ASEANニュースレター
2013年 11月
ASEAN地域のニュースや最新の動向を取りまとめたD&BのASEANニュースレター最新号をお届けします。注目の話題
を多数ご紹介していますので、ご高覧下さい。詳しい情報は、リンク先をクリックするか、最寄りの東京商工リサーチ支
社店にお問い合わせいただくか、東京商工リサーチマーケティング部までメールでお問い合わせ下さい。

EU、ASEANとの関係強化に向け
一層の努力
11月1日 – ジャカルタ –

EUの駐ASEAN大使に就任したオロフ・スクーグ氏は、

「欧州連合（EU）は、ASEAN共同体構築への支援を拡大することにより、ASEAN
との関係強化に向け一層の努力をする」と述べました。10月31日、スクーグ大使は
ASEAN事務局にて、レ・ルオン・ミンASEAN事務総長に信任状を提出しました。

スクーグ大使は、「ASEANはEUにとって非常に重要なパートナーであり、ASEAN
の繁栄、成功、そして安定はEUにとっても大切なことである」と強調しました。

ASEAN産業界の主な動き
ASEAN
2013/10/21 ラジオ・フリー・アジア
借入過多によるリスクに直面

アジア経済、

インドネシア
2013/10/31 ビスニス・インドネシア 急成長する
ゲーム産業
2013/10/29 ビスニス・インドネシア LCGCプログ
ラムに後押しされ、鋳造産業は10％の成長見通し
2013/10/29 ビスニス・インドネシア 製薬業界、来
年度は28%の成長見通し
2013/10/28 ビスニス・インドネシア 自動車輸出量、
9月に増加
2013/10/19 ジャカルタ・ポスト 政府、2014年に
魚・エビ生産量を拡大
2013/10/16 ジャカルタ・グローブ 国内銀行セク
ター、景気低迷に対する抵抗力あり：インドネシア中央
銀行
ラオス
2013/10/17 ASEANブリーフィング ラオス、外国
人労働者の受け入れ拡大
2013/10/4 ラジオ・フリー・アジア 経済リスクが渦
巻く中、債務に苦しむラオスに、引き締め政策をとるよ
う警告

ミン事務総長は、EUの駐ASEAN新大使としてスクーグ氏を歓迎し、ASEANとEUの
関係強化に向け、同氏に対してASEAN加盟国およびASEAN事務局と緊密な協力体制
をとるよう促しました。ミン事務総長は、特に貿易や投資、教育、災害管理、海洋協力
などの分野において、協力関係を強化することができるだろうと述べました。
詳細はこちら（英文ページ）
出所： ASEAN事務局ニュース

ASEANのGDP、サービス部門に支えられ
堅調を維持
10月21日 - 最新の統計によると、ASEAN経済は、2012年の名目GDP（国内総生
産）が5.7%増の2兆3,100億米ドルに達し、引き続き堅調に推移しています。一人当
たりGDPが、2011年の3,591米ドルから3,751米ドルに改善していることからも、
同地域の成長が続いていることがわかります。最新のデータによると、ASEAN 5
（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ）の平均所得は、今年
の上半期に5.1%増加していますが、これはフィリピンとタイの好調な経済発展が影響
しています。
一方、ASEANの2012年実質GDPは5.7%増加し、2011年の数値を1%上回ってい
ます。ASEAN 5の成長率（5.8%）は、CLMV諸国（カンボジア、ラオス、ミャン
マー、ベトナム）の成長率（5.3%）を上回りました。詳細はこちら（英文ページ）
出所： ASEAN事務局ニュース

www.dnb.com

マレーシア
2013/11/6 スター 使用済み自動車（ELV）政策導
入の見通し
2013/11/4 スター 2014年度予算、財政再建と成
長を目指すマレーシアに 必要な要件盛り込む
2013/11/1 スター マレーシアの9月生産者物価指数
1.4%減
2013/10/24 スター ベトナム、マレーシアにハラー
ル部門への投資求める
2013/10/24 エッジ・マレーシア 企業向け融資増加
の可能性
2013/10/23 スター アウトソーシング産業、2017
年までに成長率2倍へ
2013/10/22 スター 第4四半期の自動車売上、新型
モデルとプロモーションにより、安定した売上を維持す
る見通し
ミャンマー
2013/10/29 ミャンマー・タイムズ ミャンマー、事
業展開するのが最も難しい国の一つに：世界銀行
2013/10/20 ミャンマー・タイムズ 新貿易プログラ
ム、まもなく導入
2013/10/20 ミャンマー・タイムズ ゴム輸出量、2
倍へ
2013/10/13 ミャンマー・タイムズ ジョイントベン
チャー法に頭を悩ます銀行
2013/10/7 ネーション 海外投資家、依然として対
ミャンマー投資に慎重
2013/10/6 ミャンマー・タイムズ
フォード、輸入
規制改訂に伴い進出
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最新のカントリーリスク
ASEAN地域のカントリーリスクに関するヘッドラインニュース
カントリーリスクに関するヘッドラインニュースでは、海外での取引に伴い発生する可

ASEAN産業界の主な動き

能性のあるビジネスリスクについてご紹介しています。以下のヘッドラインでは、リス

フィリピン

ク環境に影響を及ぼした最近の動向の一部を取り上げています。こうした国々に影響を

2013/10/30 ビジネス・ワールド フィリピン、ビジネ
ス環境が最も改善した国へ
2013/10/25 デイリー・インクワイアラー BPO部門、
フィリピンで最大の外貨獲得源になる見通し
2013/10/22 デイリー・インクワイアラー 電子機器輸
出、12%減の見通し
2013/10/16 ビジネス・ミラー 東芝、フィリピン市場
への製品・サービスを拡充
2013/10/11 ビジネス・ワールド フィリピン自動車産
業、好調に推移
2013/10/10 ビジネス・ワールド ドイツ物流大手、
2,500万ドル投資
2013/10/11 ビジネス・ワールド 工場生産、引き続き
拡大

及ぼす具体的な要因について詳しい分析をご希望の方は、こちらをクリックして下さい
（IRPR 定期購読の登録がお済みの方対象）。
• 韓国 – 企業の債務水準がリスク要因として浮上
• シンガポール – 輸出丌振にもかかわらず、当局はインフレ抑制政策を維持

注目すべきカントリーリスク
- タイ
自国経済に対する懸念により、利下げ観測が高まる
自国経済に対する懸念が続く中、タイでは引き続き金利押し下げ圧力がリスク要因と
なっています。10月中旬、タイ中央銀行（BoT）は、指標金利を2.50%に据え置きま
した。（目下、タイ経済が第2四半期に陥りかけた景気後退から免れるために必要な金
利水準であると考えられています。）にもかかわらず、BoT は10月の会合で、今年の
実質GDP成長の予測をも引き下げています。どの程度の下方修正になるかはいまだ明
らかになっていませんが、金融当局は2013年の成長率を3.8%〜4.0%の間と考えて
いる（D&B予測と一致）、というのが市場の見方です。

シンガポール
2013/11/5 チャンネル・ニュース・アジア シンガ
ポールの製造業、引き続き拡大
2013/10/31 チャンネル・ニュース・アジア 電子機器
メーカー、最も悫観的な景況感抱く
2013/10/30 チャンネル・ニュース・アジア シンガ
ポール、LNG供給の上限引き上げ予定
2013/10/23 チャンネル・ニュース・アジア 天津に好
機を求めるシンガポールの中小企業

タイ
政府の見解が以前よりも悫観的になった背景には、内需の落ち込みに加え、域外の経済
の勢いが鈍化したことによる脆弱な輸出需要が主な要因となっています。事実、こうし
た要因が、11月中旬に発表される第3四半期の実質GDPデータに、予想通りの悪影響
を及ぼす可能性は十分あります。その場合、BoTは指標金利を0.25%引き下げること
を真剣に検討すると考えられ、その可能性は、現在までの緩やかな物価圧力によってさ
らに高まるとみられます（2013 年初頭に年率3%を上回っていた消費者物価インフレ
は、8月に1.59%となり、その後9月には1.42%に下落しています）。

2013/10/29 ASEANブリーフィング 過熱するタイの
自動車市場
2013/10/24 ネーション 自動車の買い手市場続く
2013/10/19 ネーション 商務省、2014 年の輸出伸
び率7%もくろむ
2013/10/15 ネーション タイのエネルギー需要を押し
上げる産業部門：アジア開発銀行
2013/10/9 ネーション 情報技術・通信省「ライセンス
供不、投資がICTブームを押し上げる」

ベトナム

2013/11/1 ストック・ビズ
ベトナム通貨ドン、対米
ドル為替レートの安定性でアジア第3位
リーリスク状況の概略をお伝えするため、直近のデータに基づき専門チームがまとめた
2013/10/29 ベトナム・プラス ベトナム、世界銀行の
ビジネス環境の現状報告において第99位
ものです。海外での信用取引や投資リスクに直面している方々を対象に、包括的な情報
2013/10/28 ニャンザン・オンライン ベトナム、 10
をご提供しています。
カ月間でFDI流入が急増
2013/10/25 ベトナム・ニュース 英国ベトナム貿易、
急拡大
2013/10/21 ベトナム・インベストメント・レビュー
その他の国に関する情報をお探しの場合
2013年、貿易額1,310億ドルに上る
D&Bカントリー・インサイト・サービスは、世界130カ国以上に関する分
2013/10/21 ASEANブリーフィング ベトナム、対
析を行い、 オンラインで商品をご提供しています（有料）。
ASEAN諸国貿易赤字拡大
2013/10/21 ベトナム・インベストメント・レビュー
tsr-van2会員の方で報告書の注文をご希望の場合には、 こちらをクリック
外資出資比率引き上げを待つ銀行
し、登録されている国・地域を選択して下さい。tsr-van2未会員で報告書の
2013/10/21 VOV ベトナムへのCBU（完成車）輸入
注文をご希望の場合は、最寄りの東京商工リサーチ支社店までご連絡下さい。 急増
2013/10/14 サイゴン・タイムズ ホーチミン市と日本、
マイクロチップ産業における協力体制を強化
2013/10/12 VOV ベトナムと中国、600億米ドル規
模の貿易目指す
D&Bカントリー・インサイト・サービス部門がお届けした無料記事は、最新のカント
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ASEAN地域のニュース
インドネシア
2013/10/31
2013/10/30
2013/10/23

インドネシア・ファイナンス・トウデイ
コンピュータ製品市場、2014年は穏やかな成長見通し
ビスニス・インドネシア
9月のタイヤ売上、12%増
インドネシア・ファイナンス・トウデイ
国内石炭生産量、2億9,900万トンを上回る

マレーシア
2013/10/31 スター
物品・サービス税：政府、物価とインフレ率上昇への備え万全
2013/10/26 マレー・メール・オンライン
マレーシア中小企業銀行：2014年度予算は中小企業に配慮し包括的
2013/10/12 ニュー・ストレイツ・タイムズ
中小企業の25%がグローバル市場ビジネスネットワークを保有

ミャンマー
2013/10/20 ミャンマー・タイムズ
2013/10/20 ミャンマー・タイムズ
2013/10/18 ミャンマー・タイムズ
2013/10/6
ミャンマー・タイムズ

爆弾事件が観光業に不える影響
エネルギー需要倍増の見通し：アジア開発銀行
徐々に広がりつつあるオンラインショッピング
より良い融資の必要性：小売業界

フィリピン
2013/10/9 フィリピン・スター
2013/10/8 ビジネス・ワールド

自動車産業育成への工程表をまとめるよう政府に要請
T、アウトソーシング部門、目標上回る見通し

シンガポール
2013/10/31
2013/10/24
2013/10/13
2013/10/3

チャンネル・ニュース・アジア
サービス部門の大半の企業が、景気見通しに楽観的
シンガポール・ビジネス・レビュー
シンガポールのインフレ率、来年3%に上昇する可能性
チャンネル・ニュース・アジア
シンガポール金融管理庁「インフレが進む中で2014年は緩やかに成長」
チャンネル・ニュース・アジア
中小企業、生産性向上に向けた解決策を求め、シンガポール製造技術研究所と提携

タイ
2013/10/18 ネーション
2013/10/5
ネーション

「初めての新車購入者に対する物品税還付措置」に基づき300億バーツ還付
SME 8月の中小企業マインド指標、わずかに低下

ベトナム
2013/11/1 ベトナム・ニュース
財務省、輸入税率の引き上げ検討
2013/10/30 トイチェー・ニュース
ベトナムで1,800万人がオンラインショッピングを利用
2013/10/17 ベトナム・インベストメント・レビュー
化学産業、新テクノロジーに投資
2013/10/11 ベトナム・ニュース
インセンティブによる自動車売上増加
2013/10/10 ベトナム・プラス
ベトナム、2013年に600,000トンの綿花を輸入

