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聯発科、増加率で世界トップ
Ｑ１の半導体企業売上高、台湾勢健闘

米調査会社のＩＣインサイツが世界の半導体関連企業を対象にまとめた今年第１四半期の売上高ランキ
ングで、携帯端末向けＩＣ設計大手の聯発科技（メディアテック）の売上高が前年同期比48％増の16億
800万米ドル（約1,632億円）となり、増加率ではトップ20社のうち最大となったことが分かった。吸収
合併した晨星半導体（Ｍスター）の分が上乗せされて全体を押し上げ、売上高別の順位では12位に上昇
した。このほかファウンドリー（半導体の受託製造）大手の聯華電子（ＵＭＣ）がトップ20社入りを果
たすなど、台湾勢の健闘が目立った。

　ＩＣインサイツによると、トップ20社の売上高の合
計は596億3,000万米ドルで、前年同期比９％増加。増
加率は従来予測の７％を上回った。東芝とルネサスエレ
クトロニクス、スイスのＳＴマイクロエレクトロニクス
は前年同期比でそれぞれ５％、１％、10％減ったが、そ
の他17社はそろって増加した。
　米インテルをはじめとする１～５位の順位は前年同
期と変わらず。５社の売上高は計337億3,300万米ドル
に上り、トップ20社の合計のうち約56％を占めた。台
湾勢ではファウンドリー世界最大手の台湾積体電路製
造（ＴＳＭＣ）の売上高が前年同期比９％増の48 億
5,200万米ドルで、インテルと韓国サムスン電子に続く
３位を維持し、存在感を見せつけた。
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「サービス貿易協定」の反対派を
率いた林飛帆氏らが、新組織「島
国前進」を立ち上げた＝18日（中
央社）
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　聯発科の順位は前年同期の16位から４ランク上昇。
増加率は20社で唯一40％を超え、韓国ＳＫハイニック
スの36％を大きく引き離してトップとなった。ＩＣイン
サイツは聯発科について「中国ほかアジア太平洋地区の
新興国におけるローエンド～ミドルレンジのスマート
フォンの需要の高まりに加え、Ｍスターの合併が売上高
を大きく押し上げた」とした。17日付経済日報による
と、業界関係者の間では聯発科の売上高が今年下半期に
も、第４世代移動通信システム（４Ｇ）のＬＴＥ（ロン
グ・ターム・エボリューション）規格に対応した製品の
好調を背景に米ブロードコムに迫り、トップ10社入り
するとの見方もある。
　ＵＭＣの売上高は前年同期の８億9,900万米ドルか
ら12％増の10億600万米ドル。10億米ドルの大台を超
え、売上高で順位を１ランク上げて20位につけた。企
業別の増加率ではサムスン電子やＴＳＭＣを上回る10
位。17日付工商時報によると、ＵＭＣはこのところ先端

の28ナノメートル製造プロセスによる生産で米グロー
バルファウンドリーズ（ＧＦ）から受注を奪ったと伝え
られている。売上高で19位のＧＦとの差は約400万米
ドルまで縮まっているため、今年通年でＵＭＣがＧＦに
追いつくかも注目されそうだ。
　　

【台湾－ＩＴ】

ＨＴＣ、Ｍ８の小型モデルを発表
　携帯電話世界大手の宏達国際電子（ＨＴＣ）は15日、
旗艦機種「ＨＴＣ Ｏｎｅ（Ｍ８）」の小型モデル「ＨＴ
Ｃ Ｏｎｅ ｍｉｎｉ ２」を英国と台湾で同時に発表し
た。６月から欧州とアジアの各国・地域で発売する。
　画面サイズはＭ８の５インチに対し、ＨＴＣ Ｏｎｅ
ｍｉｎｉ ２は4.5インチ。一体成型タイプの金属きょ
う体で曲面と高級感を強調したデザインや、画面上に交
流サイトやニュースなどの情報が流れるなどの主な機
能は、Ｍ８を踏襲している。販売価格は未定だが、Ｍ８
に対してＯｎｅ ｍｉｎｉ ２は、ミドルレンジ層をター
ゲットにするとみられる。
　ＨＴＣの第１四半期の連結決算は、純損益が18 億
8,100万台湾元（約63億円）の赤字だった。ただ、同社
はＭ８の販売が好調だとして、今期以降の業績改善を見
込んでいる。Ｏｎｅ ｍｉｎｉ ２をラインアップに加え
ることで、販売台数のさらなる押し上げを図る。
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【台湾－ＩＴ】

ＴＰＫ、中国・欧菲光と後工程で協力か
　タッチパネル大手の宸鴻光電科技
（ＴＰＫ）が、中国の同業、深セン欧
菲光科技（Ｏフィルム）と、パネル
の張り合わせなど製造の後工程で協
力するとの観測が出ている。欧菲光
の製造歩留まりの改善が進んでいな

いことが背景にあるとみられてい
る。
　経済日報が伝えた。中国政府は昨
年から、欧菲光で出た不良品を買い
取るなど同社をバックアップしてい
たが、こうした支援策は今年で終了

するという。欧菲光は、大幅な歩留
まりの改善が必要と判断し、ＴＰＫ
に協力を求めたもようだ。
　ＴＰＫの劉詩亮財務長は観測に対
し「そのような話は聞いたことがな
い」とコメントしている。

【台湾－ＩＴ】

ＡＭＤ、20ナノプロセスをＧＦに委託か
　ＩＣ設計世界大手の米アドバンス
ト・マイクロ・デバイシズ（ＡＭＤ）
が、20ナノメートルプロセスでの製
造を米グローバルファウンドリーズ
（ＧＦ）に委託するとのうわさが出て
いる。ファウンドリー（半導体の受
託製造）世界最大手の台湾積体電路
製造（ＴＳＭＣ）との受注争いが激
しくなりそうだ。16日付工商時報な
どが伝えた。

　ＡＭＤは、今年下半期から28ナノ
に続き20ナノプロセスによるＧＰ
Ｕ（画像処理プロセッサー）を相次
ぎ市場に投入する予定。28ナノプロ
セス製品は、ミドルレンジ～ハイエ
ンド製品をＴＳＭＣに、ミドルレン
ジ～ローエンド製品をＧＦにそれぞ
れ委託するという。また2015年にも
出荷予定の20ナノプロセス製品は、
ＧＦに委託するとの情報がある。た

だ市場関係者は、ＧＦの20ナノプロ
セスは量産体制に入っておらず、歩
留まりも未知数のため、あくまでも
うわさだと指摘する。
　ＡＭＤは、報道については言及せ
ず「ＧＦやＴＳＭＣなどのファウン
ドリー企業と緊密な協力関係を維持
する」とのみコメントした。

【台湾－ＩＴ】

群創、車載用ＬＣＤシェア世界首位に
　市場調査会社のディスプレイサーチによると、液晶パ
ネル大手、群創光電（イノラックス）の2013年の車載
用ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）液晶ディスプレー（ＬＣ
Ｄ）の出荷量シェアは23％で世界首位となった。前年は
３位だったが、ジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）とシャ
ープの日系２社を一気に追い抜いた。主に中国の低価格
帯の需要を取り込んだことなどが出荷量の大幅な増加
につながった。

　ディスプレイサーチのアナリスト、早瀬宏バイスプレ
ジデントによると、昨年の世界での車載用ＴＦＴＬＣＤ

の出荷量は計6,700万枚。シェアは群創以下、ＪＤＩ
（21％）、シャープ（18％）、韓国ＬＧディスプレー（Ｌ
ＧＤ、13％）、友達光電（ＡＵＯ、11％）と続いた。
　早瀬バイスプレジデントによると、車載用ＬＣＤは成
熟したパソコン（ＰＣ）やテレビ向けと同様、今や一般
的な商品となり、量産が容易になった。こうした中で、
台湾メーカーは価格や生産能力での競争力を高めてき
た。従来は品質や信頼性が高い日本メーカーが市場を先
導してきたが、低コストで標準化された製品に対する需
要が強まり、台湾や韓国のメーカーが11年以降、出荷
量を伸ばしている。特に中国での主要なサプライヤーで
ある群創は、アフターマーケット向けの販売が大幅な出
荷増につながった。
　ディスプレイサーチによると、電気自動車（ＥＶ）や
ハイブリッド車（ＨＶ）の普及とともにカーナビの搭載
も一般的になり、車載用ＬＣＤの出荷量はここ５年で３
倍に拡大。ディスプレイサーチは、17年の車載用ＬＣＤ
の出荷量は１億枚に達すると見込んでいる。
　鉅亨網などによれば、群創は07年に車載用ＬＣＤに
参入し、ＢＭＷやポルシェ、ジャガー、フォードなどの
自動車大手を顧客に抱えている。最近では、米ＥＶベン
チャーのテスラモーターズからも17インチの大型ディ
スプレーを受注したとの観測が出ている。
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【台湾－食品】

台湾キリン、台中市にビアガーデン
　キリンホールディングスの台湾法人、台湾キリンビー
ルは、16日から台中市でビアガーデン「ＫＩＲＩＮ Ｉ
ＣＨＩＢＡＮ ＧＡＲＤＥＮ」の営業を期間限定で開始
した。夏季に合わせて同社が力を入れる「一番搾りフロ
ーズン」を提供し、商品の知名度アップを狙う。
　ビアガーデンは台中市北区内にオープンし、営業期間
は16日～10月31日まで。台湾キリンビールは、昨年の
同時期に台北市内に一番搾りフローズンのアンテナシ
ョップを開き、延べ６万人が訪れ好評だったことを受け
て営業地域を広げる。一番搾りフローズンは、マイナス
５度に冷やした泡と氷の細かな粒による口当たりの良
さが特徴。キリンの広報担当者は、ＮＮＡに対し「昨年
の台北に続き、より多くの人に一番搾りフローズンのお
いしさや楽しさを味わってもらうため、台中でも店舗を
オープンすることにした」と語った。
　台湾キリンビールは、看板商品の「一番搾り」の拡販
も図る。ビールの取扱地域を、従来の台北や新北に加え
台中や台南、高雄の各市に広げ、今年は一番搾りの取扱
店を100店に、一番搾りフローズンは20店と、それぞ
れ前年比倍増を目指す。

　　

【台湾－商業】

誠品生活、中国で住宅開発に参入
　書店や生活雑貨店などを展開する
誠品生活は15日、中国で住宅開発に
参入すると発表した。中国・江蘇省
蘇州市で「誠品居所」と称する住宅
を建設する。完成は来年の予定で、
今年６月下旬にも予約販売を開始す
る。

　16日付経済日報などが伝えた。誠
品居所は292戸で、１戸当たりの面
積は94～350平方メートル。呉清友
董事長によると、中国での販売許可
などが必要なことから、価格は６月
に公表する予定だ。
　主力の小売事業では、「誠品書店」

の中国１号店を蘇州市で、２号店を
上海市の超高層ビル「上海中心大厦」
内にそれぞれ来年第２四半期にオー
プンする計画。今年６月には台北市
でホテル「誠品行旅」を開業する予
定もあり、事業の多角化を加速して
いる。

【台湾－建設】

高雄の工業用地需要増、和発園区に進出相次ぐ
　高雄市で工業用地の需要が高まり、
大発工業区や岡山本洲産業園区の用
地不足が表面化する中、和発産業園
区で用地を取得、工場の新設や増設
を進める企業が急増している。工商
時報が伝えた。
　不動産情報サイト「好房網」によ
ると、大発工業区と岡山本洲産業園

区には既に企業計799社が進出。自
動車用芳香剤製造の火鶴実業は大発
工業区に工場や研究開発施設を持つ
が、既存の土地と工場では今後の需
要拡大に対応できないとして、和発
産業園区に1,000坪以上の土地を購
入することを決めた。大発工業区の
400坪の土地と工場は売却する可能

性があるという。
　現在、進出企業を募集している和
発産業園区は土地の価格が１坪当た
り７万～９万台湾元（約 23 万
6,000～30万4,000円）に設定され
ており、大発工業区、岡山本洲産業
園区より低いことも注目を集めてい
るという。
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【台湾－運輸】

台湾初のＬＭＥ指定倉庫、高雄港で着工
　昨年６月にロンドン金属取引所
（ＬＭＥ）の受渡港に認定された高雄
港で17日、台湾初のＬＭＥ指定倉庫
「盛洋徳亜太物流倉儲」が着工した。
今年第４四半期に完成予定で、稼働
後は年間100億台湾元（約337億円）
規模の取引が見込まれる。18日付聯
合報などが伝えた。
　盛洋徳亜太物流倉儲は、貴金属の
回収や加工などを手掛ける光洋応用
材料科技（ソーラー・アプライド・
マテリアルズ・テクノロジー）と海

運業の海盛航運、金属貿易商の米ジ
ェラルドグループによる共同出資で、
初期投資額は１億5,000万元。高雄
港の自由貿易港区（ＦＴＺ）内の約
4.5ヘクタールの土地に設けられる。
盛洋徳亜太物流倉儲の王瑞民董事長
は「稼働後は中国の華中、華南地区、
フィリピン、ベトナムなどをターゲ
ットとした取引基地となるだろう」
と述べた。
　着工記念式典に出席した、台湾の
主要港湾業務を統括する台湾港務公

司の蕭丁訓董事長によると、台湾の
金属業者は従来、シンガポールやマ
レーシア、韓国などで品物の受け渡
しをする必要があった。蕭董事長は
「盛洋徳亜太物流倉儲の稼働後は台
湾での受け渡しが可能となり、輸送
コストや時間が節約できる」と述べ
た。
　高雄港は昨年６月、アジアで９カ
所目、世界で37カ所目のＬＭＥ受渡
港に認定された。

【台湾－運輸】

航空大手２社、Ｑ１は純損失拡大
　航空大手の中華航空（チャイナエアライン）と長栄航
空（エバー航空）の第１四半期の純損益（親会社の所有
者に帰属）は、ともに赤字となった。人件費や燃料費な
どのコスト増が響き、純損失額が前年同期から拡大し
た。
　中華航空の今年第１四半期の純損益は、27億2,700万
台湾元（約92億円）の赤字だった。純損失は、前年同
期の11億700万元から約2.5倍に拡大した。売上高は
前年同期比6.6％増の352億4,700万元、運航コストや
人件費が増加したことで、営業損益は８億7,300万元の
赤字だった。
　長栄航空の今年第１四半期の純損益は８億5,800万
元の赤字で、損失額が前年同期から5,300万元増加し
た。売上高は前年同期比4.5％増の303億9,200万元。
管理費の増加で営業損益は１億7,200万元の赤字とな

り、赤字幅が前年同期の5,400万元から拡大した。
　16日付経済日報は、原油価格の高止まりによる燃料費
の負担増と貨物輸送の価格低迷が両社の損失を拡大さ
せていると伝えた。両社の売上高は増加基調にあるだけ
に、コスト管理が引き続き懸案となっている。
　　

【台湾－観光】

観光産業、低価格路線からの脱却を＝交通部長
　交通部の葉匡時部長は16日、台湾
の観光産業が低価格を売りにした路
線に偏っているとして「付加価値の
向上や賃金の引き上げを図り、より
多くの人材を取り込むべきだ」と述
べ、産業の構造転換の必要性を強調
した。工商時報などが伝えた。
　交通部は同日、「観光産業青年フォ
ーラム」を開催。葉部長が司会進行
を務め、旅行代理店大手、雄獅旅行
社（ライオントラベル）の黄信川総
経理やホテルチェーンの運営を手掛
ける台北旅店集団（台北イングルー
プ）の魏秋富・執行董事、テーマパ
ーク「麗宝楽園」の呉霖懿・副総経

理らと産学界の若者約40人が、観光
産業のイノベーションや人材育成、
今後のすう勢などについて意見を交
わした。
　フォーラムの中で葉部長は、米国
のワイナリーで１杯30米ドル（約
3,045円）の試飲を提供しているの
に対し、台湾の名物料理「麺線」の
一般的な価格は30台湾元（約101
円）であることを例に挙げ、「台湾の
観光関連産業の低価格と重労働に頼
る商業形態は変えなければならな
い」と指摘。「新サービスを取り入れ
ることや付加価値を高めることで、
安価な商品を売るしかない現状から

脱却できる」と述べ、そのためには
賃金の引き上げで優秀な人材を確保
することも重要だとした。
　交通部観光局の統計によると、
2008年７月から16年までの間に台
湾で新たに開業する観光旅館は計
953軒で、約３日に１軒がオープン
する計算となる。ただ台中教育大学
の王志宏副教授は「毎年の観光学部
の卒業生約6,000人のうち、観光産
業への就職者は３分の１に満たな
い」とした上で、人材の確保が難航
する背景には低賃金の問題があると
指摘した。
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【台湾－観光】

台北に新たな博物館、「児童育楽中心」跡地で
　台北市中山区の児童向けレクリエ
ーション施設「児童育楽中心」の跡
地で17日、周辺地域の歴史や文化を
紹介する施設「城市博物館」が着工
した。年内にも第１期工事が完了、
開放される見通しで、2016年の全工
程の完了を見込む。18日付自由時報
が伝えた。
　城市博物館は馬英九総統が台北市
長を務めていた当時に構想が持ち上
がった。当初は行政院周辺に設けら
れる予定だったが、用地の取得が困

難なことから計画は頓挫。後任で現
職のカク龍斌氏（カク＝赤におおざ
と）が就任後、単一の展示施設のみ
を設ける従来計画を大幅に変更し、
児童育楽中心の跡地に６つの展示エ
リアを建設することとなった。
　城市博物館の敷地面積は約9.6ヘ
クタールで、総工費は11億台湾元
（約37億円）。第１期では歴史を紹介
する施設「円山坑道展示館」と食文
化を紹介する「飲食文化館」を設け
る。第２期では遺跡を復元した「円

山遺址展示区」、自然をテーマにした
エリア「円山原生景観復育展示区」、
台北市の発展の過程を紹介する「台
北城市一館」、文学作品や書画の展示
を行う「台北城市二館」を建設する。
　また児童育楽中心は、同市士林区
で新たに「児童新楽園」として運営
を再開する予定。台北市政府は、現
在進めている園内の設備の安全点検
などが終了すれば、夏休み期間中に
も開放する方針としている。

【台湾－金融】

16日株価は小幅続伸、終盤に買い入り４連騰
　16日の株価は小幅続伸。加権指数
の終値は前日比 7.80ポイント
(0.09％）高の8,888.45ポイント、
売買代金は 758 億 3,000万台湾元
（約2,550億円）だった。前日に続き
売りが先行したものの、取引の終盤
に買いが入り４連騰となった。
　この日の台湾市場は、前日の取引
と似た展開となった。前日の米ニュ

ーヨーク市場の株安を受け、朝方は
売りが優勢となり加権指数は下落。
その後も次第に下げ足を速めた。一
方、引けにかけて金融関連や一部の
値がさハイテク株への買いが入った。
ベトナムでの反中国デモが鎮静化し
つつあるとの情報から、デモ隊に襲
撃された台湾企業の一部銘柄も買わ
れるなど、指数を押し上げた。

　ハイテク関連では、光学デバイス
大手の大立光電（ラーガン）が0.8％
安。株価が2,000元の大台に乗った
後、過熱感から売りが続き、16日の
終値は1,915元だった。ベトナムで
被害を受けた台湾企業では、アパレ
ル大手の儒鴻企業が1.6％上げた。
金融関連では、持ち株大手の国泰金
融控股が1.0％高だった。

【台湾－社会】

ベトナムに謝罪と賠償要求、台湾
　【台北共同】ベトナムで起きた反
中国暴動で台湾系企業に大きな被害
が出たことについて、台湾の林永楽
外交部長（外相）は16日記者会見
し、ベトナム政府に謝罪と賠償を求
めたことを明らかにした。駐台北の
ベトナム代表に伝えた。
　一方、内政部（内政省）によると、

反中デモ発生以来、16日までに
5,700人以上の台湾人が一時避難な
どのためベトナムから台湾に戻っ
た。
　米アップル製品の委託生産などで
知られる鴻海精密工業が16日、従業
員の安全確保のため、現地工場を17
日から３日間休業すると決めるなど、

影響は広がっている。
　林部長は、投資保護に関するベト
ナムとの協定に基づく速やかな対応
を要求。ベトナムでは近く全国規模
の反中デモが予定されているとの情
報があるとして、現地台湾人らの安
全確保も求めた。

【台湾－社会】

行政院、ベトナム暴動の対策チームを発足
　ベトナムでの暴動で中国系と混同
されて攻撃を受ける台湾系企業が相
次いでいることを受け、行政院は専
門の対策チームを発足した。政府の
各部・委員会の枠組みを超え、ベト
ナムの情勢に関する情報収集や対策
に当たる。
　16日午前に開いた会議では、対策

チームのトップを務める毛治国・行
政院副院長が外交部に対し、同様の
暴動の再発防止や台湾系企業と台湾
人の安全の確保をベトナムの駐台湾
代表に求めるよう指示。毛副院長は、
被害に対する賠償をベトナムに求め
ていくことも強調した。
　交通部民間航空局（民航局）は、

ベトナムに滞在する台湾人が台湾に
戻れるようにするため、航空会社と
連携して14日から航空便の増便を
実施していると報告した。経済部は、
同部投資業務処が在ベトナムの台湾
系企業に対する専門窓口を開設、暴
動で発生した企業の損失などのデー
タを収集していると説明した。
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その他のニュース（16～18日付）
　【ＩＴ】
　◆ＳＰＩＬ董事長「２年内に封止検査世界２位へ」
　◆介面４月は前月比９割増収、ＡＳＵＳ携帯好調で
　◆華冠、中国・江蘇省の空き工場を地場企業に売却
　【経済】
　◆中国の生産増強、台湾化学業界に影響＝経済部
　◆自動車部品の和大、Ｑ１純利益が過去最高
　◆正新、３億元でインドネシア新工場の用地取得
　◆越への渡航警戒レベル、「特別注意」に引き上げ
　◆台玻総裁、原発代替に中国の天然ガス輸送を提案
　◆ＤＢＵ人民元預金残高、４月末は前月比7.4％増

　◆富邦金、Ｑ１に総資産５兆元突破
　◆中国法人の設立、華南銀も検討
　◆所得税法と営業税法の改正案、立法院で最終可決
　◆宜蘭県と1111人力銀、人材紹介サービスで協力
　◆警察官採用試験、学生運動の影響で参加者減少
　◆育児給付金倍増、条例改正案が立法院で最終可決
　【政治】
　◆馬総統の施政満足度、30％台に回復＝蘋果日報
　（当欄では台湾主要紙に掲載されたその他のニュー
スをダイジェストで紹介しています）

公園に設置の犬用トイレ、座られることなく放置
　台北市の公園４カ所に設置され
ている小さめの洋式便器。一見何で
もないが、気になるのは周囲に壁も
ドアもなく、むき出しのままである
こと。実はこの便器「犬専用」だ
が、利用されたケースは非常に少な
く知名度も低いまま。台北市政府の
担当者は失敗を認め「これ以上増設
することはない」としている。
　17日付蘋果日報が伝えた。犬用
の便器は2009年から、同市中山区
の力行三号公園、北投区の立農公園
などで設置された。設置費用は１カ
所当たり5,000～6,000台湾元（約
１万7,000～２万円）。当初は犬自

身による使用のほか、飼い主が犬の
ふんを処理するための設備として
も使用が見込まれていた。
　ただ「犬用」との表示がなく、宣
伝もあまりされなかったことから、
公園内に突然登場した便器の用途
を知る市民はごくわずか。便器はそ
のまま謎の存在として放置される
ことになった。市民からは「そもそ
も犬は便器に座らない」「ふん専用
のゴミ箱を設置するほうが現実的」
「見た目が悪い」などの声も寄せら
れているほか、市議会議員からも
「試しに知人の犬を連れて行ったら
水飲み場だとしか思っていなかっ

た」と、存在の無意味さを指摘する
意見が出ているという。
　同市政府の担当者は「使用率が低
い上、勝手に別なゴミを捨てる人も
いて管理も面倒。今後の増設はな
い。公園内では犬のふんをきちんと
処理するよう、今後も飼い主には呼
びかけていく」としている。
　　

【中国－車両】

６年以内の自家用車、車検を免除＝９月から
　公安省と国家品質監督検査検疫総
局（国家質検総局）は16日、新車登
録後６年以内の自家用車の定期検査
（車検）を免除すると発表した。これ
まで６年以内の自家用車は２年に一
度の車検が必要と規程されていたが、
品質が向上し故障などが少ないこと
や手続きに手間がかかることなどを
考慮し、効率化した。９月１日から
実施する。
　対象となる車種は、営業用ではな
いセダンやコンパクトカーなど。「面

包車」と呼ばれるワンボックスカー
など７席以上の車種は対象に含まな
い。事故がない場合、６年以内は２
年に１度、交通事故強制責任保険証
や車船税の納税証明書を提出するだ
けで済む。ただし６年経過後は、従
来通り１年に１度の定期検査が必要。
また新車登録とは別の地域での定期
検査もできるようにする。
　18日付京華時報によると、2010年
８月31日以前に新車登録された車
両はすでに定期検査を２度受けてお

り、新しい規程の免除対象とはなら
ない。定期検査の１回の費用は200
元（約3,260円）程度と高くないも
のの、検査機関の窓口に４～５時間
並ぶ必要があるなど不合理な手続き
だと市民から批判を受けるようにな
っていたほか、検査機関の汚職の抜
け道になっているとも指摘されてい
た。
　13年末現在の全国の自家用車は
9,100万台だった。
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【中国－商業】

アリババ、仏政府と調印＝中国でのＥＣ販売支援
　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Ｅ

Ｃ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。

【中国－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。

【中国－社会】

広東、江蘇で３人感染＝鳥インフル
　広東、江蘇両省の衛生当局は17日
までに、男性計３人が鳥インフルエ
ンザウイルス（Ｈ７Ｎ９型）に感染
したことを確認したと発表した。
　広東省衛生当局の16、17両日の発
表によると、感染者は中山市の37歳

男性と梅州市の86歳男性。両人とも
重体で、医療機関で入院治療を受け
ている。
　江蘇省衛生当局の15日の発表に
よると、感染者は無錫市の66歳男
性。容態は重い。男性は毎月１回食

材としてハトを買う習慣があり、４
月15日にも１羽を店で処理しても
らい、自宅に持ち帰って調理してい
るという。

【韓国－金融】

カカオトークで送金可能に、来月から
　無料メールアプリ「カカオトーク」
が早ければ来月中旬から、１日最大
10万ウォン（約9,900円）までメッ
センジャーを通じ送金できるサービ
スを始める。ソウル経済新聞が伝え
た。
　「バンクウォレットカカオ」には
ウリ、ＫＢ国民、ＮＨ農協など市中
銀行（都市銀行に相当）15行が協力

し、スマートフォン（多機能携帯電
話）を通じた支払決済を担うことに
なる。ある銀行関係者は「2,000万
人の会員を確保しているカカオトー
クのネットワークを利用して金融サ
ービスを実施すれば、支払決済に革
命が起こる」と話す。
　このバンクマネーは自身の登録口
座に最大50万ウォンまで保管でき

る。カカオトークの友達とバンクマ
ネーをやり取りできるだけでなく、
カカオトークの有料サービスの決済
も可能だ。ポイント積み立て機能も
搭載する。
　市中銀行はさらにオンライン決済
代行会社と提携し、インターネット
通販でもバンクマネーで決済できる
ようにする方針だ。
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【北朝鮮－金融】

初の統一金融商品、ウリ銀が６月に発売へ
　韓国の銀行業界で初となる朝鮮半
島の統一に向けた金融商品が、ウリ
銀行から今年６月に発売される見通
しだ。アジア経済新聞が伝えた。
　ウリ銀行は来週中に、金融監督院
に統一金融商品の約款審査を申請す
る。約款審査には通常、半月程度の
時間を要することを考慮すれば、発
売時期は６月以降となりそうだ。
　同商品は預金や積立金などから構

成される。顧客に提供する追加金利
によって生じる利益の一部を寄付と
して、統一部や赤十字の統一費用や、
離散家族の再会など対朝支援事業に
使うことを検討しているもよう。
　ウリ銀行が統一金融商品を発売す
る背景には、同行が国内銀行として
唯一、開城工業団地で支店を運営す
るなど対朝事業に深く関わってきた
ことがある。さらに、同行の前身で

ある韓一銀行と産業銀行が、北朝鮮
で約50の支店を運営したことも大
きい。
　他にも、ＩＢＫ企業銀行も、統一
金融商品の発売を推進している。銀
行業界関係者は、「他行も続々と統一
金融市場に進出するだろう」と話し
た。

 

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
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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。

2014年（平成26年）5月19日（月） The Daily NNA台湾版【Taiwan Edition】　第03581号［11］

【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/cgi-bin/asia/asia_tran_chk.cgi?flnm=/asia_youbibetsu/tokushu_monday/c_bussiness/bussi_bn


５月９日～５月15日
　【和書ベスト10】
　1.『雑草の如き道なりき しがらみ編』上月わたる（牧野出版）
　2.『長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 健康プレミアムシリーズ』槙孝子（アスコム）
　3.『女のいない男たち』村上春樹（文藝春秋）
　4.『村上海賊の娘〈上巻〉』和田竜（新潮社）
　5.『別冊プラスアクト vol.16』（ワニブックス）
　6.『村上海賊の娘〈下巻〉』和田竜（新潮社）
　7.『忍耐の法――「常識」を逆転させるために』大川隆法（幸福の科学出版）
　8.『物事は単純に考えよう』池森賢二（ＰＨＰ研究所）
　9.『ＴＲＦイージー・ドゥ・ダンササイズＤＶＤ　BOOK ESSENCE』（宝島社）
　10.『アナと雪の女王』サラ・ネイサン／セラ・ローマン（偕成社）
　紀伊國屋書店ホームページ＜http://www.kinokuniya.co.jp/＞より
　

＜新刊案内＞

　

『準備する力 夢を実現する逆算のマネジメント』
　
　川島永嗣　著／KADOKAWA

　「今日がいいか、悪いかだけじゃなくて、５年後、10年後の自分を常にイメージする。僕はそれを繰り返し
てきた」。決してエリートではなかったサッカー日本代表の「守護神」が、これまでに実践してきた10のステッ
プを公開する。たっぷりとつづられた川島選手の成長哲学、「自分を変えたい」と思っている人は必読である。
　

＜おすすめの一冊＞　

　

『定本 黒部の山賊 アルプスの怪』
　
　伊藤正一　著／山と渓谷社

　黒部ダム建設以前である昭和20年代の黒部峡谷の様子が生き生きと描かれた、ノンフィクションの名作であ
る。登山愛好家はもちろん、山に興味のない人も、伊藤氏の見聞きする北アルプスの様子や、直面する困難、そ
れを乗り越えていく様子に胸を躍らせることができる一冊だ。
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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 http://news.nna.jp/free/nna/group.html

【東京】株式会社エヌ・エヌ・エー　本社 【ベトナム】NNA VIETNAM CO., LTD.

【北九州】株式会社エヌ・エヌ・エー　北九州事務所 【マレーシア】NNA (MALAYSIA) SDN. BHD.

【上海】上海時迅商務諮詢有限公司 【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)

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
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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
KOSDAQ 16日 557.59 -4.16 61.31 パリ CAC40 16日 4,456.28 11.35 229.00

上海 B株 16日 226.68 1.20 -26.81 アムステルダム AEX 16日 399.56 -0.69 -0.26 
深セン B株 16日 816.15 1.24 -50.20 ミラノ FTSEMIB 16日 20,648.59 228.97 1,718.96
香港 ハンセン 16日 22,712.91 -17.95 -627.14 マドリード IBEX35 16日 10,478.70 113.70 718.40

ハンセンH 16日 9,955.35 -15.89 -753.99 ブリュッセル BEL20 16日 3,098.15 -13.85 217.70
台北 加権 16日 8,888.45 7.80 275.91 チューリヒ SMI 16日 8,683.62 38.88 413.16
シンガポール ST指数 16日 3,262.59 -9.90 87.94 北米 ニューヨーク ダウ 16日 16,491.31 44.50 49.96
クアラルンプール KLSE総合 16日 1,883.34 3.51 30.39 NASDAQ 16日 4,090.59 21.30 -52.48 
バンコク SET 16日 1,405.26 10.05 174.49 トロント トロント300 16日 14,514.74 -74.15 920.55
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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

　「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

　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

　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

　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
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