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来日観光客が二千万人を突破した。昨年は「爆買い」

という言葉が生まれたが、最近は鳴りを潜め、「コト」へ

の関心が高まってきている。TV 番組で「YOU は何し

に日本へ？」というものがある。成田空港などにいる外

国人に来日目的をインタビューするものであるが、時々

驚かされることがある。20 年以上前にホームステイし

た家族に連絡も無しに会いに来る、日本人ロックバンド

のコンサートに来日したイギリス人は、SNS で連絡を

取った日本人とPVに映された場所を一緒に訪ねる、な

ど来日目的も多様化しているなあ、と実感する。 

逆に日本人はこのように海外へ出ていけているのだろ

うか？ 最近は海外転勤を嫌う若者が増加していると聞

くが、今後グローバル化が一層進展する環境からすると

「大丈夫かな？」と心配してしまう。かくいう私も 17

年前に上海に行ったのが最後、という有様で若者を笑え

ない。過日広島アセアン協会の会合で、広島大学に留学

している学生達との懇親会があり参加してみたのだが、

言葉が出てこなくて大変往生した。あの恥ずかしさを払

拭すべく、通勤時間には英会話勉強の真似事をしている

が、遅々として進まない。私の海外展開は時間がかかり

そうである。 

時間がかかってはいけないのが中小企業の海外展開。

人口減少社会の到来が現実味を帯び、国内市場の縮小が

避けられない今、新たな市場開拓に乗り出すことは必須。

しかし経験のない分野に出て行くことは十分な準備と周

到な戦略が必要である。人的余力に乏しい中小企業は、

それに割く時間と人が不足している。そういう時こそ支

援機関を活用すべきである。中小機構も海外展開のお手

伝いを行っており、セミナーから現地における調査、海

外企業CEOを招聘しての商談会、海外展開を支援する

機関とのマッチングなどを実施している。勿論「ひろし

ま産業振興機構」にも様々な支援策が用意されているの

で、自社の現状に合ったものを取り入れ、効果的な海外

展開を行って欲しいものである。 
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2016 年 10 月 13 日、プミポン国王がご崩御

され、国は黒一色となりましたが、次第に元の状態

に戻って来ています。それでも官公庁は一年間、黒

を着るようですし、一般では黒いリボンをつけて

いる人々もかなりいます。 

12 月 1 日には王宮において、数多くの僧侶に

より前国王ご崩御 50 日目の節目の追悼行事が、

しめやかに且つ厳かに執り行われました。テレビ

各局が一斉にこれを報道したため、多くの国民は

この歴史的儀式を拝見する事が出来ました。 

1972 年 12 月に前国王のプミポン国王から王

位継承権を与えられていたワチラロンコン皇太子

殿下（64 歳）ですが、今般、タイの法律に則り、

プラユット暫定首相が暫定議会の特別会合を招集

し、王位継承が承認されました。この結果を得て、

12 月 1 日、立法議会のポーンペット議長がプラ

ユット首相他と皇太子殿下に会い、国王への即位

を厳かに要請されました。これを皇太子殿下が受

諾され、70年ぶりにチャクリ王朝の第 10代国王

として、ラーマ 10 世の国王誕生となりました。

これにて一カ月以上空位になっていた異常な状態

から解放され、新国王が憲法により必要とされる

案件について、10月 13日に遡り、決裁される事

となります。 

一年間は国民と共に喪に服したいとの強いご意

向が新国王にあり、戴冠式は今年 9 月に予定され

ているプミポン国王の火葬の後に挙行される予定

です。 

皇太子殿下は四人兄弟の第二子ですが、ただお

一人の男子であり、王位継承権は第一位でした。

1966 年以降、英国、豪州に留学され、オースト

ラリアの陸軍士官学校で学ばれた後、タイ陸海空

三軍の大将になられました。パイロットの資格を

取得され、空軍機や民間機を自ら操縦される事で

有名です。三度のご結婚をされ、五男、二女のお子

様に恵まれておれます。お誕生日は7月28日で、

恐らく、今年のこの日は休日になるものと思いま

す。そんな中、各メディアが一斉に皇太子殿下の写

真集を掲載するようになりました。仲睦まじい四

人兄弟の幼年期の写真も多くありますが、陸海空

三軍の大将でもあり、軍服姿のものも多数ありま

す。 

新国王が、先般の国民投票で承認された新憲法

をお認めになると、本来なら、今年の 10 月頃に

総選挙の運びとなりますが、9月の火葬、10月の

戴冠式等の行事が続き、年内の開催は困難で、来年

になる可能性も囁かれています。 

新国王の初仕事として、枢密院の入れ替え人事

が発表されました。96 歳のプレム議長は続投で、

メンバーの過半数が軍出身者（11 人中 6 人が元

軍人）となり、新国王と軍の緊密化が図られたもの

と思われます。

  

 

みなさんは、1日に何回ご飯（米）を食べていま

すか。 

海外生活が長いと日本の米を懐かしく思う時が

あります。日本食で米を使った食べ物と言えば、お

にぎり、寿司、丼物、釜飯、カレーライスなどの主

食から、だんご、もち、せんべいなど、加工された

主食以外のものもあります。 

最近、日本では食の欧米化と言われていますが、

それでもまだまだ日本人にとって、米は立派な主

食です。そして、ここベトナムでも主食は米です。 

ただ、ベトナムの米はタイ米のように細長い形

が特徴のインディカ米で、日本の米に比べて粘り

気が少なくサラサラしているため、ベトナム人は

箸だけでなく、スプーンやフォークを使って食べ

ることも多いです。世界で主に食べられている米

は、インディカ米と日本などで食べられているジ

ャポニカ米ですが、インディカ米は世界の生産量

の約 80%を占めており、意外にもジャポニカ米を

食べている国は少ないです。 

そのベトナムの米の一大産地がホーチミン市か

ら車で 3、4 時間ぐらいのメコンデルタという地

域です。ここは国内最大の稲作地帯で、1年を通し

て平均気温が 27 度前後と寒暖差がなく、日射量

も多いエリアです。更にインディカ米は植え付け

から収穫まで約 3ヶ月と、日本米と比べ 1ヶ月近

く稲作期間が短いため、1 年間で 3 回収穫する三

期作が可能になっています。そのため、同じ日に、

隣同士の田んぼで種まきと収穫をするという驚き

★☆★☆★ 海 外 レ ポ ー ト ☆★☆★☆ 

どうなるベトナムの米&日本の米        ホーチミン ビジネスサポーター 石川 幸 

王座への道                    バンコク ビジネスサポーター 富永 勇三 
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の光景を目にすることもできます。 

そんな主食が米の両国ですが、1 人 1 日あたり

の米の消費量を比べると、ベトナムは世界で 4 番

目に消費をしており、おにぎり約 9個分（398g）。

対して日本は意外や意外、世界 50 番目の消費量

でおにぎり 2 個半強分（119g）でした。ちなみ

に 1位はバングラデシュ（473g）、2位はラオス

（445g）、3位カンボジア（436g）でした。 

ベトナムが日本より米の消費量が多いのは、ご

飯としてただ食べるだけでなく、米から作られる

麺のフォーやフーティウ（ホーチミン市など南部

で有名な米麺）などもよく食べられることも理由

として挙げられます。ご飯と米麺を合わせると 1

日 3食、米を食べる人も少なくありません。 

一般的なベトナム人の食事は、朝食に米麺、昼食

にご飯とおかず、夕食にご飯とおかずの食事スタ

イルです。日本と違いハンバーガー、ピザ、スパゲ

ッティなど外国からの料理は高級品のため、まだ

まだ一般的ではないのが実情です。 

そんな米好きなベトナム人の富裕層の間では、

最近、外国産の米を好む傾向が強まっています。 

高級住宅地であるホーチミン市 7 区（フーミー

フン地区）の食料品店では、日本米がずらりと並ん

でいます。米 1kg当たりの販売価格は、ベトナム

産が 1万 5千～3万ドン（約 75～150円）なの

に対し、日本米は 30 万ドン前後（約 1,500 円）

となっています。日本米が売れている理由は、写真

をご覧頂ければお分かりになるかと思いますが、

ベトナム産はメーカーや原産地、賞味期限などの

情報がきちんと掲載されていないこと、真空包装

にもなっていないので品質が悪くなること、日本

製だから何となく良さそうだと思われていること、

一度食べてみたら日本米は粘性が強く水分量が多

く感じられて味がいいとわかった、などが挙げら

れます。 

このような理由から、（図１）のようにベトナム

での日本米の輸入価額が増加傾向にあります。現

在は、日本とベトナムは 2 国間 EPA（日本・ベト

ナム経済連携協定）が締結されており、日本からベ

トナムへの精米の輸入関税率は 20%です。 

今後、この関税率が引き下げられれば、日本の米

が今よりも安価な値段で食卓に並び、ベトナムか

らの需要も増加すると考えられます。米の輸出を

ご検討中でしたら、関税率が引き下げられる前の

今が、ベトナム進出の先手をとるいい機会になる

かもしれません。

 

 

 

上海では、一年中、市内の各地で様々な展示会が

開催されています。中国への進出、輸出販売などを

検討する際に、ひとつのアクションとして展示会

への出展を検討する企業も多くみられます。しか

し、展示会出展は、出展料や旅費などの費用負担が

大きく、さらに会期中や前後の移動などで長期間

の拘束を強いられるため、これらの負担に見合う

だけの明確な見通しがないと実施しづらいという

面もあります。そこで、まずは展示会の視察を検討

されてみてはいかがでしょうか。将来的な出展を

検討する材料にするだけでなく、業界動向の把握

や市場調査、協力先探しや営業活動などに役立て

2017年上海市での展示会情報               広島上海事務所長 西尾 麻里 

（米の量り売り） 

（図１）ベトナムの日本からの米の輸入価額 

 

515 
1,207 

5,128 

2,253 

15,106 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2011 2012 2013 2014 2015

千円 金額

（出所）日本国財務省貿易統計 



 

- 4 - 

ることも可能です。また、展示会の規模によって、

出展品の構成やレベル、中国企業と外国企業の違

い、日系企業の位置付け、中国市場でのニーズなど

を客観的に把握することができます。 

ここでは、2017 年に上海市内で開催される展

示会のうち、規模が大きく、影響力があると思われ

るものを中心にご紹介します。 

 

第 27 回中国華東輸出入商品交易会 会期：2017年 3月 1日～5 日 

ファッション類、紡織類、日用品・雑貨類、装飾品･ギフト類など 

第 14 回上海世界旅游博覧会（SWTF） 会期：2017年 4月 20 日～23日 

宿泊施設、エアライン、空港、境界、観光名所＆エンターテイメント、旅行代理店＆ツアーオペレーター、イベント管理、

チケット代理店、会場など 

第 17 回上海国際汽車工業展覧会（AUTO SHANGHAI） 会期：2017年 4月 21 日～28日 

新型車、コンセプトカー、実験車両、環境性能、安全技術など 

第 18 回中国国際食品と飲料展（SIAL China） 会期：2017年 5月 17 日～19日 

清涼飲料、アルコール飲料、乳製品・卵類、砂糖菓子・ビスケット＆ペイストリー、デリカテッセン、家禽・野禽・獣肉類、

魚介類、青果、冷凍食品、オーガニック食品、ベビーフード、ケータリング、飲食店機器など 

中国国際有機食品博覧会（BIOFACH CHINA） 会期：2017年 5月 25 日～27日 

オーガニック食品・飲料、農産品/加工、オーガニック産業サービス、オーガニックコットン製品など 

第 12 回中国国際福祉機器展示会（CHINA AID） 会期：2017年 6月 7日～9 日 

医療用器材、動作補助器材、リハビリテーション・介護機器、特殊衛生器材、特殊ベッドルームアクセサリー、 

特殊学習･通信器材、フィットネス、ヘルスケア製品、IT、バリアフリー施設など 

第 19 回中国国際工業博覧会（CIIF） 会期：2017年 11月 7 日～11日 

CNC 工作機械・金属加工、工業オートメーション、省エネ･環境技術及び設備、情報通信技術応用、新エネ・電力電工、 

省エネ・新エネ自動車産業、産業用ロボット、科学技術革新など 

第 21 回上海国際食品、飲料、飲食設備展覧会（FHC China） 会期：2017年 11月 14日～16 日 

食品・飲料、ベーカリー製品、食材、食肉製品、健康食品、食油、飲食サービス、衛生設備、消耗品、ケータリング設備など 

第 19 回中国国際海事展覧会（MARINTEC CHINA） 会期：2017年 12月 5 日～8日 

船級協会、塗装・コーティング、通信設備、コンピューターシステム・ソフトウェア、防火・安全設備、操縦、出版、 

船設計・建築家、船舶技術工学など 

上海では、この他にも医療分野や美容、建築、精

密機器など大小様々な展示会が開催されています

ので、気になる分野をお問い合わせいただければ

別途、ご紹介いたします。 

上海事務所は、展示会視察に際するアレンジ、出

展に際する通訳派遣などで広島企業のサポートを

行っていますので、ご要望があれば、お気軽にご連

絡ください。 

 

 

2011年～2015年のベトナムの合計給電能力

は 6,685 億 kWh で（年平均増加率 10.37%）、

同期間の電力消費量の 5,875 億 kWh を上回り、

2015 年の発電量は全国の需要を満たしていまし

た。1995年～2005年の GDPの年平均伸び率

は 7.2%だった一方で、同じ期間の電力消費量の

年平均増加率は 14.9%と、GDP 伸び率を大きく

上回りました。2011年～2015年の電力消費量

の増加率も 14～16%と高いですが、その後の増

加率が徐々に低下する傾向にあるとベトナム電力

会社は予測しており、電力需要の伸び率は、2016

年～2020 年で 11.15%、2021 年～2030 年

で 7.4%〜8.4%になるであろうと予測されてい

ます。 

ベトナムの近年の電力事情について        ハノイ ビジネスサポーター 中川 良一 
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2015 年の全国の発電所の合計発電能力は

38,800MW で、配電網については、500KV・

220KV・110KV の高圧送電網の総全長は

41,100km で、2010 年に比べて 1.5 倍に増加

しました。中圧・低圧の送電網の総全長は

440,000km で、2010 年に比べて 1.2 倍に増

加しました。500・220・110KVの変電所の総

容量は 2010 年に比べて 1.8 倍に増加しました。 

昔は、よく停電していましたが、最近は減少しつ

つあります。平均停電時間の指数である SAIDI

（ System Average Interruption Duration 

Index／系統の平均供給不能持続時間）は、2015

年は 2,110 分で、2014 年に比べて 35%減少。

停電頻度の指数 SAIFI （ System Average 

Interruption Frequency Index／系統の年間平

均供給不能頻度）は 12.85回／顧客で、2014年

に比べて 32%減少しました。瞬間停電頻度の指数

MAIFI （ Momentary Average Interruption 

Frequency Index）は 2回／顧客で 23%減少し

ました。 

2016年の供給可能電力は1,759億 kWhで前

年比 10.35%増、電力供給が安定し改善されてお

ります。上記の停電に関する指数も、SAIDI が

1,655 分、SAIFI が 12.31 回／顧客と、2015

年に比べてより小さくなっています。 

2016 年供給可能電力の 1,759 億 kWh のう

ち、ベトナム電力公社（EVN）及び傘下の発電所

による給電量は 816 億 kWh、石油公社、石炭公

社等 EVN 以外の企業グループの発電所の給電量

は 943 億 kWh で、EVN の独占的な地位はなく

なりつつあります。ベトナムの国策として、電力分

野においても段階的に競争させ、2022 年より給

電会社が選択できるようになります。2016 年～

2020 年の間に民間による発電事業を促進させる

ため、電力の小売価格を徐々に引き上げる見通し

です。現在の電力料金は約 8 円／kWh ですが、

2020 年には電力料金は約 11 円／kWh になる

見込みです。 

2015 年の外国直接投資による電力セクターへ

の投資額は 28 億 US ドルで、不動産部門への外

国投資額を上回る額でした。2016年は40億US

ドルになる見込みです。2016 年に調印される大

型発電プロジェクトは、ナムディン発電所プロジ

ェクト（20億USドル、サウジアラビアのACWA 

Power International 社及び韓国の Taekwang 

Power 社による投資）及びギソンNo.2火力発電

所プロジェクト（22億US ドル、日本企業による

投資）。2011年～2020 年の長期計画で建設す

る発電所は 86 件で、そのうち外資による投資は

18 件を占めています。 

 

 

《高速鉄道正式調印》 

マレーシア、シンガポールの両政府は 2016年

12 月 13日、クアラルンプールとシンガポールを

結ぶ高速鉄道（HSR）事業の推進に正式合意しま

した。開業は 2026年末。自動車で 4時間かかる

陸上移動は、最高時速 320キロメートルで両都市

間が 90 分で結ばれるようになります。マレーシ

ア側の終着駅はクアラルンプール中心地の端で新

たな都市開発が進むバンダ・マレーシア地区。シン

ガポール側の終着駅は再開発計画があるジュロ

ン・レイク地区です。税関、入国管理、動植物検疫

の設備は両国合同で、シンガポール、イスカンダ

ル・プトゥリ、クアラルンプールの 3 駅に設ける

ことになりました。シンガポールとクアラルンプ

シンガポール・マレーシア高速鉄道、正式に調印 

         シンガポール ビジネスサポーター 碇 知子 

（参考資料） 

電力料金の推移 

（2016 年 12 月現在、1 円=約 200 ベトナムドン） 

値上率(%) 電力料金 

ベトナムド

ン／kWh 
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ール間の特急便に加え、マレーシア側の 6 駅に停

車するマレーシア国内線も運行します。国境は橋

にするか、海底トンネルにするか検討されてきま

したが、海抜 25 メートルの橋で接続することに

なりました。 

《入札は 2017年末》 

計画では 2017年初頭に運営、技術、調達の助

言を行う合同開発パートナー（JDP）企業を指名

し、これを受けて同年後半に、実際に運営や建設、

車両・維持管理サービス、信号や通信システムなど

を担う事業者の国際入札を行う予定です。高速鉄

道の運営は、マレーシアの MyHSR 社と、シンガ

ポールの陸上交通庁（LTA）が、それぞれの国で

設立するインフラ事業会社と、各駅停車（国内線）

運営会社、クアラルンプールとシンガポール間の

ノンストップ特急（国際線）運営会社に加え、高速

鉄道の車両納入・維持管理サービス、信号や通信シ

ステムなどを総合的に提供する資産会社の 5 社に

分割して行われることになります。事業の受注を

巡っては、無事故運行を誇る JR 東日本などでつ

くる日本コンソーシアム（連合）のほか、世界最大

の高速鉄道網を短期で築きあげた中国の激しい受

注合戦が繰り広げられていますが、他にも韓国や

欧州企業も名乗りを上げています。マレーシア国

内の建設工事については、地元メディアによると、

ガムダ、IJMコープ、WCT ホールディングスなど

の建設大手が最有力候補と目されているようです。 

日本は国を挙げてインフラ輸出に力を入れてい

ますが、昨年はジャカルタ・バンドンの高速鉄道プ

ロジェクトで中国に敗退。地元メディアでは中国

が優位とも言われていますが、ここはぜひ日本勢

に受注してもらいたいところです。そうすれば高

速鉄道関連サービス企業にもビジネスチャンスが

期待できます。ただ、格安航空の便も多く、それほ

ど高い運賃は設定できず、運営もそれほど簡単で

はないはず。「日本での実績」だけで高いモノやサ

ービスが売れるとは思わないほうがいいでしょう。

 

 

南インドのチェンナイは、昨年 12 月上旬に大

型サイクロンによる暴風雨に見舞われ、市内を中

心に大きな被害を受けました。2015 年の大洪水

とは違い、記録的な暴風により市内の木々がなぎ

倒され、停電、断水、通信環境の断絶が続いており

ましたが、新年を目前にようやくライフラインも

復旧し始め、現在は日常の生活に回復しつつあり

ます。雨季を終えたチェンナイはこれからとても

過ごしやすい日々が続きます。 

さて、今回は日系企業が設立初年度に気を付け

るべき日本人出張者や駐在員の人件費の会計上お

よび税務上の取り扱いについてご紹介させていた

だきたいと思います。 

製造業者がインドで製品を生産する場合には、

工場の建設や機械設備等の据え付けが行われます。

つまり、工場が完成するまでの期間において、現地

法人の駐在員や日本本社から出張者が現場まで応

援に駆けつけて、工場建設の進捗状況のモニタリ

ング、スケジュール管理、技術指導等の業務を実施

したり、機械メーカーの技術者が機械設備の据え

付けのサポートに来るケースが多くあります。こ

れらの人件費は、インド現地法人が負担する（＝出

張者の場合は日本法人がインド現地法人に対して

当該費用を付け替える）限りにおいて、工場や機械

設備の取得に要した費用として、これら固定資産

の取得価格に算入することができ、事業開始後に

減価償却費として償却し、かつ、税務上の損金に算

入することが可能です。つまり、例えば駐在員の場

合には、インドで提供している業務時間のうち、工

場建設に関わる業務が全体の業務時間のうちどれ

ぐらいを占めるかを合理的に算出し、当該駐在員

の人件費のうち工場建設に関わる割合分について

は「建設仮勘定」として資産計上することになりま

す。 

しかしながら、「創業費・開業費」、つまり、事業

が開始するまでの費用は、原則、税務上の損金とし

て認められていないため、工場が完成するまでの

期間に発生するその他の業務にかかる駐在員の給

与や様々な一般管理費についても同様に、税務上

の損金として認められないケースが多くなります。

したがって、例えば、日本本社から人事や経理、総

務、IT などの管理系の業務をサポートするために

出張者がサポートに来ている場合には、当該出張

者の人件費についてはインドで税務上の損金とし

インド進出初年度の日本人出張者や駐在員の人件費の取り扱いについて 

        チェンナイ ビジネスサポーター 田中 啓介  
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て認められないため、インド現地法人に対しては

あえて費用を付け替えない日系企業が多いように

思います。 

設立当初は様々な人件費が発生するため、日本

およびインドの税務上に損金計上の可否について

よく検討をした上で、税務コストおよびリスクが

少ない最適な取引スキームを採用されることをお

勧めいたします。 

 

 

 

国際ビジネスを展開するうえで、最も重要な観

点の一つは「カントリーリスク」をどう見るかとい

うことですが、インドネシアは果たしてリスクが

高いのでしょうか、低いのでしょうか。見方の分か

れるところだと思います。 

通常は町を歩いていても、夜にタクシーに乗っ

ても特に何か不安を感じるということはなく、治

安面では大きな問題のない国と言えると思います

が、そんな「通常」を揺るがす大きな出来事が昨年

2016 年は二つありました。 

一つは、１月におこったジャカルタ市内での爆

弾テロとそれに続く銃撃戦です。日本人商工会議

所が入居するビルのすぐ目の前で起こった事件で

もあり、日本人コミュニティに衝撃が走りました。

犯行グループはその場で射殺されましたが、首謀

者かつ ISとつながりのあるとされるインドネシア

人は捕まっていません。シリア在住とも言われて

います。 

もう一つは、11 月 4 日と 12 月 2 日の大規模

デモです。ジャカルタ特別州のバスキ州知事（通称

アホック）による「イスラム教を冒涜する発言」を

一部イスラム団体が問題視し、辞任・逮捕を求める

動きが始まり、各々5万人・20万人の大規模デモ

に発展しました。

集会の中心とな

った大統領宮殿・

独立記念広場の

周辺と目抜き通

りのタムリン通

り等は人々で埋

め尽くされ、封鎖されました。11月デモの際一部

が暴徒化し治安部隊と衝突したこともあり、12月

2 日は多くの学校が休みとなり、出社に及ばずと

いう措置をとった会社も少なからずありました。

知事の一言がきっかけで街に 20 万人もの人が繰

り出し、治安部隊が出動、経済社会の機能が麻痺し、

学校や会社を休みにして皆が家でひっそりと息を

潜めている、というのは日本人の感覚では理解し

がたいものがあります。 

12月 2日のデモは、「合同祈祷会」や「モナス

（独立記念塔）集会」とも言われていました。11

月 4 日のデモが一部暴走したため、治安当局は当

初デモを認めないとしていましたが、集会地区を

絞った平和な祈りの会とするということで合意を

したためです。それでも、この機会に乗じた労働組

合のデモも行われ、渾然一体となった人たちがど

んどん通りを埋め尽くしていく様子は、やはり見

ていて怖いもの

がありました。

IS がテロを仕掛

けるといったウ

ワサも広まりま

した。 

国中が緊張し

て様子を見守る中、驚いたことに、ジョコ・ウィド

ド大統領とユスフ・カラ副大統領が集会に現れま

した。これにより一部宗教・政治勢力対州知事ある

いは政府という構図は崩れ、インドネシアのため

にともに祈りをささげる集まりということになり

ました。デモを祈りに昇華させ包み込んでしまう

という、インドネシアの懐の深さを見た思いでし

た。結局懸念されたような暴力行為や衝突はなく、

平和裏に「集会」は終了しました。 

アホック知事はジョコ・ウィドド氏が州知事職

を辞したことに

より副知事から

昇格して知事に

なったキリスト

教徒で、就任当初

からムスリムで

ないことを問題

視するグループ

がありましたが、今回完全に火が付いてしまった

格好となりました。背景には 2017年 2月の州知

事選をめぐる政治的な闘争もあり、宗教上の争い

を超えた複雑な動きがあるようです。2019 年の

インドネシアの目抜き通りを埋め尽くした 20 万人の「デモ」が示すもの 

       ジャカルタ ビジネスサポーター 割石 俊介 
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大統領選との関連性を指摘する分析もあります。 

世界のさまざまな国でリーダーや国際関係の枠

組みが変わったり、IS による不穏な動きが依然、

各地で広がりを見せていたり、政治・経済のリスク

は全体として高まっているように見受けられます。

2017 年の世界は、インドネシアは、どんな展開

を見せるのでしょうか。 

 

日本の報道を見ますと、アメリカ関連ニュース

としてはトランプ次期大統領の話題でもちきりで

す。事前の予想では、クリントン候補の優勢を伝え

るメディアの報道がここ米国でも多かったと思い

ますが、日米ともに、トランプ氏の勝利を驚きをも

って伝えられたのが記憶に新しいところです。 

トランプ氏はニューヨークの５番街という目抜

通りに自宅のあるビルを持ち、先の安倍総理との

会談もその自宅で行われました。筆者もたまに車

でマンハッタンを移動しますが、先日、ものすごく

５番街が混んでいるなと思ったら、トランプタワ

ー前で歩道の通行を確保するために、車道を少し

塞いでいまして、テレビクルーが取材を行ったり、

警備の警察が常駐するスペースとなっているよう

でした。トランプタワーを過ぎると５番街も交通

はスムーズでしたので、日本のメディアの「ニュー

ヨーク、厳戒態勢下で年末商戦スタート」などとい

った見出しの記事を見ましたが、ほんの一部、例え

ばトランプタワー前の警備が強化されただけで、

実際よりかなり不安感を煽るようなミスリードで

はないかと感じました。 

ニューヨークは、伝統的に民主党の地盤であり、

実際クリントン氏が制した州です。筆者も知人で

「トランプ氏を支持している」という方にまだあ

まり出会ったことがありません。しかし、添付のト

ランプ氏が勝利した州と同クリントン氏の地図を

見るにつけ、なるほどと思いました。米国の大都市

は、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴと続きま

すが、クリントン氏が勝利した州とも重なります。

大都市部はやはり、リベラルというか、民主党寄り

なんだなと改めて気づかせてもらいました。 

また、クリントン氏が勝利した州は、1800 万

人（米人口の 5%強）を数えるアジア系の住民が多

い地区と重なります。もう一つ気づいたことは、弊

社の取引先が多い地区とも重なることです。やは

り、アジア系住民が多いところというのは、日本的

な商品を受け入れやすい地盤なのだろうなとあら

ためて感じました。 

 

トランプ氏が勝利した州に挟まれるかたちで、

コロラドやニューメキシコ州でクリントン氏が勝

利していますが、コロラドはボルダーなど進歩的

な人々の集まる町もありますし、ニューメキシコ

は移民が多いからでしょうか。いずれにしても、ト

ランプ氏が勝利した州がほとんどの、いわゆる「真

ん中の方」という地区には正式な呼び名はありま

せんが、「アパラチア山脈とロッキー山脈の間」と

称されることもあり、大いなるアメリカとでもい

うのでしょうか、都市部とは違う価値観やライフ

スタイルがあるということかもしれません。 

実は、この「真ん中の方」に、大手チェーン店の

トランプ氏に勝利をもたらした「真ん中」 

                     ニューヨーク ビジネスサポーター 蝉本 睦 

写真：2016 年 12 月 2 日のデモの様子（筆者撮影） 

写真：トランプタワー前、五番街の車道に設けられたメディア向けの

スペース。カメラにむけて、アナウンサーがスタンバイしてい

る様子（筆者撮影） 
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本社が多々あります。弊社でも取引のあるコンテ

ナストアーや高級スーパーのホールフーズはテキ

サス州ですし、世界最大の小売企業、ウォルマート

もアーカンソー州が本部です。 

アメリカ市場への進出を考える際は、日本から

感覚としても近いロサンゼルス、サンフランシス

コ（シリコンバレー）、シアトル、はたまた世界的

に有名な都市であるニューヨークやシカゴなどに

目が行きがちかと思いますが、特にニューヨーク

はニューヨーク以外で生まれた市民がすでに３割

を超えると言われており、また、アメリカでは数少

ない車を持たずに生活できる街です。よく、ニュー

ヨークにいる方がニューヨークのことを引き合い

に出し「アメリカは」とおっしゃいますが、ここは

むしろ特異な町だという認識を持つべきであり、

ニューヨーク＝アメリカとは言えないとのではな

いかと思います。 

弊社でも「いわゆる真ん中の方」に多く住む、ま

だまだ人種構成でも６割を超える白人層、つまり

メインマーケットへの進出を課題にしております

が、それには彼らのライフスタイルや価値観をも

っともっと理解しなければならないな、と改めて

感じた、そんなトランプ氏の勝利でした。

 

 

昨年12月7日に大連のシャングリラホテルで、

恒例の天皇誕生日祝賀レセプションが開催されま

した。472 名の来場者のうち、中国人関係者は

250 名でした。会場には 12 の日本の自治体がブ

ースを設置し、観光と物産を PRしていました。各

ブースでは、各自治体 PR につながる一言クイズ

を出題し、解答者に小さい景品を用意するなど積

極的に宣伝を行っていました。しかしながら、来場

者は日本をよく知っている方々が多いからかもし

れませんが、通りがかっても、積極的に情報を求め

る方は少ないようです。 

こういう場合、「いかに潜在客に目を向けさせる

か」と「何を届けるか」が重要です。例えば、チラ

シ等に印刷した QR コードをスキャンすれば、未

だに中国で流行のやまない「WeChat(微信)」上で、

観光・商品の中国語紹介が読め、続けて買えば指定

するホテル・空港まで届けられるというシステム

を用意した業者もあって、利用者を増やしていま

す。このシステムでは、日本に行った中国人が日本

国内で物品を購入、配送指定できるほか，中国に戻

ってからも続けて購入、取り寄せできる代理購入

サービスも利用することができます。 

12月 20日付の日経新聞に「中国人旅行客にパ

ックのご飯を配布」という記事がありましたが、そ

の無料配布のパックご飯の箱に QR コードを印刷

して、各自治体の観光案内、物産 PRのページにア

クセスできるようであればよいと思います。また

その内容を見て「行きたい」、「買いたい」と思わせ、

さらに、買いたいと思えばすぐ買えるようにして

おくことも重要です。 

同じパックのご飯を例にすれば、少なくともこ

のご飯が美味しいと思えば、その米の紹介だけで

はなく、買いたい方には、すぐ購買のページに移動

し、購入・指定場所に配送してくれるシステムを構

築しておかないと、ただ「おいしい」で終わりです。

短気な中国人にとっては、美味しいからといって、

工夫して自分であっちこっち米を探して買って持

ち帰るのは、米の重さもあり難しいと思います。今

まで見てきた PR は大体「この観光地はとても美

しい」とか、「この商品はとてもすばらしい」とい

う紹介で終わりです。外国人向けのアクセス方法、

宿泊、食事の提案や、商品を簡単に届けることはま

だ十分ではありません。宣伝するのは、販売するた

めと思うならば、外国人が簡単に手に入れ簡単に

持ち帰られるシステムを構築する必要があります。 

QR コードのスキャンで販売システムに簡単に

繋げられる「WeChat」がある今こそいいチャンス

だと思います。 

 

台湾の労働基準法の中の労働時間に関する規定

が新年の 1月 1日から変わりました。残業手当と

いえば、残業数によって金額が異なるのが普通で

すが、新しい制度では少なくとも 1 日の残業時間

の長さに拘わりなく1日4時間残業と計算される

と言う極めて労働者側に有利な条件に変わりまし

た。以下、月給 36,000 元、日給 1,200 元、時

給 150元で計算する事例で説明いたします。台湾

で経営に関わる方には充分その為の方策を考える

ことが必要です。 

宣伝と販売                    大連 ビジネスサポーター 劉   瑛 

 

台湾の残業給与が大幅ＵＰ            台北 ビジネスサポーター 皆川 榮治  
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次の４つの事例で新残業制度のご理解に供しま

す。 

1．国定休日に出勤する場合 

１日８時間未満の出勤に当たっても８時間残業

として手当が支給されます。時間の少ない出勤で

あっても出勤さえすれば８時間の残業としてカウ

ントします。すなわち 1,200 元/日です。 

2．台風などの天災発生時に緊急出勤する場合 

勤務が 8時間以内であっても、1日 8時間の残

業手当を支給します。すなわち 1,200元/日です。 

３．休日出勤の場合 

初めの２時間は 4/3が加算され、2時間を越え

て 8時間までの(6時間)出勤の場合は 5/3を加算

します。4 時間未満の場合は 4 時間と計算されま

す。 

（12時間勤務の場合） 

150×４/３×２H＋150×５/3×６H＋150

×4＝400＋1,500＋600＝2,500 元 

4．日常の残業 

上記第 3項の「休日出勤」に準じ、初めの 2時

間は 4/3、2時間を超える場合 5/3を加算するこ

とを基礎とするが、4 時間未満の場合 4 時間とし

て残業手当を支給します。 

150×4/3×2H＋150×5/3×2＝400＋

500＝900元 

すなわち、従来は 1 日の残業の手当てを、時間

数により加算していたものが、今後は残業時間が

あれば時間に拘らず、4 時間残業として計算する

ことになります。1 ヶ月 26 時間(1 日 2 時間×

13 日と仮定)の残業がある場合を比較して計算す

ると､従来は 150×4/3×26H＝5,200 元に対

し、新制度では上記 4時間未満の残業手当 900×

13 日＝11,700 元となり、36,000 元の給与で

計算すると、約 15.8%増加となり、経営側の負担

はかなり大きいものになります。残業ゼロを進め

る等経営側の対策が厳しいものになることが予想

されます。

  
 

 

中国政府から 2016 年 1 月から 10 月までの

消費財小売総額主要データが発表されました。 

都市部と農村部のデータを見ると、都市部での

消費財小売額は 5,629.95 億元で前年同期比

13％アップ、農村部では 301.65 億元で 14.5％

アップ。消費類別で分けた場合、飲食（食材、外食

等含む）売上が 838.26 億元の同期比 14.4％ア

ップ、小売商品（飲食以外の売上）は 5,093.34

億元の同期比 12.9％アップとなっています。小売

商品別の中でも自動車 934.62 億元で同期比

18.8％アップ、続いて食品類が 387.50 億元で

同期比 17.1％アップとなっています。 

ちなみに成都市の消費財小売総額は 1～10 月

の都市部データは 4,419.5 億元、同期比 10.1％

アップ、農村部 187.4 億元、同期比 11.9％アッ

プと発表されております。 

中国は大丈夫なのか？と企業からの問い合せの

疑念の根拠に中国政府が発表する統計への不信が

あり、実態は統計よりもっと悪いのではないかと

言った不安があげられています。実際、成都市で駐

在員が縮小されたり、サービス産業が中国現地法

人に売却される事例があるものの、一方、重慶市で

は製造業が進出して来るなど、現地で双方の都市

を往来しながら観ております。先行きに不透明感

は漂っているものの、西部地区だけでも巨大なマ

ーケットであり巨大な購買力を持っていることに

は変わりありません。 

消費は 2ケタ前後の伸びを維持しております。 

全てが低迷しているのではないので、好不調が

混在している市場を見極める事が大切です。 

 

社会統計局データ発表               重慶 ビジネスサポーター 吉川 孝子  

 2016 年 1 月～10 月社会消費財小売総額主要データ 

指    標 

重 慶 市 成 都 市 

小売総額 

（億元） 
前年同期比 
増加（％） 

小売総額 
（億元） 

前年同期比 
増加（％） 

社会消費
財小売額 

5,931.60 13.1 4,606.9 10.2 

地域別区分 

 都市 5,629.95 13.0 4,419.5 10.1 

農村 301.65 14.5 187.4 11.9 

消費類型区分 

 
飲食 
収入 

838.26 14.4 569.0 12.1 

商品小
売額 

5,093.34 12.9 4,037.9 9.9 
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【外国人就労許可制度の変更について】 

＜回答者 公益財団法人ひろしま産業振興機構 上海事務所＞ 

 

  

 

■ 外国人就労許可証制度の改正案について 

現行の『外国人専家証』（対象者：専門技術者）と『外国人就業許可証』（対象者：一般の外国人就労者）を『外国人工作許可

証』に統合する“両証整合”のことを言います。 

2017 年 4 月 1 日の施行予定ですが、2016 年 10 月から 2017 年 3 月までは試行期間とされ、上海市や北京市、河北省などで試

行がはじまっており、上海市では、11月に入ってから各種手続き詳細が公表されています。 

新制度において、外国人就業者は以下のように 3分類されます。 

A類 B類 C類 

ハイエンド人材 専門人材 普通人材 

・誘致計画に合う人材 

・国際的に専門的と認められる基準を満

たした人材 

・市場動向に応じた奨励される職位に求

められる人材 

・イノベーション人材 

・優秀青年人材 

・学士以上及び 2年以上の就業経験を有

し、就業分野が既定の条件を満たす人材 

・中国国内の大学で修士以上の学位を取

得した優秀な卒業生 

・国外のトップ 100の大学で修士以上の

学位を取得した人材 

・外国言語の教員 

・国内労働市場の需要を満たし、政策に

合致する臨時性、季節性、非技術性また

はサービス性業務に従事する規定の条件

を満たした人材 

ポイント 85点以上 ポイント 60点以上  

※ポイント制度とは……中国国内年俸（最大 20 ポイント）や学歴（最大 20 ポイント）、職務経験年数（最大 15 ポイント）、年

間就労時間（最大 15 ポイント）、中国語レベル（最高 10 ポイント）、勤務地区（最高 10 ポイント）、年齢（最高 10 ポイント）

など全 10項目からなる『要素ポイント付与計算表（積分要素計分賦値表）』に基づいて算出されるもので、外国人人材に対する

分類管理、評価の基準となります。 

 

■ 手続き方法について 

① 『中華人民共和国外国人工作許可通知』の申請：雇用主である企業は、Web上の「来華工作管理サービスシステム」

において、「企業アカウント登録」を済ませた後に、『中華人民共和国外国人工作許可通知』の許可申請を行う。 

② 『Zビザ』の申請：中国駐日本大使館において、申請者本人が Zビザを取得。 

③ 『外国人工作許可証』の申請：中国へ入境後、15日以内に『外国人工作許可証』の許可申請を行う。 

 

■ 上海市当局のホットラインに確認したところ、新制度の運用についてはいまだ細部が確定されていない部分もあり、現段階

では個別の質問に対応できないことが多いとの事でした。来年 4月の全面施行に向けた過渡期の運用には留意する必要があ

ります。 

 

本質問については上海市での手続き方法を例に解答しております。各地域によって手続きが異なることがありますので、具体

的なご相談があれば、ひろしま産業振興機構国際ビジネス支援センター、もしくは広島上海事務所までお問い合わせください。 

中国ビジネスＱ＆Ａ 

来年、外国人就労許可制度の変更がなされると聞きました。具体的な変更内容とその影響について教えてください。 Q

．

   

          

 

 

 

. 

A

．

   

          

 

 

 

. 
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 拡大するムスリム市場の攻略に向けて重要なキーワードとなる「ハラル」について、専門家をお招きし、わ

かりやすく解説するセミナーとともに、個別相談会を開催いたします。 

 ハラルの基本とハラルビジネスの可能性について知っていただく良い機会となりますので、奮ってご参加い

ただきますよう、ご案内いたします。 

【日 時】 平成29年2月9日（木） 

(1) セミナー  13:30～15:00 

(2) 個別相談会 15:10～17:00 

【場 所】 広島県情報プラザ２階 第２研修室 

（広島市中区千田町三丁目7-47） 

【講 師】 一般社団法人 ハラル・ジャパン協会  代表理事 佐久間 朋宏 氏 

【内 容】 ・拡大するムスリム市場の現状 

・ハラルの基礎、ハラルビジネスの現状と可能性 

・ハラル認証制度について（輸出） 

・ローカルハラルとは（インバウンド向け販売） 

・ハラル認証を取得しないという選択 

【参加費】  無料 

【定 員】 (1) セミナー  40名程度 

(2) 個別相談会 先着3社、1社30分程度 

 

ハッピーからのお知らせ 

(公財)ひろしま産業振興機構、Agri & Foods Export Frontier, Hiroshima 

【講師紹介】地域経済活性のスペシャリスト。マーケティングが専門で国内外に精通し、特に販路拡大と
広報 PRを得意分野とする。ハラル（イスラム）ビジネスでは多数のセミナー・講演・企業研修を実施。 
ハラル認証団体ではなく、教育、調査、PRなどマーケティング支援団体の立ち位置で、イスラムビジネス
のプラットフォーム事業で地域の中小企業をサポート。海外のイスラム諸国 57 カ国とネットワーク構築
し、輸出・進出及びインバウンド対応を行う。 

 
ビジネスフェア中四国 201７ 
-中四国発・こだわり良品発掘メッセ-開催のご案内 

■開 催 日 時  平成29年（2017年） 
         2月3日(金) 10：00～17：00 商談会・名刺交換会［バイヤー等事業者対象］ 
         2月4日(土) 10：00～16：00 商談会・展示販売会［一般公開］ 

■会    場  広島市中小企業会館総合展示館（広島市西区商工センター１丁目14番1号） 

■出 展 者 数  144社・団体（平成28年12月5日時点） 

■入  場  料  無料 

■問い合わせ先  ビジネスフェア中四国実行委員会事務局（広島市経済観光局産業振興部商業振興課内） 
          TEL：082-504-2236 FAX：082-504-2259 

詳しくは同封のご案内をご覧ください。 

広島市からの

お知らせです 
ぜひ多数 

ご来場ください！！ 

同封の申込書 または、 

国際ビジネス支援センター 

のサイトの申込書をご利用 

ください。 

ハラルとは、イスラムの教えで「許されている」

という意味のアラビア語です。反対に「禁じら

れている」と言う意味の言葉はハラムです。 

ハラルやハラムはモノや行動が「神に許されて

いる」のか「禁じられている」のかどうかを示

す考え方です。 

 


