に達している。
　また中国本土ではショッピングサイト「天猫
（Tmall.com）」、「京東商城（JD.com）」、アマゾンにワト

ソンズの旗艦店を出店した。
　ＡＳワトソングループの黎啓明・執行取締役は「ＥＣ
顧客の消費額は実店舗の顧客より多い」と指摘した上で
「ＥＣプラットホームは今後の販売額をさらに押し上げ
る」と強調した。
　

長実・ハチソン株の分割検討
　
　李嘉誠会長は16日、長江実業とハチソン・ワンポア
の株主総会後の記者会見で「長実とハチソン株の分割を
検討する」と述べた。
　李会長は、株主総会の席で少数株主から「株価が上昇
しすぎており、新たな投資家が購入しにくいと指摘を受
けた」と説明した上で「あくまで検討だ」と強調した。
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【香港－商業】

利豊、ブランド部門の分離上場を申請
　地場商社最大手の利豊（リー＆フォン）は15日、ブ
ランド部門の利標品牌（グローバル・ブランズ・グルー
プ）の分離上場を香港取引所（ＨＫＥＸ）に申請したと
発表した。
　上場は新株発行や資金調達を伴わない、イントロダク
ション方式を採用する。
　16日付信報によると、利豊の馮国綸（ウィリアム・フ

ォン）会長は「２～３カ月以内に上場が可能だ」との認
識を示した。
　一方、ベトナムでの反中暴動による影響について、馮
会長はベトナムのサプライヤーは操業を全面的に中断
したが、出荷のピーク期は６～７月なので、現時点では
発注分への影響は小さいとの見方を示した。

【香港－経済】

ＧＤＰ成長率、１～３月は2.5％に減速
　香港政府は16日、今年第１四半期（１～３月）の域
内総生産（ＧＤＰ、速報値）が実質で前年同期比2.5％
増だったと発表した。輸出が伸び悩み、前期の2.9％（改
定値）から減速した。ただ今後は先進国経済の回復が期
待できるとして、今年通年の実質ＧＤＰ成長率は当初予
測の３～４％のまま据え置いた。

　前期比では0.2％増で、前期の0.9％から鈍化した。
　第１四半期は財貨（モノ）輸出が前年同期比0.5％増
にとどまった。３月に入り回復基調が鮮明になったもの
の、前半に主要先進国市場が大幅に落ち込んだことをカ
バーできなかった。サービス輸出も3.1％の増加にとど
まった。貿易関連や運輸サービスの不調が足かせとなっ
た。
　内需は安定して伸びた。比較対象となる前年同期の数
値が高かったものの、民間消費は2.0％増加。投資支出
は住宅建設などがけん引し3.0％伸びた。労働市場も依
然、完全雇用の状態が続いており、失業率は3.1％と過
去16年来の低水準まで下がった。
　今年の展望については、米国の主要経済指標が好転し
ている上、ユーロ圏経済も徐々に回復していることか

ら、先進国経済は徐々に伸びるだろうと予測。外部環境
の好転とアジア向け輸出の拡大、中国本土経済の安定推
移などが、香港の輸出を支えるとの見方を示した。た
だ、外部環境には依然として不安定要素が多く、注視す
る必要があるとしている。
　内需は、大手企業の運営状況が良好な上、インフラ工
事が進んでいることが主要原動力になると予測。雇用情
勢や収入状況も良く、消費市場にプラスの影響をもたら
すとした。ただこれまで急速に内需が拡大してきた分、
今後はその伸びが緩やかになるとの見方を示している。

　

【香港－経済】

予算成立めど立たず、公務員の給与遅配も
　香港政府の2014/15年度（14年４月～15年３月）予
算案が立法会で議員らによる審議引き延ばしに遭い、成
立の見通しが立たず、このままでは公務員への６月分の
給与支払いが滞る可能性も出てきた。16日付星島日報な
どが伝えた。
　曽俊華（ジョン・ツァン）財政長官は、当面の財源不
足に対応するため、公立病院を管轄する医院管理局（病
院管理局）、大学教育資金補助委員会が補助金を給付し
ている高等教育機関、立法会行政管理委員会に対する６

月分の予算配分を凍結し、51億HKドル（約667億円）
の資金を確保することを決めた。ただ、凍結分では政府
全体の歳出の１週間分も賄えない。
　曽財政長官は「百害あって一利ない審議引き延ばしを
やめるべきだ」と議員らに呼び掛けた。
　これに関連し、立法会の曽ギョク成（ジャスパー・ツ
ァン、ギョク＝かねへんに玉）議長は、各会派の議員と
相次いで会合を持ち、６月４日までに予算案審議を終え
るよう求めた。
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【香港－金融】

上場幹事の新規制導入から上場申請82件
　香港取引所（ＨＫＥＸ）はこのほど、上場スポンサー
（幹事証券）に対する新規制が施行された昨年10月１日
から今年４月末までの期間に、傘下の香港証券取引所
（ＳＥＨＫ）が受け取った上場申請は82件だったと明ら
かにした。申請の差し戻しは９件あった。
　新規制の導入後、審査期間の中央値は133日から59
日に、当局によるコメントの平均件数は申請１件につき
155件から53件にそれぞれ減少した。

　昨年10月１日から今年４月末までに、ＳＥＨＫが証
券会社から受け取った上場スポンサーに指名されたこ
とを届け出る通知書は計181件となった。
　また、本格的な審査に向け上場書類の暫定版が受理さ
れた段階で情報開示サイト「披露易（ＨＫＥＸニュー
ス）」への掲載を義務付ける新規定が４月１日に導入さ
れ、同月中に４件が披露易に掲載された。

【香港－金融】

小反落、週間ベースでは大幅高＝香港株式
　16日の香港株式市場は小反落。金融株や不動産株が調
整した。ただ、週間ベースでは3.9％高と、2013年９月
以来、約８カ月ぶりの大幅上昇となった。
　ハンセン指数の終値は前日比 17.95ポイント
（0.08％）安の22712.91。売買代金の概算は483億8,000
万HKドルだった。
　ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）は15.89ポイン

ト（0.16％）安の9955.35。
　不動産開発の緑城中国（グリーンタウン・チャイナ）
が2.8％上昇。同業の融創中国控股がグリーンタウンに
資本参加する方向で協議していると発表した。融創中国
は6.5％安。
　他の不動産株は利食い売りで下落。中国海外発展（チ
ャイナオーバーシーズランド）が1.7％安。【ロイター】

【香港－運輸】

４月の空港統計、イースター休暇で好調
　香港空港管理局（ＡＡＨＫ）が18日発表した香港国
際空港（チェクラプコク空港）の４月の旅客数は、前年
同月比9.5％増の537万8,000人（延べ人数、以下同じ）
だった。貨物取扱量は、6.0％増の36万2,000トンで、
前月の２桁台の増加から伸び率は縮小した。航空機の発
着回数は7.0％増の延べ３万2,700回。数値はいずれも
速報値。
　旅客数は香港から出発する旅客が30％と激増したほ
か、台湾や中国本土、日本からの旅客もそれぞれ大幅増
となった。
　貨物取扱量は、積み替え貨物が18％と大幅に伸びた。
また、本土向けの伸びが顕著だった。
　１～４月の旅客数は前年同期比6.4％増の2,040万人
に達した。また、貨物取扱量は5.6％増の140万トン、
航空機の発着回数は6.3％増の12万6,595回だった。
　ＡＡＨＫの許漢忠（スタンレー・ホイ）最高経営責任
者（ＣＥＯ）は、「復活祭（イースター）休暇の影響も

あり、旅客数と貨物取扱量ともに増加が見られた。ま
た、４日間のイースター休暇では、１日平均約19 万
2,000人が利用し、前年同期より3.5％増加した。世界
経済が回復に伴い、今年は顕著な伸びが期待できる。航
空便が混雑する中で、我々は世界レベルのサービスが提
供できるよう、努力しなければならない」と述べた。　

2014年（平成26年）5月19日（月） The Daily NNA香港＆華南版【Hong Kong & South China Edition】　第04629号［5］

【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

http://news.nna.jp/free/pr_kiji/140501_nna/


【香港－運輸】

高速鉄道工事で調査委、トップに裁判官任命
　香港、深セン、広州を結ぶ広深港高速鉄道の工事遅延
問題について、香港政府の林鄭月娥（キャリー・ラム）
政務長官は16日、行政長官代行として、同問題を調査
する独立専門委員会の委員長に終審法院（最高裁判所）
のマイケル・ハートマン非常任裁判官を任命したと発表
した。
　同委の委員にはほかに、英国政府の首席建設顧問を務
めるピーター・ハンスフォード氏と、米マサチューセッ

ツ工科大学土木・環境工学科のアンドリュー・ウィトル
教授が選ばれた。
　同委は、香港鉄路公司（ＭＴＲＣ）のプロジェクト管
理や政府の監視体制などの仕組みを見直すほか、組織上
の問題などを特定し勧告する。林政務長官は、「個人の
行動に関連した問題を見つけた場合には、それらについ
ても報告するのではないかと思う」と述べた。同委は11
月までに報告書を完成させる見込み。

【香港－観光】

ベトナム渡航警報「赤」に、ツアー中止
　香港政府保安局は15日、反中暴動が激化しているベ
トナムへの渡航情報を３段階のうち最も低い段階の「黄
色」から１段階引き上げ、日程の再検討や不要不急の渡
航延期を求める「赤」とした。
　保安局は「現地では複数の地区で大規模デモや暴力的
な襲撃が起きている」とし、現地に滞在している香港人
に対しては、情勢に注意を、警戒を高めるとともに、デ
モや多くの人が集まる場所を避けるよう呼び掛けた。
　官営放送ＲＴＨＫによると、香港旅行業議会（ＴＩ
Ｃ）は16日、今月26日までに出発予定のベトナムへの
ツアー45件の取りやめを決定した。影響を受ける旅行
客は約1,000人で、対象者は旅行代金を半年間預けたま
まにし、改めて出発日を決めるか、払い戻しかいずれか
を選択できる。

　また、現地には現在、香港から14件のツアーで350
人が滞在しており、旅行を継続する予定だ。
　

キャセイが臨時帰国便
　
　17日付明報によると、航空大手のキャセイパシフィッ
ク航空は16日からベトナム・ホーチミン市から香港へ
戻る臨時帰国便のチケット販売を開始した。
　キャセイ航空は反中デモの発生以降、ホーチミン～香
港便に大型機材を投入して座席数の増加を図っている
ほか、５月16日～23日のハノイ、ホーチミン～香港便
については、予約の変更手数料やキャンセル手数料を徴
収しないと発表している。

【マカオ－観光】

ウィン、日本進出に向け数社と交渉
　カジノ運営大手、米ウィン・リゾーツのスティーブ
ン・ウィン会長は15日、マカオの子会社、ウィン・マ
カオの定時株主総会に出席し、日本進出に向け、日本企
業数社と交渉を進めていることを明らかにした。16日付
マカオ日報が伝えた。
　ウィン会長は、日本でのカジノ解禁の行方について、
「５～６月に行われる国会審議の結果を待っている。当
局は（カジノ解禁）法案の成立にこれまでよりも積極的

だが、可決されるかどうかはまだ分からない」と述べた。
　一方、ウィン会長はマカオ市場について、５年以内に
マカオと珠海市の横琴地区が世界でもトップクラスの
訪問客数を誇る観光地に浮上するとの見方を示した。
　コタイ地区でのカジノリゾート建設事業については、
計画通りに2016年の春節（旧正月）の開業を見込んで
いるとし、第２期の設計図面をマカオ政府に既に提出し
たと説明した。

コーヒー党の新鴻基会長、公判中は紅茶党に
　贈収賄事件の公判で香
港高等裁判所に通う日々
が続く大手デベロッパ
ー・新鴻基地産発展（サ
ンフンカイ・プロパティ
ーズ）の郭炳江（トーマ
ス・クォック）共同会長。

毎朝コーヒーを飲むのが日課だったそうだが、高裁の
食堂で出されるコーヒーが口に合わず、代わりに香港
式ミルクティーを飲むようになったそうだ。

　この食堂のミルクティーは非常に人気があるそうで、
郭炳江氏は公判が始まって以来毎日、アシスタントに
この食堂のミルクティーを買わせているという。だが、
公判が長引く場合には、コーヒーを持参することも検
討するつもりだとか。
　この贈収賄事件では、郭炳江被告をはじめ、もう１
人の共同会長である弟の郭炳聯（レイモンド・クォッ
ク）被告や元香港政府政務長官の許仕仁（ラファエル・
ホイ）被告など計５人が起訴されている。16日付スタ
ンダードが伝えた。
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【香港－労働】

職工盟、最低時給38HKドルを提案
　民主派労働団体の香港職工会連盟（職工盟＝ＨＫＣＴ
Ｕ）は17日、現在１時間当たり30HKドル（約392円）
に設定されている最低賃金について、同38HKドルへの
引き上げを求めていくと発表した。また最低賃金の見直
しについても、現行の２年に１回から１年に１回に短縮
すべきだと主張している。18日付明報が伝えた。
　立法会議員で、職工盟書記長を務める李卓人氏は、「１
カ月に26日間、１日平均８時間働いて、３人世帯が食
べて行ける最低の数字だ」と説明する。また最低賃金見

直し期間の短縮については「物価上場に追いつくために
必要だ」と強調した。
　香港の最低賃金は来年５月に見直される予定で、現在
は行政長官の諮問機関である最低賃金委員会が、現行か
ら6.7～10％上昇の同32～33HKドルに引き上げる方向
で検討を進めているとされる。
　労働者団体の香港工会聯合会（工聯会）は１時間当た
り39.7HKドルへの引き上げを求めているほか、職工盟
と同様に１年に１度の見直しを提案している。

【香港－社会】

英国の名門芸術大学、香港でＭＡコース開設へ
　英国の名門、ロンドン芸術大学が香港大学専業進修学
院（HKU・SPACE）と修士課程を開設する計画を立ててい
る。2017年に開業する香港政府が国際文化芸術ハブとし
て建設計画を進める「西九龍文化娯楽区（西九文化区）」
で芸術のマネージメントができる人材が必要となるた
めだ。サウスチャイナ・モーニングポストが伝えた。
　ロンドン芸術大学の関係者は、「１年以内に香港に芸
術のキュレーションやマネージメントする学部を設け

る」とし、「西九龍文化娯楽区では関連する教育に対し
て才能や創造力がある人材が必要とされる」と話した。
　香港大学専業進修学院人文学科・法律学院の陳永華教
授は、「国際文化芸術ハブとして、早急に関連教育の必
要性が高まっている」と強調する。また、同学院の広報
によると、「芸術以外にも、１、２年後にはメディアや
文化の修士課程開設も検討している」と話した。

ニュースＰＩＣＫ　ＵＰ
　16日付
　～香港～
　（香港経済日報）
　◆米ブランドの粉ミルク、５地域で不足鮮明
　（香港商報）
　◆若年層の飲酒量が増加
　（信報）
　◆ＰＣＣＷのＣＳＬ買収、リストラ計画はない
　（星島日報）
　◆ＴＶＢ、通信キャリアとＷ杯のスマホアプリ
　～マカオ～
　（マカオ日報）
　◆外貨準備高、４月は6.6％減
　17日付
　～香港～
　（香港商報）
　◆予算成立引き伸ばし、低所得層に影響も
　（大公報）
　◆公務員給与、3.8～5.96％上昇

　（香港経済日報）
　◆ランタオ島、100万人居住都市へ
　（サウスチャイナ・モーニングポスト）
　◆ＩＰＯの中国北車、公募価格は下限で決定か
　～マカオ～
　（マカオ日報）
　◆珠海市が粉ミルク運び屋対策強化
　18日付
　～香港～
　（香港商報）
　◆今年度は2,500人増員を計画、香港政府
　（明報）
　◆城市大講義で六四批判の芸術家、暴行受ける
　（東方日報）
　◆広州白雲空港、雷雨で100便が遅延
　～マカオ～
　（マカオ日報）
　◆横琴新区、澳・粤弁護士の事務所共同経営開放か
　◆マカオ航空、月末までのベト便キャンセル受付
　（当欄では香港・マカオ主要メディアに掲載された
主なニュースの記事の見出しなどを紹介しています）
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【広東－経済】

広東省の貿易額、１～４月は23.5％減
　中国税関総署広東分署によると、広東省の１～４月の
貿易額は前年同期比23.5％減の１兆8,810億元（約30
兆6,000億円）で、下落幅は第１四半期（１～３月）か
ら1.7ポイント縮小した。このうち輸出は21.1％減の１
兆958億元、輸入は26.6％減の7,852億3,000万元で、
貿易黒字は3,105億7,000万元だった。南方日報などが
伝えた。
　貿易相手先では、欧州連合（ＥＵ）との貿易額は9.8％
増と前年同期を上回ったものの、その他の国・地域では

軒並み前年同期を下回った。特に香港、台湾との貿易額
の下落幅は40％を超えている。
　輸出額を製品別にみると、機械・電機製品が23.4％減
の7,529億2,000万元、ハイテク製品（機械・電機製品
と一部重複）が35.9％減の3,997億1,000万元だった。
　４月単月の貿易額は18.7％減の5,199億3,000万元。
うち、輸出は17.4％減の3,017億6,000万元、輸入は
20.6％減の2,181億7,000万元。

【広東－社会】

恵州・深センで豪雨、土砂災害で不明者も
　広東省の珠江デルタ、省東部、北部は17日早朝から
豪雨に見舞われ、省内の気象観測所のうち62カ所で100
ミリ以上を記録した。珠江デルタの恵州市大亜湾地区と
深セン市田頭地区では377.9ミリと274.6ミリの猛烈
な豪雨となった。18日付新快報などが伝えた。
　広州市は17日、日中の好天が一転し、午後５時ごろ
から大雨となり、同市気象台が豪雨では３段階で３番目
の「黄色警報」、雷雨大風では４段階で４番目の「青色
大風警報」をそれぞれ発令した。
　広州市の白雲国際空港では、１時間以上の遅延が108
便、欠航が48便に上った。また、広州市内では多くの
地区で道路が冠水し、路線バスの運行に支障が出た。天
河区の竜口西路と天河北路の交差点付近では場所によ
り水の深さが50センチにもなり、自動車が徐行運転を
迫られた。

　深セン市坪山新区太陽村では17日未明、土石流が起
き、小川沿いに建つ平屋の家屋４棟が倒壊し、妊娠中の
女性１人（21）が行方不明になった。現場から約50メ
ートル離れたアパート２棟も土石流で基礎がむき出し
となり、地元行政機関が使用禁止にした。
　恵州市大亜湾地区でも17日未明から豪雨となり、市
気象局は豪雨では３段階で最高の「赤色警報」を発令。
場所により雨量は428ミリに達した。市街地の大部分が
大人の胸の高さまで冠水し、住民の多くが高い場所など
に避難した。また、消防隊がゴムボートを出し、建物内
に取り残された市民を救出した。
　広東省気象台は17日夜から20日に掛け、大雨が降
り、ところにより雷や強風を伴う恐れがあるとして注意
を呼び掛けている。

【深セン－ＩＴ】

光韵達、医療用３Ｄプリンターで提携
　深セン上場で、レーザー加工などを手掛ける深セン光
韵達光電科技股フン（深セン市、光韵達）は15日、上
海晟ヨウ信息科技（ヨウ＝ひへんに華、上海市）、上海
交通大学の王成トウ（トウ＝壽の下にれんが）教授と医
療分野向け３Ｄプリンターの開発で協力することで合
意した。
　上海晟ヨウは、上海交通大学の関連研究所と共同で、
各種医療機関に対しデジタル医療映像や３Ｄプリント
技術を使ったサービスを提供している。提供先は全国の
病院100カ所、応用事例は約7,000件に上る。王教授
は、臨床デジタル技術の学術面をリードしている。

　光韵達は３Ｄプリンターの製造と市場開拓、上海晟ヨ
ウは医療分野向け３Ｄプリンターのソフト、ハードの両
面で新製品の技術開発を担当する。王教授は、事業全体
の調整や、技術者の指導に当たる。大智慧阿思達克通訊
社によると、業界関係者は「３Ｄプリンター産業の中
で、医療分野向けの応用は粗利益率が高く、世界的なメ
ーカーによる参入が続いている」と指摘した。
　３Ｄプリンターメーカーの米ストラタティスは13日、
歯科用の製品２タイプを発表。別の大手、米３Ｄシステ
ムズは、医療分野の売上高が第１四半期は前年同期比
53％増の2,170万米ドル（約22億円）に上った。
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【深セン－車両】

ＢＹＤ、西安銀行と自動車金融会社設立へ
　深セン上場の電池・自動車メーカー、比亜迪（深セン
市、ＢＹＤ）は17日、西安銀行（陝西省西安市）と自
動車金融会社、比亜迪汽車金融を設立することで合意し
たと発表した。
　資本金５億元（約81億円）。比亜迪が80％の４億元、

西安銀行が20％の１億元をそれぞれ出資する。
　比亜迪は、自動車金融会社の設立により、自動車購入
用資金など販売店と消費者の資金需要を満たすことで、
車の販売拡大を後押しする考え。同社製自動車のシェア
拡大と、事業の健全な発展を促すものとみられる。

【中国－経済】

日中が閣僚会談、茂木経産相と高商務相
　【青島共同】茂木敏充経済産業相は17日、中国山東
省青島で開幕したアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥ
Ｃ）貿易相会合の際に、中国の高虎城商務相と会談し
た。2012年９月の沖縄県・尖閣諸島の国有化で日中関係
が悪化して以降、日本の閣僚が中国を訪問して閣僚同士
で会談したのは初めて。
　日本側としては、北京で11月に開かれるＡＰＥＣ首
脳会議に合わせた日中首脳会談の実現につなげたい考
え。日中の閣僚会談は、13年12月の安倍晋三首相によ
る靖国神社参拝後は初となる。
　茂木、高両氏はＡＰＥＣ貿易相会合の合間に約20分
間会談した。省エネや環境保護など経済面で協力を進め
ることで一致した。
　茂木氏は中国で商船三井の輸送船が差し押さえられ

た問題や、日中戦争時の強制連行被害者らによる対日賠
償訴訟について懸念を表明し、日本企業が中国で安心し
て活動できる環境をつくるよう要請した。
　高氏は「（尖閣国有化など）日本の誤った行いが、両
国の経済、貿易関係の正常な発展を損ねた。責任は中国
にはない」と主張した。
　また、高氏は「中国から日本への投資環境を整備して
ほしい」と発言。両国の企業や、地方同士の交流を進め
たい意向も示した。茂木氏は「日本は対話も投資もオー
プンだ」と伝えたといい、「極めて良い雰囲気で会談し
た」と説明している。
　日中の閣僚会談としては、13年９月に下村博文文部科
学相が韓国で中国の文化相と会談している。

【上海－経済】

上海市で19～21日に交通規制、首脳会議で
　アジアと周辺地域の安全保障を協議するアジア相互
協力信頼醸成会議（ＣＩＣＡ）の首脳会議が同市で今月
20～21日に開かれることを受け、上海市公安局は、19～
21日に市内の一部地域で交通規制を実施する。交通規制
が行われる時間帯には周辺道路での混雑が予想される
ため注意が必要だ。
　交通規制を行う地域の内訳は主に陸家嘴地区、人民広
場地区、首脳会議が開催される予定の「世博中心」の３
地域とその他主要道路で、機動車（自動車、二輪車、そ
のほか電動車などエンジン付車両全般）や通行人の進入
などを禁止・制限する。
　このうち陸家嘴地区は◆19日午後10時～20日午後
２時：豊和路（含まない）～明珠環島（含まない）～陸
家嘴西路（含まない）～黄浦江を囲んだ区域◆20日午後
２～９時：豊和路～明珠環島（含まない）～陸家嘴西
路～黄浦江を囲んだ区域――で、機動車・非機動車、通
行人の進入を一切禁じる。
　人民広場地区は、20日午後５～10時：成都北路～南

京西路～九江路～西蔵中路～延安東路を囲んだ区域（各
道路は全て含まない）――で機動車・非機動車の進入を
禁止。このうち黄陂北路～武勝路（含まない）～西蔵中
路（含まない）～九江路（含まない）～南京西路（含ま
ない）を囲んだ区域は通行人の進入も禁止する。
　「世博中心」地区は、21日午前６時半～午後７時：長
清北路～博成路～上南路～黄浦江を囲んだ区域と世博
大道――で、機動車・非機動車、通行人の進入を一切禁
じる。
　主要道路では、延安路高架南側で20日午後４～６時、
延安路高架北側で20日午後８時半～10時――などの時
間帯で、機動車の進入を禁止する。
　首脳会議には46の国や国際機関が参加し、23人の国
家元首や国際機関トップらが出席する予定。習近平国家
主席やロシアのプーチン大統領が出席することが決ま
っており、上海市では21日、公的機関や学校などを休
日扱いにする。
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【中国－経済】

日本の対中投資、１～４月も47％減
　中国商務省は16日、今年１～４月の日本から中国へ
の直接投資実行額が、前年同期比46.8％減の16億米ド
ル（約1,624億円）だったと発表した。減少幅は１～３
月の47.2％に比べ0.4ポイント縮小した。人件費など中
国生産のコスト上昇や円安、日中関係の冷え込みで、日
本企業の対中投資を控える動きが続いている。
　１～４月の世界全体から中国への直接投資は5.0％増
の403億米ドルだった。伸び幅は１～３月の5.5％増か
ら0.5ポイント低下し、2013年通年の5.3％も下回っ
た。
　国・地域別の対中投資額は上位が◆香港：278億米ド
ル◆シンガポール：20億米ドル◆台湾：20億米ドル◆
韓国：18億米ドル◆日本：16億米ドル◆米国：12億米
ドル◆ドイツ：６億米ドル：◆英国：３億米ドル◆フラ
ンス：３億米ドル◆英領バミューダ諸島：２億米ドル

――。韓国は138.5％増だったが米国は11.4％減だっ
た。
　業種別の対中投資は、サービス業が19.1％増の225億
米ドル、製造業が11.4％減の145億米ドル。地域別で
は、東部地区が2.4％増の328億米ドル、中部地区が
33.6％増の43億米ドル、西部地区が2.7％増の32億米
ドルだった。
　全国で設立が許可された外商投資企業は0.4％減の
6,661社だった。
　中国からの海外直接投資（金融業を除く）は12.9％減
の256億9,000万米ドルで、139カ国・地域の2,352社
に投資した。減少幅は１～３月の16.9％減から縮小し
た。
　４月単月の世界全体から中国への投資額は前年同月
比3.4％増の87億米ドルだった。

【中国－公益】

本土の４月電気消費量、4.6％増に鈍化
　中国国家エネルギー局が15日発表した４月の全国の
電力消費量は、前年同月比4.6％増の4,356億キロワッ
ト時（ｋＷｈ）だった。伸び幅は前年同月から2.2ポイ
ント、３月から2.6ポイントそれぞれ下回った。景気の
減速感が表れているといえそうだ。
　産業別では、第１次産業が0.1％減の80億ｋＷｈ、第
２次産業が4.0％増の3,265億ｋＷｈ、第３次産業が
5.9％増の483億ｋＷｈ。家庭向けは8.3％増の528億ｋ
Ｗｈだった。
　１～４月の全国の電力消費量は前年同期比4.6％増の
１兆7,145億ｋＷｈ。第１次産業が4.9％減の254億ｋ
Ｗｈ、第２次産業が5.0％増の１兆2,398億ｋＷｈ、第

３次産業が 6.5％増の 2,116億ｋＷｈ。家庭向けは
6.6％増の2,378億ｋＷｈだった。
　１～４月の全国の発電設備の平均稼働時間は1,389
時間と、前年同期を36時間下回った。同期に増えた新
規発電所の発電能力は1,983万キロワット（ｋＷ）で、
うち火力発電が1,003万ｋＷ、水力発電が528万ｋＷだ
った。
　16日付北京商報によると、厦門大学中国能源経済研究
中心の林伯強主任は「景気と電力消費量には密接な関係
があり、景気の下押し圧力が強いことを示している。政
府の景気対策が注目される」と分析した。

【北京－経済】

北京、汚染300社に10月末までの移転促す
　北京市経済・信息化委員会は16日、深刻化する大気
汚染の改善策として、汚染源となっている高排出・排水
でエネルギー使用量の高い工業企業300社に対し10月
末までに北京市外へ移転するよう求めていることを明
らかにした。同委員会は４月も、汚染企業500社を年末
までに移転させる計画を発表していた。18日付北京青年
報など北京各紙が伝えた。
　移転対象となっている工業企業は、◆レンガタイル◆
石灰◆石材◆アスファルト防水剤◆建築用タイル◆板
ガラス◆鋳造◆鍛造◆電気めっき◆家具◆塗料◆布地
プリント――の計12業種。市は移転対象となる企業の
リストを作成中で、リストに掲載された企業は北京市の
生産許可証を取得することができない。また汚染企業の
電気・水道料金を高めに設定するなどして生産コストを

引き上げ、汚染企業が市外に移転せざるを得ない環境を
作る。
　北京石材協会によると、市内の石材メーカー７社は河
北省唐山市唐港区への移転を決め、同区に石材売買の拠
点となる「国際石材交易中心（仮称）」を建設すること
で合意した。売買拠点が完成すれば、中小石材メーカー
約4,000社、計10万人が唐港区へ移転することも可能
という。
　北京市は2013年、汚染企業計288社を市外に移転さ
せた。これにより市内で稼働していた全ての建築コンク
リートブロック工場が閉鎖され、セメント生産能力は前
年比150万トン、二酸化硫黄（ＳＯ２）排出量は7,000
トン、煤煙による粉塵は4,000トン、窒素酸化物（ＮＯ
ｘ）は１億3,000万トンそれぞれ減った。
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【浙江－商業】

アリババ、仏政府と調印＝中国でのＥＣ支援
　電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団（浙江省杭
州市、アリババ）は16日、フランス政府とフランスの
特産品やブランド品の中国でのＥＣ販売に関する覚書
に調印した。アリババは自社のＥＣサイトをフランス企
業に提供し、中国でのオンライン販売を支援する。
　期間は３年。アリババは傘下のＥＣサイト「天猫」を
フランス企業に提供し、ブランドのプロモーションやマ
ーケティングなどを行う。送金などの支払い面では第三
者決済システムの「支付宝（アリペイ）」、物流面では傘

下会社の菜鳥網絡科技がそれぞれ支援する。
　19日から天猫のサイト上で、フランス製品の販促活動
を行う予定。約30社が入居し、ミネラルウォーターや
ワインなどの期間限定商品を販売する。
　アリババは、2013年末にも英国政府と同様の契約を結
んでおり、近年は国際化戦略を加速している。新浪科技
によると、アリババは今後、欧米数カ国と同様の協定を
結ぶ見通しという。【18日新華社＝ＮＮＡ】

【上海－商業】

米アマゾン、上海の生鮮ＥＣ企業に出資
　米アマゾン・ドット・コムは16日、生鮮食品の電子
商取引（ＥＣ）事業を手掛ける上海美味七七網絡科技
（上海市浦東新区、ヤミー77）に2,000万米ドル（約20
億3,000万円）を出資したと発表した。中国での企業投
資案件としては、ネット通販会社の卓越を2004年に買
収して以来となる。17日付シャンハイ・デーリーなどが
伝えた。
　株式の取得比率は明らかにしていない。アマゾンによ

ると、ヤミー77の大株主とはならず、今後もヤミー77
は独立して運営を続ける。
　アマゾンはこれまで中国で生鮮食品向けサービスを
手掛けておらず、出資を通じて中国での生鮮ＥＣ事業に
参入する。まずは上海でサービスを展開する見通し。
　ヤミー77は2013年の設立。上海市と周辺地域で生鮮
食品をＥＣ販売する。出資で得た資金は商品の拡充や販
売地域の拡大などに充てる。

【遼寧－食品】

北朝鮮へ小麦粉輸出が急減、遼寧省丹東市
　遼寧省丹東市から北朝鮮へ輸出される中国産小麦粉
が大幅に減少していることが分かった。一方で丹東市を
経由して北朝鮮へ輸出されるロシア産小麦粉は急増し
ており、北朝鮮が対中貿易の一部を対ロ貿易で代替して
いる可能性がある。
　中国の国家品質監督検査検疫総局（国家質検総局）が
15日、明らかにした。北朝鮮国境に位置する丹東は、中
朝間の物流や経済交流の最大拠点。今年１～４月に同市
から北朝鮮へ輸出された中国産小麦粉は１万7,472ト
ンにとどまり、前年同期を70％下回った。同時期に同市

を経由して北朝鮮へ輸出されたロシア産小麦粉は2,715
トンで、中国産に比べ少ないものの、早くも前年通年量
の1.4倍に達している。
　同局は背景として、旧ソ連時代に発生した北朝鮮の債
務を免除するなどロシアの対北朝鮮貿易政策に変化が
生じ、両国間の貿易が活発化していることを指摘。加え
て「丹東の対北朝鮮貿易は前年同期より大幅に減少して
いる」ともしており、その理由については「北朝鮮国内
の経済・貿易改革が関係している」と分析した。

【北京－車両】

北京のレンタカー増加枠、上期は全てＥＶに
　北京市運輸管理局はこのほど、市内のレンタカー会社
に対し上半期に割り当てる車両増加枠を、全て電気自動
車（ＥＶ）向けとすることを明らかにした。1,500台の
増加枠を設け、ＥＶの普及促進を図る。15日付京華時報
など北京各紙が伝えた。
　同市は自動車の急激な増加を抑える総量規制の一環
として、レンタカー会社が一定期間に増やすことのでき

る車両数に業界全体での上限を設定している。今年は昨
年より800台多い4,520台の枠を設けるが、うち上半期
にＥＶ限定で1,500台、下半期に3,020台を割り振り、
下半期分についてもＥＶの導入を優先する。
　同局は昨年、レンタカー増加枠の一部をＥＶ専用とす
る方針を示したが、明確な台数はこれまで明らかにして
いなかった。
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19日

３月機械受注統計ほか

　【国内】
　・３月の機械受注統計（８時50分、内閣府）
　・４月のマンション発売戸数
　（13時、東京都・国土交通記者会）
　・経団連会長定例会見
　（15時30分、東京都千代田区・経団連会館）

　【海外】（現地日程）
　・環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉閣僚会合
　（～20日、シンガポール）
　・第49回アフリカ開発銀行年次総会
　（～23日、ルワンダ・キガリ）

　情報提供：共同通信

芝浦メカトロニクス社長に藤田茂樹氏ほか
　会社人事
　▼芝浦メカトロニクス（６月19日）社長（常務）藤
田茂樹▽常務（取締役）藤野真人、小川佳次▽取締役
　生産・調達本部長今村圭吾、メカトロニクスシステ
ム事業部副事業部長新藤久司▽監査役（社長付）関屋
禎三、東芝取締役兼執行役副社長北村秀夫▽相談役（社
長）南健治▽退任　常務岸本俊一、取締役嶋田修一、
監査役鷲尾治彦、前田義広
　▼ニコン（６月27日）会長（社長）木村真琴▽社長
（取締役副社長執行役員）牛田一雄▽取締役　常務執行
役員本田隆晴、浜田智秀▽監査役（経営監査部ゼネラ
ルマネジャー）藤生孝一▽退任　取締役金沢健一、監
査役長井良幸、可児晋
　▼オークワ（16日）副会長（取締役）大桑俊男
　▼ブルドックソース（６月26日）常務（取締役）山
本精一郎
　▼コープケミカル（６月27日）常務（取締役）三竿
育雄▽取締役　全国農業協同組合連合会肥料農薬部長
天野徹夫、三菱ガス化学取締役酒井幸男▽退任　取締
役織作正美
　▼ラサ商事（６月27日）取締役　管理本部副本部長
小山文男、関ベン鉱業社長唐津利明▽監査役（室町殖
産監査役）柿原康一郎▽退任　常務沢本滋、監査役松
尾宰
　▼高千穂交易（６月26日）取締役　和佐野哲男、執
行役員平田嘉昭、植松昌澄▽退任　取締役広木邦昭、
田代守彦
　▼プレステージ・インターナショナル（６月24日）
取締役　大向尚子
　▼東京エネシス（６月27日）取締役　執行役員猿渡

辰、弁護士田中等▽監査役（執行役員）高増洋▽退任
　常務鈴木均、監査役滑川幸広
　▼アサックス（６月27日）取締役　東日本大震災事
業者再生支援機構常務松崎孝夫▽監査役（取締役）島
田博▽退任　監査役飯田良造
　▼サンフロンティア不動産（６月20日）取締役（元
ユニ・チャームペットケア会長）高原利雄▽監査役　
弁護士守屋宏一▽退任　監査役秋田瑞枝
　▼信越化学工業（６月27日）取締役　人事部長池上
健司、電子材料事業本部副本部長塩原利夫
　▼セコム上信越（６月20日）取締役　執行役員小林
啓司、弁護士村山六郎
　▼ヤフー（６月19日）取締役　最高執行責任者川辺
健太郎、最高財務責任者大矢俊樹
　▼三浦印刷（６月27日）取締役　製造本部長上野
信、アスパラントグループ社長中村彰利、同社プリン
シパル申祐一▽退任　取締役神保寿一
　▼野村不動産ホールディングス（６月27日）取締役
　執行役員宮嶋誠一、関敏昭、木村博行、日本女子大
学教授篠原聡子▽退任　監査役吉岡茂明
　▼東リ（６月25日）取締役　執行役員安嶋二郎、慶
応大学教授横田絵理

　外務省人事
　（16日）兼駐キリバス、ツバル、ナウル大使　駐フ
ィジー兼バヌアツ大使花谷卓治▽兼駐ハイチ大使　駐
ドミニカ共和国大使淵上隆▽辞職　駐ミャンマー大使
沼田幹男

　情報提供：共同通信
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加工貿易貨物監督管理弁法の改定
　第581回

　2014年３月12日に税関総署令2014年第219号が
公布され（即日施行）、加工貿易貨物監督管理弁法が改
定されています。
　改定の内容は以下の通りです。
　

１．許可手続きの変更
　
　「加工貿易貨物監督管理弁法の執行関連問題に関す
る公告（税関総署公告2014年第21号）」・第１条に記
載されている通り、加工貿易備案、外注加工、転廠、
原材料転廠、核銷などについて、行政許可手続きが取
りやめとなったことに基づき、表現を各々、加工貿易
手冊開設、外注加工備案、転廠申請、原材料転廠申請、
核銷申請に変更されています。
　加工貿易契約の締結に当たっては、引き続き商務主
管部門の許可が必要であるため、この点についての実
務的な影響（手続簡素化）は、あまり期待できないの
ではないかと筆者は推測しますが、外注加工、転廠、
原材料転廠などについては、許可から備案（届出）・申
請に切り替わったため、手続きの簡素化が期待できる
と思われます。
　なお、従来認められていた放棄処理（税関に廃棄品
を提供することで、処分時の関税・増値税の納付を免
除される制度）は、今回の制度改定で取り消されまし
た。
　

２．保証金・保証状の提供
　
　特定状況下において加工貿易企業が提供する保証金
は、従来、保証金、もしくは、銀行の保証状と規定さ
れていましたが、これに、非銀行金融機関の保証状が
追加されました。
　このように、保証状の提供に関する選択肢は増えま
したが、条件に該当した場合の保証金提出が、「税関は
企業に要求することができる」という表現から、「企業
は提供しなければならない」という表現に変更となり、
執行の厳格化が想定されます。
　

３．外注加工
　
　外注加工が許可から届出に変更されたことにより、

税関手続きも、「外注加工を行う際は、外注した日から
３営業日以内に税関に対して届出を行う」形に変更と
なりました（第24条）。
　税関総署公告2014年第21号・第６条には、より具
体的に、初回の外注加工から３営業日以内に税関に届
出を行い、外注から10日以内に、貨物の配送・回収状
況を申告しなければいけないことが規定されていま
す。
　

４．外注加工の保証金
　
　従来（税関総署令2010年第195号）は、外注加工の
実施に際して、保証金の積み立てが義務付けられる要
件として、「税関所管区を跨ぐ場合。全工程の外注。外
注先から直接輸出する場合」が規定されていましたが、
今回の改定により、全工程の外注に限定されました（第
24条）。
　これにより、異地外注、外注先からの直接輸出の場
合については、保証金の積み立て対象から外れること
になります。
　

５．核銷申請
　
　従来、企業が核銷を申請し、書類に不備がない場合、
税関は原則として申請を受理するが、受理しない場合
は、理由を書面で企業に通知することとされていまし
た。
　これが、書類に不備がない場合、税関は申請を受理
しなければならない、という表現に変更されました。
　

６．その他
　
　転廠、原材料転廠、外注加工などが、申請・備案手
続きに切り替わったことにより、税関総署公告2014年
第21号に、各々の場合に税関に提出する書類や対応可
能な条件が追加されました。

　中国ビジネスコンサルティングサービスのお問い合
わせはE-mailアドレス【info@mizuno-ch.com】までお
願いします。
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海外主要市場の商品市況

Bloombergより作成の参考値

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 6887.50 2.50 WTI原油先物 バレル 101.68 0.18
銅現物 6941.00 -35.00 ＮＹＭＥＸ 天然ガス先物 MMBTU 4.44 -0.03 
アルミニウム先物 1779.75 4.75 (16日6時40分) ガソリン先物 ガロン 296.59 0.17
アルミニウム現物 1734.00 1.00 灯油先物 ガロン 295.60 0.54
すず先物 23320.00 -35.00 ＣＯＭＥＸ 金先物 トロイオンス 1294.90 1.30

ＬＭＥ すず現物 23450.00 0.00 (16日6時40分) 銀先物 トロイオンス 19.44 -0.05 
(16日11時40分) 鉛先物 2120.00 -11.00 SICOM(16日18時40分) ゴムRSS３先物 キログラム 208.30 0.30

鉛現物 2108.50 -27.00 シカゴ 小麦先物 ブッシェル 679.75 1.50
ニッケル先物 19128.00 378.00 (16日5時40分) 大豆先物 ブッシェル 1472.50 2.25
ニッケル現物 18750.00 0.00 トウモロコシ先物 ブッシェル 485.25 1.00
亜鉛先物 2063.50 4.50 ICE(16日6時40分) 砂糖先物 ポンド 18.18 -0.02 
亜鉛現物 2054.25 -43.75 日本(16日19時40分) ナフサ先物 トン 935.25 -19.00 
亜鉛先物 15205.00 -65.00 ﾄﾞﾊﾞｲ(16日14時40分) ドバイ原油 バレル 105.67 -0.08 
金先物 260.85 -1.45 ﾛﾝﾄﾞﾝ(16日11時40分) 北海ブレント バレル 110.04 0.34

上海 鉛先物 13915.00 -60.00 　ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所
(16日18時40分) 銅先物 48380.00 -140.00 　ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所

鋼線先物 3186.00 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 13035.00 -105.00 　※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 0.0099 0.0072 0.0059 0.0615 0.0764 0.2973 10.1030 0.3206 208.653 9.48443 0.0318 0.0124 112.535 0.4318 0.5813 0.0105 0.0114

米ﾄﾞﾙ 101.4320 0.7294 0.5955 6.2333 7.7518 30.1570 1024.78 32.5185 21165.0 961.695 3.2254 1.2534 11415.0 43.8050 58.9662 1.0685 1.1585

ﾕｰﾛ 139.249 1.3711 0.8165 8.5464 10.6283 41.3477 1405.06 44.5855 29018.9 1318.56 4.4223 1.7185 15650.9 60.0602 80.8474 1.4649 1.5884

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ 170.541 1.6791 1.2247 10.4665 13.0162 50.6374 1720.73 54.6027 35538.7 1614.81 5.4159 2.1046 19167.2 73.5541 99.0117 1.7941 1.9453

中国人民元 16.2733 0.1604 0.1170 0.0955 1.2436 4.8380 164.404 5.2169 3395.47 154.283 0.5174 0.2011 1831.29 7.0276 9.4599 0.1714 0.1859

香港ﾄﾞﾙ 13.0851 0.1290 0.0941 0.0768 0.8041 3.8903 132.200 4.1950 2730.35 124.062 0.4161 0.1617 1472.57 5.6510 7.6068 0.1378 0.1494

台湾ﾄﾞﾙ 3.3636 0.0332 0.0242 0.0197 0.2067 0.2570 33.9815 1.0783 701.827 31.8896 0.1070 0.0416 378.519 1.4526 1.9553 0.0354 0.0384

韓国ｳｫﾝ 0.0990 0.0010 0.0007 0.0006 0.0061 0.0076 0.0294 0.0317 20.6532 0.93844 0.0031 0.0012 11.1390 0.0427 0.0575 0.0010 0.0011

ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.1194 0.0308 0.0224 0.0183 0.1917 0.2384 0.9274 31.5138 650.860 29.5738 0.0992 0.0385 351.031 1.3471 1.8133 0.0329 0.0356

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 0.0048 0.00005 0.00003 0.00003 0.00029 0.00037 0.0014 0.048 0.0015 0.04544 0.0002 0.0001 0.5393 0.0021 0.0028 0.00005 0.0001

ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ 0.1054 0.00104 0.00076 0.00062 0.00648 0.00806 0.03136 1.06560 0.03381 22.0080 0.0034 0.0013 11.8697 0.04555 0.06131 0.00111 0.00120

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 31.4488 0.3100 0.2261 0.1846 1.9326 2.4033 9.3498 317.722 10.0820 6561.98 298.163 0.3886 3539.10 13.5813 18.2818 0.3313 0.3592

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 80.9288 0.7978 0.5819 0.4752 4.9732 6.1847 24.0605 817.613 25.9446 16886.3 767.28 2.5734 9107.37 34.9495 47.0457 0.8525 0.9243

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.0089 0.00009 0.00006 0.00005 0.00055 0.00068 0.0026 0.0898 0.0028 1.8541 0.08425 0.0003 0.0001 0.0038 0.0052 0.0001 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ 2.3156 0.0228 0.0166 0.0136 0.1423 0.1770 0.6884 23.3941 0.7423 483.164 21.9540 0.0736 0.0286 260.587 1.3461 0.0244 0.0264

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.7202 0.0170 0.0124 0.0101 0.1057 0.1315 0.5114 17.379 0.5515 358.934 16.3093 0.0547 0.0213 193.59 0.7429 0.0181 0.0196

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 94.9403 0.9359 0.6826 0.5574 5.8340 7.2551 28.2250 959.13 30.4352 19809.1 900.084 3.0188 1.1731 10683.70 40.9986 55.1885 1.0843

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 87.5638 0.8632 0.6296 0.5141 5.3805 6.6913 26.0313 884.583 28.0697 18269.5 830.128 2.7841 1.0819 9853.34 37.8122 50.8992 0.9223

2014/5/16 19:30 JST
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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 16日 87.5638 1.1585 1.5864 アジア 16日 0.004793 21,165.00 28,984.19
16日 94.9403 1.0685 1.4631 欧州 16日 138.9370 0.7303 1.0000

アジア 16日 1.0000 101.432 138.904 16日 170.6840 0.5947 0.8146
16日 0.09898 1,024.780 1,403.369 16日 113.7240 0.8914 1.2224
16日 16.2733 6.2333 8.5360 16日 18.6192 5.4478 7.46470
16日 13.0851 7.7518 10.6151 16日 2.9252 34.7533 47.5171
16日 3.3636 30.1570 41.2980 16日 0.4555 222.6800 305.5940
16日 2.3156 43.8050 59.9881 16日 33.1543 3.0575 4.1951
16日 80.9288 1.2534 1.7164 16日 5.0645 20.0317 27.4515
16日 31.4488 3.2254 4.4288 16日 15.4591 6.5634 8.9908
16日 3.1194 32.5185 44.532 北米 16日 101.4560 1.0000 1.3702
16日 0.008886 11,415.00 15,632.15 16日 93.4670 1.0873 1.4889
16日 1.7202 58.9662 80.7428 中南米 16日 7.8679 12.9142 17.6684

オセアニア・アジア：19:30 JST、 欧州・北米・中南米：06:00 JST 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 16日 5,186.19 -8.77 417.15 アジア ジャカルタ JSX 16日 5,031.57 39.93 704.31
シドニー ASX 16日 5,458.90 -31.30 89.10 マニラ Composite PSE 16日 6,817.71 -31.62 833.45

アジア 東京 日経平均 16日 14,096.59 -201.62 -1,812.29 ホーチミン ベトナム株価指数 16日 529.49 5.44 24.98
TOPIX 16日 1,159.07 -19.22 -133.08 ムンバイ SENSEX30 16日 24,121.74 216.14 2,981.26
JASDAQ 16日 92.15 -1.12 -11.56 欧州 ロンドン FTSE 100 16日 6,855.81 14.92 137.90

ソウル 総合 16日 2,013.44 3.24 46.25 フランクフルト DAX 16日 9,629.10 -26.95 229.06
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　最近は上海に中国人の顔見知りも増
え、コミュニケーションを取る機会が増
えた。よく立ち寄る上海のコンビニで
は、商品名を言うより早く「コーヒーと
たばこでしょ」の一言。いらないという
間に会計が始まることもあるが、押しの
弱い性格を知ってのこととみえ、心の機
微を察せられたような気分になる。
　そのつど思い至るのは、気軽に他人に
話し掛ける中国人の気質だ。日本では今
や、見知らぬ他人に声をかけることはあ
まりない。その隣にもう１店舗あるが、
久しぶりに門をくぐると、「最近見ない
からもう母国に帰ったと思ったよ。元気
にしているか？」と中国人従業員。
　そのコンビニではなぜか外国人が朝、
泥酔していることがある。仕事が終わる
や否や、外国人と一緒にビールを飲み、
片言の英語で悩みを聞く従業員の姿を
見ると、彼らの心根の優しさに感心させ
られる。（工）

中国

　台北市内の茶葉店が開いた、日本の茶
道体験イベントに行ってきた。中国から
伝わった日本茶の歴史などの講義を受
けた後、参加者がそれぞれ抹茶をたてて
味わった。
　参加した台湾人女性の１人は、抹茶を
たてるのも飲むのも初めて。慣れ親しん
だ抹茶味の菓子とは異なる、苦みと渋み
に驚いていた。おいしいかどうかの質問
には「うーん……」と苦笑い。それでも
茶を丁寧にたてる行為は「不思議と心が
静まる」と、満足げな顔を見せた。
　日本人であるこちらにとっても抹茶
をたてる行為は非日常。台湾の茶道にこ
そ興味を持ち、これまで折に触れて学ぶ
機会を作ってきたが、台湾にいながら日
本の茶道の魅力をあらためて知るきっ
かけになった。自分の性格が茶道のおし
とやかなイメージとかけ離れているこ
とはやや懸念材料だが、まあ苦い顔をせ
ずに、まずは楽しんでみよう。（虫）

台湾

　初めて当地を訪れたのは10年前。韓
国料理が続き、日本食が急に恋しくなり
ホテル近くの日本式居酒屋に行った。芸
者が描かれたのれんをくぐると、イミテ
ーションのサクラが不規則に飾られ、日
本酒の空ビンが窓辺に並び、いかにも外
国人経営の日本風居酒屋だった。すしの
盛り合わせはヒラメとサーモンの２種
類で、海鮮焼きそばはコチュジャンで仕
立てたムール貝だらけの焼うどんだっ
た。当時は、海外だからこんなものだろ
うと満足したものだ。
　しかし、近年日本の居酒屋チェーン店
や日本人経営者のお店が次々にオープ
ンし、当地での日本食に対する舌もすっ
かり肥えた。先日、友人がホテルの近く
で１杯いこうと、あの居酒屋に10年ぶ
りに訪れたが、相変わらずのすしの盛り
合わせに当然の落第点。
　改めて、おいしい日本食が堪能できる
ようになったことに感謝したい。（公）

韓国

　タクシーに乗っていてこちらが日本
人だと分かると、日本にまつわる話を運
転手が色々と話しかけてくることは多
い。
　よく聞くのは過去に日系企業に勤め
ていた話や訪日旅行など。こうした話は
こちらとしても興味深く、相づちも打ち
やすい。ただ時々返答に困る質問を投げ
かけられることもある。「日本のこの製
品知ってるか？日本で有名か？」と健康
器具のチラシを見せて説明するおじさ
ん。「日本と韓国という２つの国の違い
を教えてくれ」と突然聞いてきたお兄さ
ん。日本に高い関心を寄せてくれている
ことは伝わってくるが、こちらの勉強不
足で彼らの期待に応えるだけの十分な
答え・情報を提供できず、歯がゆい思い
をすることもある。
　あの健康器具は後日調べたら日本で
結構な人気商品らしい。実現する可能性
はかなり低いが、今度あのおじさんのタ
クシーに乗ったら教えてあげたい。（雪）

シンガポール

　英語が公用語のフィリピン。最近では
日本との地理的な近さや物価の安さな
どが手伝って、英語を学べる身近な留学
先としても注目されている。
　ただ英語と一口に言っても、当たり前
だが土地によって文法や単語、発音が異
なる。英米の差異やオーストラリアの母
音の発音などは有名だが、ここにも当地
独特の単語がいくつかある。例えば「Ｃ
Ｒ」。トイレを意味する単語で、「Comfort
Room 」の 頭 文 字 だ 。 も ち ろ ん、
「restroom」 や「powder room」 も通じ
る。要は間口が広いのだろう。
　オーストラリアにいた頃、若い英語教
師が「英語に文法などない」と笑ってい
たのを思い出す。世界のどこかで、地元
の文化に合わせて「現地化」している英
語に触れるたび、自分の言語もまた変わ
っていくのが面白い。結局は混ざりすぎ
てよく分からなくなっているのだが。
（亀）

フィリピン

　コンビニの店頭に並ぶＤＶＤの中の
１枚がずっと気になっていた。パイロッ
ト帽の中年男性。遠くを見つめる憂いを
帯びた目は、昭和の演歌歌手のような雰
囲気を醸し出している。
　数週間迷った揚げ句、ついに購入し
た。価格は69バーツ（約215円）。食品
ビジネスで立身出世を果たした有名人
ということは分かっていたが、ＤＶＤの
内容は全く見当がつかない。その風貌
と、ジャケット写真でマイクを持ってい
ることから、勝手に歌謡ショーだと考え
ていた。
　再生すると、冒頭はファンと触れ合う
様子が流れ、その後、ステージのシーン
へ。マイクを握り、歌声に期待したが、
延々とトークが続く。早送り再生したも
のの、会社ＰＲなどを挟み、２時間を超
える映像はそのまま終了した。ＤＶＤの
内容は明らかになったが、今度は会場を
沸かすトークの内容が非常に気になる。
タイ語の習得に励みたい。（中）

タイ
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