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TOP NEWS

日本企業との提携で業容拡大
コルフィナ、ＩＴ分野を中心に
インドネシアの新興企業であるコルフィナ・グループは、ＩＴ分野を中心に日本企業との関係を深めなが
らコングロマリット（複合企業）化を進めようとしている。複数の合弁会社を立ち上げ、日本でＩＴベン
チャーが 1990 年代後半に相次いで株式公開し、大手企業となった状況の再現を目指す。設立者のスルヤ
ント・ウィジャヤ最高経営責任者（ＣＥＯ）に聞いた。【大谷聡】

――日本企業との提携を進めています。
2008 年にＧＭＯインターネットとドメイン取得サー
ビスのジョイント・オペレーション（共同営業）を開始
したのを皮切りに、オンライン広告でサイバーエージェ
ント傘下のマイクロアド、不動産情報サービスでネクス
ト、金融商品比較サイトでＳＢＩホールディングス、ポ
イントサービスでリアルワールドと、それぞれ合弁会社
を立ち上げた。また当グループの投資先であるインドネ
シアの電子商取引（ＥＣ）サイト運営ブカラパック・ド
ットコムには、最近グリーが出資した。
インターネットビジネスは単体では難しい。ＥＣサイ
トはＢ to Ｃ（企業と消費者間）でもＣ to Ｃ（消費者
間）でも、モノを提供する側と購入する側がいて、相互
を結びつけるために物流や決済が必要になり、広告の需
要もある。各社の技術や資本を生かしながら、開発業
者、代理店、宣伝媒体、販売店といった業界の枠を超え
て共存共栄する「エコシステム」を形成したい。

ＩＴ企業の多くはベンチャーから出発し、1990 年代後半
に上場して規模を拡大した。その経験をインドネシアの
ＩＴ産業の発展に活用してもらいたい。学生時代に８年
間をすごした日本に対する思いも強く、両国の架け橋に
なりたいからだ。
インドネシアは人口２億 4,000 万人のうち 15〜44 歳
の若い世代が５割超で、潜在的なネットユーザーは多
い。普及率はまだ２割ほどで、東南アジア諸国の中でも
低いが、政府は 2015 年までにブロードバンドを全国に
普及させる目標を掲げており、成長の素地は整いつつあ
る。
今後 10 年以内にインドネシアのネットビジネス市場
が、日本よりも大きくなるのは確実だろう。現状でサー
ビスを提供する企業は少なく、日本企業にとっては参入
する絶好の機会だ。

――なぜ、日本企業なのでしょう。
日本企業の間では、飽和状態の国内から海外市場に活
路を見出す動きが加速しており、日本の技術や資本を取
り込みたいわれわれと利害関係が一致する。日本の大手
【ASIA】www.nna.jp/
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――牛乳石鹸共進社と組んで化粧品も販売して
います。
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――中長期的な目標は。

インドネシアでは、１人当たりの国内総生産（ＧＤ
Ｐ）が 3,000 米ドル（約 23 万 4,000 円）を越え、中間
所得層が増えたことで、値段が高くても「良いモノ」を
求める消費者が増えてきた。食料やベビー服など日本製
の良質なモノに対する需要は伸びるとみており、牛乳石
鹸との代理店契約はそうした需要の取り込みを狙う事
業戦略の一環だ。
日本には優れた中小企業が数多く存在しており、ＩＴ
に限らず、流通、ハイテクといった業種の進出がさらに
進めばと思っている。今年度中には日本事務所を開設す
る予定で、コンサルティングや共同出資パートナーとし
て日本企業のインドネシア法人の設立やＭ＆Ａ（買収・
合併）を支援したい。

日本企業と立ち上げたＩＴベンチャー企業を上場さ
せることだ。インドネシア証券取引所（ＢＥＩ）には、
赤字でも将来性を見越して上場できる市場がないため、
まず全事業で収益を上げることが目標となる。大企業に
育てることでＩＴ分野での日本のプレゼンスを高める
ことにつながると考えている。

＜会社概要＞
コルフィナ・グループ：1997 年設立の財務コンサル
タント会社コルフィナ・ミトラクレアシと、投資会社
コルフィナ・キャピタル、ＩＴコンサルタント会社テ
レマティカ・ミトラクレアシを中核とするグループ。
合弁会社を合わせたグループ 10 社の従業員数は 150
人。投資会社は約 200 億円の資金を運用する。
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【ＩＴ】日本企業との提携で業容拡大
【労働】来月に全国工業団地でデモ、金属労連は３日
【車両】川崎重工が二輪新工場を着工、14年１月稼働
【ＩＴ】ソフトバンクBB、簡易消費者調査を開始
【ＩＴ】携帯電話最大手、破産命令に対して上告
【経済】来年の経済成長率6.1％、シティが下方修正
【車両】来年の新車販売台数、前年５％増の105万台
【食品】カカオ豆加工、今年は４社が345億円投資
【製造】プラ下流産業が来年に値上げ、電気料値上げで
【農水】ゴム輸出、来年３月まで11.7万トン削減
【農水】12社の伐採権、要件満たせずはく奪へ
【資源】石油ガスのコスト回収枠、来年２％増に合意
【資源】米鉱山ニューモント、製錬所建設に消極的
【金融】銀行損失データ管理システム、来年１月に始動
【商業】小売業の直営店150店に制限、FC規制で
【建設】隣国不動産大手２社、投資に関心
【運輸】仏エファージュ、首都空港鉄道の建設に関心
【運輸】航空上限運賃の10％引き上げ、協会が要請
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【社会】廃棄物投棄場で爆発、作業員のたばこ原因か
周辺各地のニュース
【製造】日本伸管、タイに海外初工場
【車両】タイの新車販売、８月も13万台近く
【製造】《日系進出》ＪＵＫＩ、カンボジアに販売拠点
【公益】韓国企業、ベトナムの風力発電市場に関心
【運輸】星〜羽田便の昼間運航可能に、両国合意
【車両】隣国自動車販売、ホンダが３カ月ぶり４位
特集
【ビジネス法務】第22回 上場会社を買収する
【書籍ランキング】9月10日〜9月16日
マーケット情報、その他
商品市況
クロスレート
マーケット情報 為替と株式
各地のコラム
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ジャカルタ特別州の知事選
の決選投票が終わった︒下馬
評通り７月に実施された第１
回目の選挙で圧勝したジョ
コ・ウィドド氏︵通称ジョコ
ウィ ︶とバスキ氏の正副知事
候補の当選が確定的となっ
た︒
地元に支持基盤を持たない
両氏は︑インターネット上で
ゲームを公開したり︑動画投
稿サイトでラップ歌手に﹁汚
職︑渋滞をはじめとする問題
を抱えているが︑ジョコウィ
とバスキなら変えられる！﹂
などと歌わせたりして︑若年
層を中心に変革を訴えた︒そ
の他の選挙戦略も功を奏し︑
得票差は ポイント近くと完
勝した︒
任期が切れる５年後には︑
大量高速公共交通システム
︵ＭＲＴ︶など新たな都市交通
インフラが完成するほか︑汚
職が少しでも減っていること
にジャカルタ市民は期待を寄
せている︒ラップ音楽が唱え
るように勢いよく改革を断行
できるのか︒市民でなくとも
気になるところだ︒︵樹︶
10

ジョブストリートが先週末開催
した大学院生向け就職フェア、日
系企業も出展した＝マレーシア
（ＮＮＡ撮影）
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【インドネシア−労働】

来月に全国工業団地でデモ、金属労連は３日
労働組合が全国の工業団地で企画している大規模な
デモが、来月初めに実施されることが明らかになった。
インドネシア金属労連（ＦＳＰＭＩ）は、来月３日に予
定しているようだ。
ＦＳＰＭＩは、アウトソーシング（外部委託）制度と
低賃金に対して抗議するほか、2014 年から事業者負担に
よる医療保険制度の開始を要求する。中央執行部は各支
部の幹部に、同日午前９時〜午後５時半に実施するデモ
に向け、他の労組と協力し、できるだけ多くの参加者を
集めるよう通知した。
22 日付リパブリカによると、労働組合連盟（ＫＳＰＳ
Ｉ）のアンディ代表は、最低賃金を決定する際に目安と

なる適正生活水準（ＫＨＬ）に関する要求を労働・移住
省が認めない場合、
「来月第１週に、全国 41 カ所の工業
団地で約 300 万人を動員してデモを実施する」と明らか
にした。警察からデモの許可は取得済みとしている。
ＫＳＰＳＩは、政府が先にＫＨＬの構成要素を従来の
46 品目から 60 品目に増やしたのに対し、86 品目まで拡
大することを要求。全国一斉デモをちらつかせること
で、政府との話し合いを優位に進めたい考えだ。
一方、ムハイミン労働・移住相は「政府は、ＫＨＬの
構成要素を国家賃金委員会の提言を上回る 60 品目に増
やしたばかりだ」と強調し、労働者の要求に応じない姿
勢を表明した。

【インドネシア−車両】

川崎重工が二輪新工場を着工、14年１月稼働
川崎重工業は、インドネシアで二輪車の新工場を着工
したと明らかにした。年産能力は 14 万台で、2014 年１
月に稼働する予定。先進国向けモデルの生産も視野に入
れている。【大谷聡】

ジャカルタ郊外にある西ジャワ州ブカシ県のＭＭ
2100 工業団地内で、今月７日に着工式を実施した。15
万平方メートルの敷地に約５万平方メートルの建屋を
設置する。総投資額は 60 億円。敷地には余裕があり、

【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

建屋の拡張が可能となっている。
東ジャカルタで操業する現工場の生産を 16 年までに
新工場に集約する予定だ。インドネシアでの年産能力は
８万 5,000 台で、新工場により 1.6 倍に引き上げる。
22 日にジャカルタを訪問した高田廣常務は「タイ工場
では７〜８年前から先進国モデルを生産し、品質の安定
化を図ってきた。インドネシア工場も 14 年の生産開始
後の実績を見て、先進国モデルの生産を検討したい」と
述べた。
二輪車輸出拠点は日本、米国、タイに置いており、イ
ンドネシアはフィリピン、マレーシア、ブラジルととも
に主に現地需要向けの生産拠点。世界戦略車のロードス
ポーツモデル「ニンジャ 250」
（排気量 250cc）を、販売
が好調なインドネシアで生産することを検討している。
川崎重工は同日、インドネシアで世界に先駆けて８月
１日に発売したニンジャ 250 にアンチロックブレーキ
システム（ＡＢＳ）仕様の追加投入を発表した。
ニンジャ 250 は、07 年にインドネシア市場にニンジ
ャ・シリーズを投入してから最初のフルモデルチェンジ
車で、完成車（ＣＢＵ）をタイから輸入する。世界で１
年間に６万 5,000 台の販売を計画しており、インドネシ
アでは全体の４割弱となる２万 4,000 台を目指す。
ニンジャ 250 のジャカルタでの販売価格は 4,990 万
ルピア（約 41 万円、警察登録料込み）。11 月に発売予定
のＡＢＳ仕様の価格は未定。

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

［4］The Daily NNA インドネシア版【Indonesia Edition】 第 03867 号

2012 年（平成 24 年）9 月 24 日（月）

【インドネシア−ＩＴ】

ソフトバンクBB、簡易消費者調査を開始
ソ フ ト バ ン ク BB （ 東 京 都 港 区 ）
は、海外モバイルユーザーを対象と
した簡易消費者調査サービス「モバ
イルアンケートサービス」
（仮）を今
月に開始した。まず成長著しいイン
ドネシアで展開している。
新興国における消費者調査は、企
業の進出対象国の選定などには欠か
せない活動のひとつだが、従来の対
面や電話調査では費用や時間が多く
かかり、気軽に実施できないのが実

情。同社は携帯電話のショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）を利用す
ることで、短時間、低価格な調査を
実現した。
ソフトバンク BB 情報システム本
部モバイルソリューションサービス
チーム担当者は「早い、安い、簡単
が、このサービスの特長」と強調。
納品は数日で可能で、費用は翻訳料
金を含めて数万円、ユーザーは日本
語で質問を作るのみで事済むと説明

した。
自社製品やサービスに対する興味
や普段の生活様式を容易に調査する
場合などに最適であるほか、質問作
成の支援サービスや視覚的な結果レ
ポート作成などのサポートメニュー
も用意している。
来月にはベトナム、その後も順次
アジア諸国を対象に同様のサービス
を展開する予定だ。

【インドネシア−ＩＴ】

携帯電話最大手、破産命令に対して上告
携帯電話サービス最大手テルコム 通しを示している。
セルは、中央ジャカルタ商業裁判所
21 日付ストレーツ・タイムズによ
から受けている破産命令に対して上 ると、シングテルは「テルコムセル
訴する考えを明らかにした。35％を の資産は６月末時点で 35 兆ルピア
出資するシンガポールの通信最大手 （約 2,880 億円）に達している」と指
シンガポール・テレコム（シングテ 摘し、破産命令は不当との立場を表
ル）も、テルコムセルの財務は健全 明した。
テルコムセルは 14 日に、商業裁判
で、破産を命じた判決が覆るとの見

所から破産手続きを開始するように
命じられていた。同社のプリペイド
サービス販売業者プリマ・ジャヤ・
インフォマティカに対する 53 億ル
ピアの支払いが滞ったためだ。
テルコムセルは今回の件で、顧客
やサービスが影響を受けることはな
いと強調している。

【インドネシア−経済】

来年の経済成長率6.1％、シティが下方修正
米シティバンクは、インドネシア
の来年の国内総生産（ＧＤＰ）成長
率が 6.1％になるとの見通しを明ら
かにした。世界的な景気低迷で輸出
の回復が遅れるとみており、前回予
想時の 6.3％から 0.2 ポイント引き
下げた。
シティの予測は、インドネシア政
府の目標値である 6.8％、世界銀行
の予想値 6.4％、ＮＮＡが地元７人
のエコノミストを対象とした調査で

明らかになった平均値の 6.5％をそ
れぞれ下回った。
22 日付ジャカルタ・グローブが伝
えたところによると、シティのエコ
ノミストであるヘルミ氏は、欧州や
中国を中心に主要輸出先の経済が低
迷を続けるため輸出が減少し、経済
成長率が鈍化すると説明した。
同社はインドネシアの最大の輸出
先である中国の来年の経済成長率が
今年見込みの 7.9％から 7.6％、３位
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の米国が 2.2％から 1.9％に減速し、
４位の欧州がマイナス 0.9％にとど
まると予想している。
ヘルミ氏は為替相場に関しては、
今後１年間で１米ドル＝ 9,850 ルピ
アまでルピア安が進むとの見込みも
示した。電気料金の値上げでインフ
レ率が５％となることが影響すると
の見方からだ。足元のルピアの対米
ドル相場は 9,600 ルピア弱となって
いる。
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【インドネシア−車両】

来年の新車販売台数、前年５％増の105万台
インドネシア自動車製造業者協会
（ガイキンド）は、来年の新車販売台
数が今年見込み比で５％増の 105 万
台にとどまるとの見通しを明らかに
した。欧州経済の低迷や自動車ロー
ン規制などが販売を押し下げる可能
性があるとみているためだ。21 日付
地元各紙が伝えた。
スディルマン会長（アストラ・ダ
イハツ・モーター社長）は、
「あくま
でも悲観的なシナリオ」であること

を強調した上で、いまだに先行きの
見えない欧州経済の減速がインドネ
シア経済に及ぼす影響を懸念してい
ると表明。政府が補助金燃料の引き
上げを計画していることや、電気料
金の値上げによるサプライヤーの経
営圧迫などもマイナス要因になると
指摘した。
中央銀行が６月に導入した自動車
ローンの頭金を最低 30％以上（ノン
バンク経由は 25％）とする規制の影

響については、９月以降の販売状況
を注視する必要があるとの認識を示
した。
ガイキンドはローン規制の施行後、
今年の自動車販売が前年実績の 89
万 4,000 台 を や や 下 回 る 87 万
5,000 台にとどまるとの見通しを示
していた。ただ８月までは９カ月連
続で前年同月を上回っており、今の
ところ影響はみられない。

【インドネシア−食品】

カカオ豆加工、今年は４社が345億円投資
飲食大手４社によるカカオ豆加工
施設への今年の投資額が４兆 1,900
億ルピア（約 345 億円）となった。
カカオ豆が輸出関税の課税対象にな
って以来、各社は投資を加速させて
いる。21 日付インドネシア・ファイ
ナンス・トゥデーが伝えた。
産業省によると、スイス系ネス
レ・インドネシアが西ジャワ州カラ
ワン県の工場建設に１兆 9,000 億ル

ピアを投資。食品最大手インドフー
ド・スクセス・マクムールの子会社
インドラクトは東ジャワ州パスルア
ンに１兆 2,400 億ルピア、マヨラ・
インダはバンテン州タンゲランに
7,500 億ルピア、英蘭系日用品大手
ユニリーバの現地法人ユニリーバ・
インドネシアは西ジャワ州ブカシに
3,000 億ルピアを投じた。
政府は、2010 年に財務相令『10 年

第 67 号』を発効。カカオ豆やパーム
原油（ＣＰＯ）などに輸出関税を適
用した。国内加工を促し、現在は加
工済みカカオの輸出量は全体の９割
を占めている。インドネシア・カカ
オ産業協会（ＡＩＫＩ）によると、
今年の国内消費量は前年比 43％増
の４万トンと大きく伸びる見込み
だ。

【インドネシア−製造】

プラ下流産業が来年に値上げ、電気料値上げで
インドネシア下流プラスチック協
会（Aphindo）は、来年に包装容器を
含む下流プラスチック産業の販売価
格が上昇するとの見込みを明らかに
した。17 日に国会が電気料金を平均
15％値上げする政府案に合意したこ
とで、各企業が生産コストの上昇分
を価格に転嫁するとみている。21 日

付インドネシア・ファイナンス・ト
ゥデーが伝えた。
チョクロ会長は「値上げは最終手
段だが、生産効率の向上だけでは大
幅な電気料金の上昇分を吸収できな
い」と指摘。インフレへの懸念もあ
らわにし、需要も鈍化するとの見通
しを示した。

一方で、今年の下流プラスチック
産業はプラス成長を保つとみている。
総販売額は約 45 億米ドル（約 3,520
億円）で、前年から最大８％増える
と予想。消費財の需要が増えるほか、
自動車メーカーの増産と現地調達率
の引き上げが進行していることなど
を理由に挙げた。

【インドネシア−農水】

ゴム輸出、来年３月まで11.7万トン削減
インドネシア・ゴム業者協会
（Gapkindo）は、来月から来年３月ま
での輸出量を 11 万 7,000 トン削減
すると明らかにした。マレーシア、
タイと構成する国際ゴム評議会（Ｉ
ＴＲＣ）の合意に基づく措置で、在
庫調整により価格の押し上げを狙
う。
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

３カ国で計 30 万トンを削減する。
マレーシアの削減量は４万 3,000 ト
ン、タイは 11 万 4,000 トン。
21 日付ビスニス・インドネシア
（電子版）がゴム業者協会のダウド会
長の発言を伝えたところによると、
インドネシアは 10〜12 月に毎月２
万 3,400 トンずつ削減し、来年１〜

３月にさらに４万 6,800 トンを減ら
す。
協会は当初、今年のインドネシア
のゴム輸出量を前年比 10％減の 228
万トンと予想していた。今回の合意
を受け、輸出量は 216 万トンに減少
する見通しだ。
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【インドネシア−農水】

12社の伐採権、要件満たせずはく奪へ
政府が進める森林事業認可の見直
しで、12 社が所有する森林伐採権
（ＨＰＨ）がはく奪されることが確実
視されている。事業者に義務付けら
れた作業計画を提出できないためだ。
関連業界は、作業計画の編成には高
額な費用がかかり、事業者の負担に
なっていると指摘。政府に理解を求
めている。21 日付ビスニス・インド
ネシアが伝えた。
政府が５年ごとに実施する定期的

森林全体目録調査（ＩＨＭＢ）で、
事業者には作業計画の提出が義務付
けられている。
インドネシア森林業者協会（ＡＰ
ＨＩ）のラハルジョ副会長は、作業
地域地図や立木調査に基づく潜在立
木などを盛り込む作業計画を編成す
るために「10 億ルピア（約 820 万
円）以上が必要になる」と指摘した。
政府による天然林事業の整備・再編
には「大いに賛同している」と述べ

た上で、費用支出を伴う多くの規定
が事業者の負担を増大していると窮
状を訴えた。
政 府 は 既 に ２ 社 か ら 合 計 10 万
5,600 ヘクタールの伐採権をはく奪
した。このほか 35 社が、伐採権のは
く奪前に出される３度目の警告を受
ける恐れがあるという。ラハルジョ
副会長は、政府がこれら 35 社に対
し、作業計画の提出期限に猶予を与
えるよう求めた。

【インドネシア−資源】

石油ガスのコスト回収枠、来年２％増に合意
政府と国会予算委員会は、石油・
ガス鉱区の生産分与契約を締結する
事業者に、生産物の一部を支出コス
トの回収に充てることを認めるコス
ト回収の全体枠を、来年度は 155 億
4,000 万米ドル（約１兆 2,100 億円）
相当とすることに合意した。鉱区か
らの収入が増えるとみているためで、
今年度補正予算から 2.2％拡大する。
22 日付インベストール・デイリーな
どが伝えた。

国会予算委のサトヤ委員は、西パ
プア州タングの液化天然ガス（ＬＮ
Ｇ）施設から中国福建省向けや、他
鉱区のガスの国内向け価格改定など、
既存契約の見直しにより、来年は石
油・ガス鉱区からの国家収入の増加
を見込んでいると説明した。
今年度補正予算のコスト回収の全
体枠 151 億 6,000 万米ドルの内訳は、
生産鉱区の増進回収法（ＥＯＲ）の
導 入 な ど 設 備 投 資 向 け が 76 億

5,700 万米ドル、探査後の開発向け
が 33 億 4,900 万米ドル、行政手続き
向けが 12 億 2,000 万米ドル、探査向
けが 11 億 6,600 万米ドルなど。
コスト回収が最大なのは、原油生
産が米シェブロン・パシフィックへ
の 31 億 1,300 万米ドル、ガス生産が
フランスのトタルＥ＆Ｐへの７億
8,200 万米ドルとなっている。

【インドネシア−資源】

米鉱山ニューモント、製錬所建設に消極的
米鉱山ニューモント・マイニング
が、インドネシア政府が求める製錬
所の建設に消極的な姿勢を示してい
る。事業の採算性が確保できないと
みているためだ。政府は鉱業契約の
見直しと合わせて要請しているが、
交渉は難航している。
22 日付ジャカルタ・ポストなどに
よると、現地法人ニューモント・ヌ
サ・トゥンガラ（ＮＮＴ）の広報担
当者ルディ氏は「当社の調査結果で、
精錬所を建設しても採算が合わない
ことが分かった」と説明。これまで
通り、必要に応じて金・銅鉱石の製

錬を他社に任せることが望ましいと
の考えを明らかにした。
ＮＮＴは現在、採掘した鉱石の約
半分の加工を東ジャワ州にある製錬
会社スメルティング・グレシクに依
頼。残りは中長期契約に基づいて輸
出している。
エネルギー・鉱物省のタムリン鉱
物石炭局長は、ＮＮＴの意向を認識
していると指摘した上で、2014 年か
ら未加工鉱物の輸出を全面的に禁止
する政策に従い、今後も粘り強く製
錬所の建設を要請すると強調した。
貿易省のデディ貿易局長によると、
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今年５月から施行された輸出を実質
的に禁止する措置を、製錬所の建設
計画の提出などの条件を満たすこと
で免除される企業数が現時点で 71
社に増えた。認可を受けた企業は
20％の輸出税を支払うことで 14 年
までの出荷が認められる。
一方でＮＮＴやフリーポートを含
む外資系の鉱業社は、政府と締結済
みの鉱業契約に基づいて輸出を続け
ることを主張。ロイヤルティーの引
き上げなどを含めた交渉が難航して
いる。
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【インドネシア−金融】

銀行損失データ管理システム、来年１月に始動
中央銀行傘下の銀行開発機関（Ｌ
ＰＰＩ）は 21 日、国内銀行の損失デ
ータを管理する外部損失データコン
ソーシアム（ＫＤＫＥ）を来年１月
に始動する計画を明らかにした。各
銀行の経営リスク回避に活用する。
システムは、英リスク・ビジネス・
インターナショナルの協力を得て構
築する。
22 日付ビスニス・インドネシアに

よると、リスク・ビジネスのマイク・
フィンレー最高経営責任者（ＣＥＯ）
によると、同様のシステムを導入す
るのはインドネシアが世界で 12 カ
国目で、東南アジア諸国連合（ＡＳ
ＥＡＮ）では初めてという。
中銀のムルヤ銀行調査・規定課長
は、会員となった銀行だけにシステ
ム接続を許可するほか、匿名でデー
タを保存するため、どの銀行の損失

データかを特定されることはないと
説明した。
現在、銀行最大手の国営バンク・
マンディリ、民間最大手バンク・セ
ントラル・アジア（ＢＣＡ）、国営バ
ンク・ヌガラ・インドネシア（ＢＮ
Ｉ）、民間バンク・プルマタ、ジャカ
ルタ州営バンクＤＫＩなど 16 行が
会員になっているという。

【インドネシア−商業】

小売業の直営店150店に制限、FC規制で
政府は、フランチャイズ（ＦＣ）
のライセンスを受けた小売り企業の
直営店舗数を 150 店以下に制限する
方針を明らかにした。政府案と業界
からの要望を踏まえた折衷案を採用
した形だ。地元各紙が 21 日付で伝え
た。
貿易省国内商業局のグナルヨ局長
によると、政府は当初、直営店舗数
を 100 店に制限する案を提示したが、

業界からは 200 店とするよう要望が
上がった。
150 店舗以上の店舗を展開する場
合には、フランチャイズ化すること
が求められる。ただし新規参入企業
だけを規制の対象とするのか、既存
企業の運営店舗も含めるのかなど、
詳細は言及していない。
政府のＦＣ事業に関する政策をめ
ぐっては、インドネシアに進出を計

画している外資系企業も正式決定を
待っているところだ。インドネシ
ア・フランチャイズ・ライセンス協
会（Ｗａｌｉ）は先に、マレーシア、
韓国、米国、オーストラリアなどの
８社が、小売り、喫茶店、教育、美
容室などの事業で参入を計画してい
ると明らかにしていた。

【インドネシア−建設】

隣国不動産大手２社、投資に関心
マレーシアの不動産開発大手イー
21 日付ビスニス・インドネシアに
スタン＆オリエンタル（Ｅ＆Ｏ）と、 よると、同社のリチャード副社長は
ＳＰセティアの２社が、インドネシ 「市場調査には２〜３年かかり、投資
アでの投資に関心を示している。Ｓ を決定するのはその後だ」と説明。
Ｐセティアのリウ・ケーシン社長兼 ジャカルタはベトナム、シンガポー
最高経営責任者（ＣＥＯ）は、今年 ル、オーストラリア、中国に続く５
４月に開設した駐在員事務所を通じ 番目の投資先候補との認識も示し
て、インドネシアで市場の潜在性を た。
調査する考えを表明。地元不動産開
Ｅ＆Ｏのエリック・チャン・マネ
発業者と提携する可能性も示唆し ジングディレクターも、地元企業と
た。
協業して不動産事業を展開すること

【ASIA】www.nna.jp/
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に関心を表明。ブランド浸透を進め
ながら、向こう数年は市場の可能性
を模索したい意向をみせた。
世界不動産連盟（ＦＩＡＢＣＩ）
アジア・太平洋地域担当のルスミン
事務局長は、このほかシンガポール、
日本、韓国、香港、欧州の企業もイ
ンドネシアで不動産事業への投資に
関心を持っていると明らかにした。
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【インドネシア−運輸】

仏エファージュ、首都空港鉄道の建設に関心
フランスの建設大手エファージュ
は、インドネシア政府が 2014 年に開
通を目指す南ジャカルタ・マンガラ
イとスカルノ・ハッタ国際空港を接
続する高速鉄道の建設に強い関心を
示している。近いうちに関係者がジ
ャカルタを視察する予定だ。21 日付
ジャカルタ・グローブなどが伝えた。
同事業への参画意欲は、インドネ
シアの投資調整庁（ＢＫＰＭ）が先

ごろロンドンで開催した官民連携
（ＰＰＰ）事業の説明会で、エファー
ジュのジャック・ニコラス・オジュ
代表が明らかにした。同代表は、１
日で事業内容を把握することはでき
ないとの認識を示した上で、
「詳細を
話し合うため、近日中にジャカルタ
を訪問する」と明言した。
空港接続鉄道の建設計画は、国営
空港運営アンカサ・プラＩＩと国鉄

クレタ・アピが進める通勤鉄道と、
ＰＰＰで建設する高速鉄道がある。
高速鉄道の総工費は 11 億米ドル（約
860 億円）で、総延長は 19 キロメー
トルだ。
現在は事業化調査の段階。エファ
ージュのほか、日本、米国、スペイ
ンなどの企業が参画に意欲を見せて
いる。

【インドネシア−運輸】

航空上限運賃の10％引き上げ、協会が要請
インドネシア航空会社協会（ＩＮ
ＡＣＡ）は、政府が定める航空運賃
の上限水準を 10％引き上げるよう
求めた。原油価格の上昇やルピア安
などで運航コストが拡大しており、
2010 年に設定された運賃水準は現
状にそぐわないためだ。地元各紙が
21 日付で伝えた。
エミルシャ会長（国営ガルーダ航
空社長）は 20 日に開かれた総会で、
運航コスト増大の要因として、最低
賃金や航空燃料価格の上昇とルピア

相場の低下を挙げ、上限運賃を規定
した運輸相令『10 年第 26 号』の改
定を要請した。
運輸省のヘリー空運局長はこれに
対し、政府が上限運賃を規定するの
は消費者保護のためと説明。国民の
購買力を踏まえて、業界の提案を検
討していく考えを示した。
現行の上限運賃は、ジャカルタ〜
デンパサール路線で 147 万 8,000 ル
ピア、ジャカルタ〜スラバヤ路線で
120 万 6,000 ルピアなどと設定され

ている。
エミルシャ会長はこのほか、航空
機リースにかかる 20％の税金を撤
廃することも求めた。東南アジア諸
国連合（ＡＳＥＡＮ）域内でインド
ネシアだけが航空機リースに課税し
ていると指摘。2015 年のＡＳＥＡＮ
航空自由化（オープンスカイ）に備
え、国内航空会社の競争力を高める
必要があると強調した。

【インドネシア−社会】

廃棄物投棄場で爆発、作業員のたばこ原因か
東ジャワ州スラバヤ市にある産業
廃棄物の投棄場で 22 日、爆発と火災
が発生し、作業をしていた２人が死
亡、１人がやけどを負った。被害者
が吸っていたたばこが、接着剤の空
き缶から出る揮発性物質に引火した
疑いだ。23 日付コンパスなどが伝え
た。

スラバヤ警察によると、事故が起
こったのはマルゴムリヨ地区の製塩
所に囲まれた縦 20 メートル、横 30
メートルの敷地で、工場から出る空
き缶、ゴム、プラスチックなどの廃
棄物を投棄していた。
午前 10 時過ぎに爆発が発生し、敷
地内にあった木製の小屋が焼失。市
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消防局が約 15 分後に駆けつけ、６メ
ートル四方に広がった火を消し、現
場から男性２人の遺体を発見した。
被害者は 45 歳と 40 歳の男性で、
廃棄物を選定して購入するため現場
に来ていた。警察は投棄場の持ち主
に詳しく話を聞いている。
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【タイ−製造】

日本伸管、タイに海外初工場
日本伸管（埼玉県新座市）は 21
日、タイ中部アユタヤ県ロジャナ工
業団地の新工場を竣工した。日系Ｏ
Ａ機器メーカーなどがタイ生産を拡
大していることを受け、アルミ部品
を供給する。初の海外生産拠点で、
タイを皮切りに周辺国にも販路を広
げ、新たな成長の柱に育てる考えだ。
投資額は約５億円。
細沼哲夫会長は竣工式で「海外進
出の誘いをもらった後、多くの方々
からアドバイスや指導を受けてここ
まで来た。新工場を拠点に社員一丸
となって、顧客のニーズに答えるべ

く、日本と同様の高精度、高品質の だ。
製品を造っていく。地元にも貢献し、 タイで生産するのは、コピー機内
愛される企業となるべく尽力した で紙にインクを乗せる機能を果たす
い」とあいさつした。
「感光ドラム」と、そのドラムにトナ
日本伸管は、通常の熱間による押 ーを乗せるための「マグネットロー
出加工ではなく、冷間による引抜加 ル」。製品の精度に加え、納期など生
工で精度、強度の高いアルミ管製品 産管理体制も売りにしてタイで拡販
を作る技術が強み。日本では埼玉県 を目指す。８月から試験生産を開始
の本社工場と福島県西郷村の白河工 しており、10 月半ばにも本格生産に
場を構える。タイでは、白河工場が 入る。従業員は 30 人ほどの態勢でス
主力とするＯＡ機器向け部品を生産 タート。新工場の生産量は 2013 年に
する。ただ、日本からの生産移管は 主力の感光ドラムを年 100 万本、14
行わない。日本国内の需要が伸び悩 年に 150 万本を見込む。
む中、タイで新たな販路を拡大し、
全社の売り上げに上乗せしたい考え

【タイ−車両】

タイの新車販売、８月も13万台近く
タイの８月の国内新車販売台数は
前年同月比 63.9％増の 12 万 9,509
台となった。13 万台を突破した前月
からはやや減少したものの、３カ月
連続で 12 万台を超える高水準が続
いている。タイ国トヨタ自動車（Ｔ
ＭＴ）が各社の統計を取りまとめて
発表した。１〜８月の累計では前年
同期比 48.6％増の 86 万 7,703 台に
達し、東日本大震災やタイの大洪水
で打撃を受けた昨年の通年実績を上
回った。
８月の販売をカテゴリー別に見る
と、乗用車が 71.7％増の６万 1,044
台、商用車が 57.4％増の６万 8,465
台で、商用車の大半を占める１トン
ピックアップトラックは 61.4％増
の５万 3,180 台だった。
メーカー別販売は、トヨタが４万
4,478 台でシェア 34.3％を占めてト
ップ。いすゞが２位で１万 8,933 台
（ シ ェ ア 14.6 ％ ）、 ホ ン ダ が １ 万
8,162 台（14.0％）、三菱が１万 1,653
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台（9.0％）、日産と続いた。伸び率
は、ホンダが前年に東日本大震災の
影響で落ち込んでいた反動で
146.8％伸びたほか、エコカー「ミラ
ージュ」などが好調な三菱も 77.1％
増と躍進した。
日 本 メ ー カ ー 全 体 で は 11 万
3,312 台となり、市場全体の 87.5％
を占めた。日系以外では、米シボレ
ーとフォードの２社がいずれも前年
同月から２倍以上に販売を伸ばし、
メーカー別で６位と８位に入った。
10 位以内の残る８社は全て日系メ
ーカー。

れぞれ前年同月の 6.8 倍、5.5 倍に
販売を伸ばした。
１トンピックアップトラックでも、
ト ヨ タ が ２ 万 2,730 台 で シ ェ ア
37.6％を占めて首位。いすゞが１万
7,661 台（29.2％）、三菱が 7,522 台
（12.5％）と続いた。４位のシボレー
は前年同月の 4.5 倍、マツダとフォ
ードも３倍以上に販売を伸ばした。
いずれも新モデルが好調だ。

８カ月で昨年超え

１〜８月の全体の販売台数は前年
同 期 比 48.6 ％ 増 の 86 万 7,703 台 。
８ カ 月 で 昨 年 通 年 実 績 の 79 万
新モデルで追い上げ
4,081 台を上回った。年内が予約期
乗用車ではトヨタが１万 9,533 台 限となっている政府の１台目購入支
を占め、シェア 32.0％でトップ。ホ 援策が追い風となっているほか、年
ン ダ が １ 万 7,815 台 （ シ ェ ア 末にはモーターショーも控えており、
29.2％）、日産が 6,606 台（10.8％） 通年で 120 万台を突破する勢いだ。
と続いた。伸びが大きかったのは、
エコカーが好調な三菱とスズキ。そ
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【ベトナム−製造】
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《日系進出》

ＪＵＫＩ、カンボジアに販売拠点
工業用ミシンで世界最大手のＪＵ
ＫＩは、10 月にカンボジア・プノン
ペンに工業用ミシンの販売・サービ
ス拠点を開設する。これまではシン
ガポールにある現地法人ＪＵＫＩシ
ンガポールから出張ベースで販売し
ていたが、カンボジアに進出する縫
製メーカーが増えていることから、
販売体制を強化する。
カンボジアでは現地法人を設立せ
ずに、ＪＵＫＩシンガポールの支店
を設立する。社員は当初７人。工業
用ミシンの販売のほか、コンサルテ
ィング業務、製品のメンテナンスな
どのアフターサービスも手掛ける。
カンボジアでは付加価値が高いミ

ドル〜ハイエンド・モデルのミシン
の需要が高いため、日本や中国工場
で生産した製品を販売する。数年後
に、ベトナムの年間販売額と同程度
の約 30 億円の売上高を目指す。
ベトナムでもカンボジア同様、ミ
ドル〜ハイエンド・モデルが多く使
われる。以前はＪＵＫＩシンガポー
ルを通じて製品を販売していたが、
今年５月に販売・アフターサービス
を手掛ける現地法人ＪＵＫＩマシナ
リー・ベトナムをホーチミン市に立
ち上げた。
ベトナムには工場もあり、現地子
会社ＪＵＫＩベトナムがホーチミン
市タントゥアン輸出加工区で 1995

年から部品を製造しているが、昨年
４月ごろから工業用ミシンの組み立
ても開始した。１台数万円程度のロ
ーエンド・モデルを生産し、主に中
国、ブラジル、インド、インドネシ
アなどへ輸出している。
ＪＵＫＩの広報担当者によると、
ＪＵＫＩベトナムの生産台数は明ら
かにできないが、全体の１割弱程度
という。今後の販売状況を見ながら、
生産台数を増やしていく計画だ。Ｊ
ＵＫＩのミシン組み立て工場は、ベ
トナムのほか、日本２カ所、中国２
カ所にある。

【ベトナム−公益】

韓国企業、ベトナムの風力発電市場に関心
韓国の再生エネルギー関連企業が
ベトナムの風力発電の潜在性や投資
規制を調査中だという。韓国電力公
社（ＫＥＰＣＯ）の幹部が明らかに
したもので、23 日付ベトナムネット
が報じた。
ＫＥＰＣＯのウォン・ヨンジン氏
によれば、21 日までホーチミン市７
区で開催された電気や電気設備の見
本市「第４回エレネックス・ベトナ
ム」に、韓国企業 20 社が参加。この
うち５社は再生エネルギーに特化し
た企業で、風力発電を中心とした再

生可能エネルギー市場参入を目的に
地場協力企業を探したという。
ヨンジン氏は「ＫＥＰＣＯは現在、
中国と米国と共同で風力発電プロジ
ェクトを進行中だ。ベトナムの沿岸
省でも近い将来、風力発電開発を手
掛けたい」と述べた。
ＫＥＰＣＯは風力発電のほかにも、
原子力発電所の建設を巡ってベトナ
ム政府と交渉を重ねている。
ＫＥＰＣＯは 2009 年末、アラブ首
長国連邦（ＵＡＥ）との間でアラブ
諸国初となる原子力発電所の建設を

ＥＰＣＭ（設計・調達・建設管理）
契約で受注。同社はベトナムの再生
エネルギー市場を有望視しており、
ベトナムの電力会社とともに原子力
発電技術を共有したいとしている。
「第４回エレネックス・ベトナム」
は 19〜21 日に開催され、ベトナム、
日本、ドイツ、中国、韓国、台湾、
シンガポールなど世界 22 カ国・地域
から 200 社以上がブースを出展。発
電機や配電・送電設備、電源管理シ
ステムなど、最新の電気設備を紹介
した。

【シンガポール−運輸】

星～羽田便の昼間運航可能に、両国合意
日本の国土交通省とシンガポール
の航空当局は、羽田空港の昼間時間
帯（午前６時〜午後 11 時）の運航に
ついて合意した。
同空港は早ければ 2014 年３月に
も昼間時間帯の国際線発着枠を３万
回から６万回に増やす計画で、今回
の合意はこの動きに伴うもの。日本
とシンガポールで１日２便ずつ運航
できるようになる。現在はすべて深
夜・早朝便となっている。

両国間の航空便の運航状況は、日
本側が旅客便週 35 便、貨物便同６便
を運航。内訳は▽日本航空（ＪＡＬ）
＝羽田便、成田便をそれぞれ週７便
▽全日空＝羽田便を同７便、成田便
を 14 便▽日本貨物航空（貨物便）＝
成田便を６便（うち１便は関西経由）
となっている。シンガポール側は旅
客便 69 便、貨物便５便で、シンガポ
ール航空（ＳＩＡ）が成田便７便、
成田経由ロサンゼルス便７便、羽田
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便 14 便、関西便 11 便、中部便７便、
福岡便５便を運航。ＳＩＡカーゴ（貨
物便）が成田便４便、関西便１便、
格安航空会社ジェットスター・アジ
アが台北経由関西便 14 便、マニラ経
由関西便４便を就航している。
このほかＳＩＡ傘下の中・長距離
格安航空会社スクートが 10 月 29 日
から台北経由成田便を週７便運航す
る予定だ。
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【マレーシア−車両】

隣国自動車販売、ホンダが３カ月ぶり４位
マレーシア自動車協会（ＭＡＡ） （同 5.1％）に縮小。国民車メーカー
が 21 日発表した８月のメーカー別 で ２ 位 の プ ロ ト ン は 21.2 ％ （ 同
新車販売・生産統計によると、海外 21.6％）に低下した。
メーカーではホンダが販売シェアを
販売台数で見ると、ホンダは前年
伸ばし、３カ月ぶりに４位に浮上し 同月比 54.6％増の 4,302 台となり、
た。国民車メーカーで首位のプロド 上位５社で唯一プラスを維持した。
ゥアはシェアを３割台に持ち直した。 一方、トヨタは 7.7％減の 8,223 台、
一方、大半のメーカーはハリラヤ・ 日産自動車は 6.7％減の 2,554 台だ
プアサ（断食明け大祭）による祝日 った。国民車メーカーは、プロドゥ
が続いた影響で前年同月に比べて販 アが 14.2％減の１万 5,594 台、プロ
トンが 32.1％減の１万 984 台だっ
売が低調だった。
た。
ホンダのシェアは前月の 4.6％か
８月の全体の新車販売は前年同月
ら 8.3％に拡大した。３月の工場再 比 11.2％減の５万 1,823 台だった。
稼働以降、積み上がった受注残の供
給体制が整ったことが大きい。プロ
プロトンの販売台数修正
ドゥアも 27.6％から 30.1％に伸ば
ＭＡＡはプロトンが提出していな
した。
「１
一方、３位のトヨタは 15.9％（前 かった７月の販売統計について、
月は 17.4％）、５位の日産は 4.9％ 万 2,830 台との報告があった」と説

明。６月の数値も１万 3,556 台だっ
たとの修正があり、当初明らかにし
ていた１万 3,495 台から 61 台増え
る。

上位メーカーの生産減少
上位メーカー５社の生産を見ると、
前月比でいずれも２けたの減少とな
っ た 。 ト ヨ タ は 34.3 ％ 減 の 4,474
台、プロトンは 33.7％減の 9,625 台
となり、減少幅が大きかった。日産
は 26.1％、プロドゥアは 21.2％、ホ
ンダは 16.0％それぞれ減少した。た
だハリラヤ期間は祝日が多く工場の
稼働期間が少ないため、例年通りの
傾向とみられる。
８月の生産は全体で前年同月比
12.2％減の３万 9,346 台だった。

24日
８月のテレビ国内出荷実績発表ほか
【国内】
＜経済・企業＞
・日銀の山口副総裁がアジア調査会で講演
（12 時、帝国ホテル）
・８月のテレビ国内出荷実績発表（14 時）
・電子情報技術産業協会が８月の民生用電子機器国
内出荷実績を発表（14 時）
・ＪＲ東京駅丸の内南口の旧進駐軍専用待合室など

にあったレリーフを京葉線の八重洲側地下コンコース
に移設し公開（ＪＲ東京駅）
【海外】（現地日程）
・国際原子力機関（ＩＡＥＡ）定例理事会
（オーストリア・ウィーン）
情報提供：共同通信

府川秀明氏（元日清製粉常務）ほか
府川 秀明氏（ふかわ・ひであき＝元日清製粉〈現
日清製粉グループ本社〉常務）14 日午前９時 17 分、
心不全のためさいたま市の病院で死去、80 歳。埼玉県
出身。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。喪主
は長男真（まこと）氏。
速水 勉氏（はやみ・つとむ＝前速水林業代表）19
日午後１時 40 分、心不全のため三重県尾鷲市の病院で
【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/

死去、93 歳。三重県出身。自宅は三重県紀北町海山区
引本浦 345。葬儀・告別式は 21 日午後０時半から紀北
町海山区引本浦 190 の１、吉祥院で。喪主は長男亨（と
おる）氏。
間伐を通じて植生の多様性確保に努めるなど、環境
に配慮した森林経営の先駆者として知られた。
情報提供：共同通信

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

［12］The Daily NNA インドネシア版【Indonesia Edition】 第 03867 号

2012 年（平成 24 年）9 月 24 日（月）

第22回 上場会社を買収する
インドネシアの上場規制の第３回目は、上場会社を
買収する場合の手続きを解説します。ここでの買収と
は、会社の支配権を獲得する株式の取得を意味します。
具体的には、過半数の株式を取得する株式売買取引を
イメージしていただくとよいでしょう。上場・非上場
を問わず支配権の移転を伴う株式の取得を行う場合に
は、会社法上一定の手続きが必要になりますが、第 13
回で解説しましたので、今回は上場会社特有の手続き
に絞って説明します。
インドネシアの上場会社の特徴のひとつとして、上
場後も大株主が存在している会社が多いことが挙げら
れます。例えば昨年上場を果たした国営のガルーダ・
インドネシア航空は、上場後も国が 69％の株式を保有
しています。民間企業でも、上場後に親会社が 70〜
80％の株式を保有し続けている企業は多数あります。
上場会社の株式を取得するには、株式市場を通して
購入する方法と、株主から直接相対で購入する方法が
あります。上述のように過半数の株式を保有する大株
主のいる上場会社の場合、支配権を獲得するためには、
かかる大株主から相対で株式を取得することが必要で
す。ただ上場会社の場合、大株主との間でかかる株式
譲渡に係る合意が成立した場合に、他の全ての株主に
も公平に売却する機会を付与するために、
「公開買い付
け」という制度が用意されています。
つまり上場会社の支配権の移転を伴う株式譲渡がな
された場合には、公開買い付けを実施し、他の株主に
対しても株式の買い取りを提示（オファー）すること
が義務付けられています。買い付け価格は、
（ア）買収
の公表前 90 日間の各取引日の最も高い市場価格の平
均値、または（イ）買収における株式購入価格のいず
れか高い金額に設定しなければならないと定められて
います。つまり大株主から相対で株式を買い取った際
の条件と同じか、それ以上の条件を他の株主に対して
提示する必要があります。
具体的な公開買い付けのプロセスの概要は以下のと
おりです。
（１）買収の公表後、２営業日以内に強制公開買付
届出書を資本市場監督庁および対象会社に提出
（２）資本市場監督庁からの強制公開買付届出書の
公表を許可する旨の通知書を受領後、２営業日以内に
全国紙の紙面で公表
（３）公表の翌日から 30 日間の強制公開買付期間が

始まり、最大 90 日まで延長
（４）公開買付期間終了後 12 日以内に決済を完了
（５）決済完了後５営業日以内に資本市場監督庁に
対して強制公開買付報告書を提出
公開買い付けを実施した場合に、結果的に 80％超の
株式を取得するに至った場合には、公開買い付けの完
了から２年以内に、少なくとも 80％を超えて保有する
株式については第三者に譲渡し、かつ 300 人以上の株
主が対象会社の株式を保有する状態にしなくてはなら
ないとされています。これはフリーフロート（Free
Float）規制と呼ばれており、上場会社としての株式の
最低限の流動性を維持するために設けられている規制
です。
なお、強制公開買い付けに先立つ買収で 80％超の株
式が単独の株主によって取得された場合でも、支配株
主はこれに続けて公開買い付けを実施する必要があり
ます。この場合、買い付けの完了から２年以内に、少
なくとも取得した株式と同数の株式については第三者
に譲渡し、かつ 300 人以上の株主が対象会社の株式を
保有している状態にしなければならないとされていま
す。ただし、いずれの場合も一定の事由がある場合に
は、資本市場監督庁の決定により期限を延長すること
ができるとされています。
なお、上述の手法は強制的公開買い付けと呼ばれ、
支配権の移転を伴う買収を行う場合に買収者に義務付
けられるものですが、それ以外の場合でも、買収者は
マスメディアを利用して上場会社の株式を購入する旨
の申し出を行い、公開買い付けを実施することができ
ます（任意的公開買い付け）。大株主がいない上場会社
の株式を購入する場合には、個別に株主と交渉するよ
りも、公開買い付けという制度を利用することで効率
的に株式を取得することができるでしょう。

＜筆者紹介＞
福井信雄（ふくいのぶお）
2003 年弁護士登録（長島・大野・常松法律事務所）
2010 年ニューヨーク州弁護士登録
現在 Widyawan & Partners（Jakarta）に出向中
Tel: +62 21 2995 1597
E‑mail: nobuo.fukui@widyawanpartners.com
Web: http://www.wnplaw.com/english/index.htm
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9月10日～9月16日
【総合ベスト 10】
1.『あなたの流生命 2013 年』下ヨシ子（徳間書店）
2.『日本語能力試験受験案内（出願書類付き）』（凡人社）
3.『生きる悪知恵』西原理恵子（文藝春秋）
4.『聞く力』阿川佐和子（文藝春秋）
5.『置かれた場所で咲きなさい』渡辺和子（幻冬舎）
6.『クレ・ド・ポーボーテ』（宝島社）
7.『GETTAMAN メソッド肩甲骨ダイエット』Gettaman（廣済堂出版）
8.『戦後史の正体』孫崎享（創元社）
9.『小学校に入る前に親がやってはいけない 115 のこと』立石美津子（中経出版）
10.『ドクター・ショール式パンサー美脚ダイエット』ドクター・ショール、山道いずみ（ワニブックス）
＜紀伊國屋書店ホームページ http://www.kinokuniya.co.jp/より＞

＜新刊案内＞
『杏仁豆腐はキョウニンドウフが正しい！―大人が読み間違うと恥ずかしい漢字』
根本浩

著／中央公論新社

会議やプレゼンテーションなどでの難読漢字の読み間違えはかっこ悪い。
社会人として命取りになることもある。
本書においては、大人が読み間違ってはならない漢字 200 について覚えやすい語呂合わせと印象的なコラムで
紹介。

＜おすすめの１冊＞
『ラジオのこころ』
小沢昭一

著／文藝春秋

ＴＢＳラジオの名物番組「小沢昭一の小沢昭一的こころ」が放送開始 40 周年を迎えます。
これを機に小沢氏が自ら傑作 10 篇を厳選しました。
ＴＰＰ、ＡＫＢ 48 など今どきの話題から、お墓、缶詰、暖簾など身近なテーマまでをユニークな切り口で掘
り下げます。

【ASIA】www.nna.jp/

【EU】www.nna.eu/
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海外主要市場の商品市況
取引所・時間

銘柄

直近値

銅先物
8316.00
銅現物
8263.00
アルミニウム先物
2116.50
アルミニウム現物
2098.25
すず先物
20940.00
ＬＭＥ
すず現物
20585.00
(21日11時40分)
鉛先物
2293.25
鉛現物
2256.00
ニッケル先物
18118.00
ニッケル現物
17600.00
亜鉛先物
2134.00
亜鉛現物
2085.00
亜鉛先物
15700.00
金先物
363.94
上海
鉛先物
16100.00
(21日18時40分)
銅先物
59760.00
鋼線先物
3669.00
アルミニウム先物
15740.00
ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所
※ＬＭＥ、上海の単位は上海・金を除き全てトン
※上海・金はグラム

■為替クロスレート
通貨＼ｺｰﾄﾞ

JPY

2012 年（平成 24 年）9 月 24 日（月）

（Bloombergより作成）
銘柄
単位
直近値 前日比
WTI原油先物
バレル
93.04
0.62
ＮＹＭＥＸ
天然ガス先物
MMBTU
2.81
0.02
(21日6時40分)
ガソリン先物
ガロン
292.25
1.85
灯油先物
ガロン
310.59
0.84
ＣＯＭＥＸ
金先物
オンス
1777.00
6.80
(21日6時40分)
銀先物
オンス
34.84
0.16
SICOM(21日18時40分) ゴムRSS３先物
キログラム
319.50
5.30
小麦先物
ブッシェル
890.75
11.25
シカゴ
大豆先物
ブッシェル 1627.25
8.50
(21日19時40分)
トウモロコシ先物 ブッシェル
751.00
5.00
ICE(21日6時40分)
砂糖先物
ポンド
20.24
0.33
日本(21日19時40分) ナフサ先物
トン
935.00
33.75
ﾄﾞﾊﾞｲ(21日14時40分) ドバイ原油
バレル
108.02
2.65
ﾛﾝﾄﾞﾝ(21日11時40分) 北海ブレント
バレル
111.70
0.21
ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所
ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所
ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所
※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間
※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月
※ゴムＲＳＳ先物は米セント
※上記以外はすべて米ドル

前日比

取引所・時間

46.00
-77.00
6.50
-28.25
390.00
-822.00
28.25
-4.75
223.00
-180.00
24.00
-9.75
35.00
0.78
45.00
10.00
-63.00
5.00

2012/9/21 19:30 JST

USD

EUR

GBP

CNY

HKD

TWD

KRW

THB

VND

MYR

SGD

IDR

PHP

INR

AUD

NZD

0.0128 0.0099 0.0079 0.0807 0.0991 0.3747 14.3017 0.3939 266.912 0.0391 0.0156 122.113 0.5319 0.6828 0.0122 0.0154

日本円

0.7704 0.6162 6.3065 7.7518 29.2975 1118.10 30.8000 20870.0 3.0530 1.2236 9548.00 41.6350 53.3850 0.9519 1.2010

米ﾄﾞﾙ

78.1795

ﾕｰﾛ

101.445

1.2980

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ

126.836

1.6228 1.2505

中国人民元

12.3983

0.1586 0.1222 0.0977

香港ﾄﾞﾙ

10.0868

0.1290 0.0994 0.0795 0.8136

0.7997 8.1858 10.0618 38.0282 1451.29 39.9784 27089.3 3.9628 1.5883 12393.3 54.0422 69.2937 1.2355 1.5589
10.2344 12.5798 47.5447 1814.48 49.9830 33868.4

4.9545 1.9857 15494.7 67.5664 86.6346 1.5447 1.9490

1.2292 4.6456 177.293 4.8838 3309.28 0.4841 0.1940 1513.99 6.6019 8.4651 0.1509 0.1904
3.7794 144.237 3.9733 2692.28 0.3938 0.1579 1231.71 5.3710 6.8868 0.1228 0.1549

台湾ﾄﾞﾙ

2.6685 0.0341 0.0263 0.0210 0.2153 0.2646

韓国ｳｫﾝ

0.0699 0.0009 0.0007 0.0006 0.0056 0.0069 0.0262

ﾀｲﾊﾞｰﾂ

2.5386 0.0325 0.0250 0.0200 0.2048 0.2517 0.9512 36.3019

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ

0.0037 0.00005 0.00004 0.00003 0.00030 0.00037 0.0014

38.1637

1.0513 712.347 0.1042 0.0418 325.898 1.4211 1.8222 0.0325 0.0410
0.0275 18.6656 0.0027 0.0011 8.5395 0.0372 0.0477 0.0009 0.0011
677.597

0.054 0.0015

0.0991 0.0397 310.000 1.3518 1.7333 0.0309 0.0390
0.0001 0.0001 0.4575 0.0020 0.0026 0.00005 0.0001

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ

25.6027

0.3275 0.2523 0.2018 2.0657 2.5391 9.5963 366.230 10.0884 6835.90

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ

63.8984

0.8172 0.6296 0.5036 5.1539 6.3351 23.9431 913.757 25.1710 17055.8 2.4950

0.4008 3127.42 13.6374 17.4861 0.3118 0.3934
7803.01 34.0258 43.6284

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ

0.0082 0.00010 0.00008 0.00006 0.00066 0.00081 0.0031 0.1171 0.0032 2.1858 0.0003 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ

1.8799 0.0240 0.0185 0.0148 0.1515 0.1862 0.7037 26.8548 0.7398 501.261 0.0733 0.0294 229.326

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ

1.4647 0.0187 0.0144 0.0115 0.1181 0.1452 0.5488 20.944 0.5769 390.934 0.0572 0.0229

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ

82.1442

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 65.0829

0.7779 0.9815

0.0044 0.0056 0.0001 0.0001
1.2822 0.0229 0.0288

178.85 0.7799

0.0178 0.0225

1.0506 0.8094 0.6474 6.6255 8.1439 30.7792 1174.65 32.3577 21925.5 3.2074 1.2855 10030.90 43.7407 56.0850

1.2618

0.8326 0.6415 0.5131 5.2510 6.4543 24.3938 930.959 25.6449 17376.9 2.5420 1.0188 7949.91 34.6664 44.4497 0.7925

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。
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フィリピン

タイ
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シンガポール

エアコンという文明の利器のおかげ
大地震は低頻度だが、ひとたび起これ
政府が動画投稿サイト「ユーチュー
で、普段は熱帯に住んでいることを特に ば巨大な被害が伴う。海抜ゼロメートル ブ」の親会社グーグルに閲覧制限を要請
意識することもなく過ごしているが、ふ 地帯も多いバンコク周辺では、台風によ したイスラム教預言者ムハンマドの侮
としたことで「日本とは違う」ことを思 る高潮被害がそれに相当する。建都から 辱映像。ただすべてのコピー映像を制限
い起こさせられる。
わずか 200 年余り、近年発展を遂げたバ することは不可能に見える。タイトル一
靴がひどく早く傷んでしまうのもそ ンコクでは被害資料もないだろう。
つとっても、政府発表と随分前に投稿さ
のひとつ。日本では雨で革靴の中までぐ
赤道付近では通常襲ってこない台風。れたオリジナルとみられる映像で異な
っしょりとぬれてしまう経験は、年に何 だが 1989 年 11 月の台風ゲイ（日本では る。
度もあるものではない。それほどの土砂 29 号）はタイ湾を西進し、南部プラチ
映画の予告編として投稿された 14 分
降り自体が少ないのに加え、雨が予測さ ュアプキリカン県に上陸。高潮や暴風雨 弱の映像を見た時は、2008 年にオラン
れる場合には、相応の準備ができるため の被害で死者約 450 人を出した。
ダの極右政党が反イスラム映像をユー
だが、予測不能なスコールの多い当地で
タイ湾奥に当たるチャオプラヤー川 チューブに投稿して世界のイスラム教
はそうはいかない。
河口では、台風が通過する際に最大３メ 徒が反発した事件を思い出した。今回は
びしょぬれ、高温多湿での自然乾燥、ートルの高潮が襲うとの試算もある。川 中東で多数の死者が出ており事態はよ
再びびしょぬれの繰り返し。あちこち穴 を逆流した場合、堤防がないバンコクは り深刻。
の開いた満身創痍（そうい）のお気に入 どうなるだろうか。
シンガポールでは、民族や宗教間の対
りの革靴をだましだまし使っていたが、 昨年の大洪水では北部から巨大な水 立や嫌悪を誘発する行為はすべて刑法
熱帯の容赦のない洗礼についに音を上 塊が襲ってきたため、「上流の河川流量 違反。政府はコピー映像の投稿やコメン
げた。靴底がつま先からはがれワニの口 に気をつければ良い」という風潮が今の トを書き込まないように呼びかけてい
のような無残な姿。酷使にここまで耐え タイにはある。だが、色々なリスクを想 るが、人口の 15％に当たるイスラム教
てくれた愛靴に「さらば戦友」と独りご 定しておいた方が良さそうだ。（遠）
徒が冷静な対応を取っていることは当
ちた。（須）
地らしさの表れかもしれない。（今）

中国

台湾

韓国

中国各地で吹き荒れた一連の騒動の
さなか、幸か不幸か日本に滞在してい
た。騒ぎが日本でも大きく報じられてい
たこともあり、家族や友人からもずいぶ
んと心配され、落ち着かない日々を過ご
した。
かつて外資系企業で働く中国人の友
人が「大卒で就職しても６人でルームシ
ェアをして暮らしている。マイホームな
ど一生買えないだろう」とこぼしてい
た。今回の騒動の拡大にそうした社会へ
の不満が拍車を掛けたとの指摘もある
が、定かではない。ただ、少なくとも表
面上は穏やかさを取り戻したようにみ
える広州には少しホッとした。
中国は間もなく国慶節の連休を迎え
る。今回の騒ぎが人々にさまざまな印象
を与えたことは想像に難くない。だが表
面上だけでもいい、誰もが穏やかにこの
連休を迎えることができるように祈り
たい。日本人も中国人も。（程）

「オタク女」の恋心を歌った曲を聴い
て、いかにもありそうだと笑ってしまっ
た。台湾の「宅女」は、日本語ではオタ
クより「干物女」に近く、家でひたすら
ゴロゴロし、ネットやゲームに明け暮れ
るイメージだ。
16 歳の新人歌手、関詩敏のデビュー
曲は「毎日家に閉じこもって、どうした
ら振り向いてくれるの？」と意中の男子
に思いを寄せる。「早く友だちリストに
入れて」「書き込みぜんぶチェックして
る」「こっそり見てる、あなたの友達の
友達の友達まで」と歌う。すべてフェイ
スブックで気になる異性をチェックす
る女子の行動。特に「あなたのネタには
全部『いいね！』を押してる。意味は分
からないけど」には笑った。
これも老若男女にフェイスブックが
浸透している台湾ならではの楽曲か。か
く言う自分も立派な「干物女」なことに
気づき、ひとり苦笑する。（津）

ドイツ光学機器メーカー、エルンス
ト・ライツは 1954 年、レンジファイン
ダーカメラ「ライカＭ３」を発売する。
Ｍ３の発売は、それまで「ライカを手本
に」カメラを生産してきた光学メーカー
にとって、衝撃的なものだった。
日本のカメラメーカーは、これを機に
レンジファインダーカメラから一眼レ
フカメラへ重点を置き換えた。Ｍ３があ
まりにも完成されたカメラだったため、
同じ土俵では勝ち目がなかったからだ。
皮肉なことに、この一眼レフへの移行が
日本メーカーの成功につながったわけ
だが……。
さて、サムスンは「ギャラクシーノー
ト」で、多機能携帯電話（スマートフォ
ン）とタブレット型パソコンを融合させ
た新たなジャンルを生み出した。もしか
したら、「ノート」こそ真のフラッグシ
ップかもしれない。この分野では、サム
スンの今後に期待したい。（岳）
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