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【第 1 部】 

 司会 それでは、第 1 部「グローバル経済のなかで転換期を迎えるアセアン諸国の現状

と課題」につきまして、りそなプルダニア銀行社長の宮本昭洋様にご講演をお願いします。 

 宮本様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。宮本様は 1955 年のお生まれで、

1978 年、慶応大学をご卒業、同年 4 月に大和銀行に入社されました。その後、1987 年の

シンガポール支店勤務をはじめ国際畑でご活躍され、2001 年に国際部（東京部長）にご就

任され、2004 年よりりそなプルダニア銀行社長を務めておられます。では、宮本社長様、

どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

 宮本 ご紹介いただきました宮本でございます。ジャカルタはいま雨季がピークを迎え

ているのですけれども、風邪をひきましてちょっとお聞き苦しい点が多々あると思います

けれども、ご容赦をお願い申し上げます。 

 本日は「グローバル経済のなかで転換期を迎えるアセアン諸国の現状と課題」と題して

約 1 時間、講演をさせていただきます。インドネシアに長く勤める人間がなぜアセアンの

話ができるのかと疑問にお思いの方もいらっしゃるかもしれません。今のご司会の方から

経歴の紹介がありましたけれども、1980 年代後半から 1990 年代初めにかけましてシンガ

ポールにも勤務をしておりました。それから、営業担当としてその当時、タイ、マレーシ

ア、オーストラリア、パプアニューギニア、インドというような所を担当しておりました

し、帰国をいたしましてから国際本部で企画担当としてマレーシアのラブアン支店の設立、

あるいはベトナムのホーチミン、フィリピンのマニラなど拠点の設立を自ら手がけてまい

りましたので、アセアン地域の一定の理解はあると思っております。このため、あえてイ

ンドネシアにこだわらず、このテーマで本日はご説明をさせていただきます。 

 年末から年始にかけまして、日経新聞をお読みの方も多々いらっしゃるかと思いますけ

れども、アセアンに関する記事が非常に目立つようになりました。昨日でしたか、インド

ネシアの鉱物輸出に関する記事も出ておりました。特に昨年 12 月に日本とアセアンの交

流 40 周年に当たるということで、東京におきましてアセアン 10 カ国の 9 人の首脳が一堂

に会したということで、アセアン連携をさらに進化させる共同声明を採択して大変な盛り

上がりを見せたということは皆さんのご記憶も新しいかと思います。中韓との外交関係の

改善が進まない中で、日本もアセアンとの経済連携を強化しつつアジアの需要を民間と一

緒になって取り込もうと非常に一生懸命になっています。 
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 私事で恐縮ですけれども、先ほどご説明がありましたとおり私は来月でジャカルタ勤務

10 年となります。10 年前のジャカルタと比べましても市内での交通量はまさに飛躍的に

増加しております。これは何よりも日系の完成車メーカーの車の販売がものすごく寄与し

ていると思いますけれども、渋滞はもう日常茶飯事で時間がまったく読めなくなりました。 

 例えば、私は昨日の朝、成田空港に到着いたしましたが、JAL のジャカルタの発着時間

が 30 分いま繰り上がっておりまして、夜の 9 時 25 分にジャカルタ空港を飛び立ちます。

では、ジャカルタ空港に何時に行かなければいけないかと言いますと、あるいは市内を何

時に出なければいけないかというと、以前は夜の 7 時過ぎに出れば十分間に合いました。

1 時間ぐらい余裕を持っていけと。ところが、今は 5 時半ぐらいに出ないと確実とは言え

なくなりました。まさに約 1 時間以上、時間を多めに見ておかないと離陸に間に合わない

ケースが出てくる。それぐらい交通渋滞が悪化しているということです。 

 もちろん先ほど申し上げた雨季がピークになってきているということもそれを助長して

いる一つです。でも、数年前までは週末はほとんど読めなかったわけですけれども、土曜

日に関しましては今は平日と交通量が大差なくなりました。日曜日の交通量が昔の土曜日

の交通量の感覚だなということで、まさに交通渋滞が花盛りになっています。 

 ジャカルタ市内ではもうお聞きのある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、本格

的に地下鉄工事のいま建設準備が始まっています。それから、頓挫（とんざ）していたモ

ノレール工事も再開に向けて進み始めているということで、この報道を見ますと 5 年から

10 年もすれば、恐らく交通渋滞も緩和傾向になるのだろうと思いますが、地下鉄工事が始

まるということを考えますと、また市内がものすごく混むということで気持ちが滅入って

しまいます。 

 また、市内ではモール、オフィスビル、コンドミニアムの建設も進みまして、街並みも

大きく変貌しています。大統領選にも出馬がうわさされているジャカルタ州知事のジョコ

ウィさんが 近は実はそういう高層ビルの建築許可を出さなくなってきているということ

もありまして、これの背景には建ぺい率を変更しようとする事業者の意図に反しまして、

ジャカルタ州政府が建ぺい率の変更に多額の費用を徴収するということになったようであ

りまして、ジャカルタの華僑さんも困っておられるという話も耳にします。 

 まさに目覚ましい発展を遂げているインドネシアをはじめとするアセアン諸国というの

は、外国企業、地場企業による投資拡大で雇用機会の創出と相次ぐ賃上げに伴いまして企

業からの所得移転によりまして恩恵を受けた多くの中間所得層の出現により目を見張る変
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貌を遂げつつあるわけです。 

 お手元の資料の 3 ページ並びに 4 ページに俯瞰（ふかん）をいたしておりますけれども、

アセアン諸国は約 6 億人の人口規模を持って、豊富な労働力を抱え、少子高齢化とは無縁

の国々でありますから、日系企業にとりまして生産拠点をつくるにせよ、販売拠点をつく

るにせよ、今後非常に魅力的な市場であるということは疑うところはありません。ちなみ

に、資料ではアセアン 10 カ国全体を網羅しておりません。ブルネイのデータは掲載して

おりませんので、ご注意ください。 

 ご承知のとおりアセアン諸国の経済発展度は先頭を切って走っています事実上先進国の

一角と言ってもいいですが、シンガポールから、 後尾のインドシナのアセアン新興国と

様々であります。ビジネス環境も当然一様ではありません。アセアンの多様性、異質性と

いうものを十分踏まえながら、各国の投資環境、インフラ整備状況、法整備、労働問題等

の固有のビジネスリスクをよく分析、検証、把握していくことがアセアンでのビジネスに

失敗しないためのポイントになるかと思います。 

 冒頭にも触れましたけれども、東南アジア諸国の成長なくして日本の成長もないのだと、

日本経済の再生に欠かせない友人として安倍総理は就任 1 年以内に精力的にアセアン歴訪

を実現しています。もっとも対中国との関係が改善しない中で軍事力を増強する中国に対

するアセアンと日本による包囲網という見方も一部にはあります。ともあれ、日本にとり

ましてアセアン諸国というのはアジア中を取り込む上で極めて重要な位置づけになりまし

た。 

 お手元の資料の 5 ページには先般、国際協力銀行（JBIC）が実施しました 新のアンケ

ート調査結果を載せております。ご覧のとおりインドネシアを筆頭にタイ、ベトナム、フ

ィリピン、マレーシアと軒並みアセアン主要国が有望な事業展開先として上位にランクさ

れました。この結果を見ますと、アンケートにお答えになった企業の方々の期待感がまさ

に素直に投影されているなと感じます。 

 ご承知かと思いますけれども、過去のアセアン投資を振り返ってみますと、日本企業の

アセアンへの投資ブームというのは 1990 年代後半のアジア通貨危機前まで続きました。

2001 年に中国が WTO に加盟をいたしますと、対中国投資が大部分になりました。しかし

ながら、中国でのワーカーへの相次ぐ賃上げ、転職、労働者の確保の困難さ等々の問題、

いわゆるチャイナリスクが顕在化したことからアセアンに再び注目が集まったわけです。 

 ただ、今回のアセアン投資ブームというのは日本国内市場が少子高齢化でシュリンクす
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る中、前回のブーム、つまり、アジア通貨危機前までに進出済みの大手企業に追随するか

たちで特に今回は中堅・中小企業の進出が目立つようになりました。また、拡大するアセ

アン市場の内需を取り込む視点から、サービス産業への進出も目立ってまいりました。 

 先ほど触れましたとおりアセアン諸国は経済発展度、それから、多様な民族、文化、宗

教を持つ国々でありますから、経済格差、民族多様性を十分に認識して、各国の固有リス

クを踏まえた投資戦略がリスクコントロールのポイントになります。アセアン諸国はシン

ガポールと一部経済自由度の高い国を除きまして、ビジネスチャンスと共にいろいろなリ

スクが同居しているという認識をお持ちになることが必要だと思います。 

 グローバル経済が進化する中で、2008 年のリーマンショック後はインドネシアをはじめ

とするアセアン地域が見直されたのは皆さんのご記憶にも新しいところであります。しか

し、アメリカは輸出を通じて傷ついた米国の経済の早期回復を図るためにドル安政策をと

りまして、連邦準備制度理事会のバーナンキ議長は相次いで徹底的な量的緩和政策をとり

ました。この緩和政策によりまして多額のリスクマネーが比較的金利が高く、好調な経済

発展を遂げてきたアセアン諸国に一気に流れ込んだわけであります。アセアン諸国はその

マネーにより株高、通貨高、国債金利低下などの恩恵を受けまして、ある意味でバブルに

近い経済成長を続けてきました。 

 ところが、ご記憶もあると思いますけれども、昨年 5 月頃にバーナンキ議長が量的緩和

の縮小について発言をいたしました。この途端にマーケットは動揺して海外投資家は一斉

にリスクオフのスタンスに舵を切りました。この影響を も如実に受けましたのはアセア

ン諸国の中ではファンダメンタルが脆弱（ぜいじゃく）になりつつあったインドネシアで

あります。インドネシアはもともと天然資源の豊富な国でありますから、外貨を獲得する

輸出品目の筆頭は石炭、パーム、鉱物などの天然資源でした。 

 折しも中国、インド経済が減速しつつありまして、天然資源の国際価格は大きく落ち込

みました。インドネシアでもこれらの輸出品目はもちろん数量的に伸びてきたわけですけ

れども、国際価格が 2 割から 3 割も低下をいたしましたので、従来比で外貨獲得の貢献度

は大きくダウンいたしました。 

 一方、好調な内需を支えるために工業製品や石油製品の輸入は急増いたしました。この

ことから貿易赤字に陥ったわけです。安定した海外からの直接投資がなされ、貿易赤字分

のファイナンスを埋め合わせてきたところまではよかったのですが、経常収支をついに黒

字化できなくなりまして赤字に転落いたしました。ずっといま慢性的に赤字状態でありま
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す。 

 経常赤字国というのは、海外の投資家目線で見ますとファンダメンタルに大きく問題が

ある、リスクがある国というふうに映ります。昨年 5 月のバーナンキ議長発言で、それま

でだいたい 1 ドル 9500～9600 ルピアで推移していた為替相場は 9 月には 1 万 1000 ルピ

アあたりまで下落いたしました。10 年物の国債金利も 5%レベルが一気に 8%まで上がっ

てしまいました。現在のルピアの相場というのは約 1 ドル 1 万 2000 ルピア前後です。 

 ちなみに、インド経済も大きな経常赤字を抱えてインドネシアのある意味で相似形と言

えるのですけれども、バーナンキ議長の発言を受けましてインドルピーも大きく下落をい

たしております。アセアン諸国をマクロ経済の健全性から見ますと、経常収支がどうなっ

ているかをモニタリングすることは非常に重要であります。健全性を測るベンチマークに

なるということです。お手元の資料の 6 ページにアジア主要国の経常収支の状況をお示し

しております。インドネシア、タイ、インドは経常赤字に陥っています。もっともタイは

すでに工業化に成功しておりますので、あまり懸念することはありません。 

 実は 2011 年 6 月に日経ビジネス社の依頼で東京でインドネシアについて講演をいたし

ました。講演者のお一人の方に経産省ご出身のある総合研究所の理事長がおられまして、

その方と談笑しておりましたところ、その方から新興国についてはぜひ経常収支の動向に

注目してくださいというふうに言われました。実はその時はあまり気にも留めていなかっ

たのですけれども、昨年 5 月以降、金融経済の動きを見まして、なるほど貴重なご示唆を

いただいたのだなと改めて感じ入りました。 

 そういった点では今後とも経常収支赤字国、あるいは転落の恐れがある国というのはよ

く見ておく必要があると思います。先ほどの資料のとおり、アセアン諸国ではインドネシ

ア、それから、経常収支統計は発表はされていませんけれども貿易赤字国のベトナム、西

アジアではインド、これらは非常に要注意であります。 

 昨年 12 月 18 日に、バーナンキ議長が FRB は今年の 1 月から量的緩和の一部縮小を開

始すると、いわゆるテーパリングの脱却について述べたわけですけれども、具体的には毎

月 850 億ドルの買入れを 100 億ドル減らして 750 億ドルにすると発表いたしました。こ

のことは米国景気の足取りを担保するという見方でマーケットは全般的にポジティブな反

応を見せました。 

 しかし、インドネシアをはじめとします新興国では為替相場はその瞬間、また弱含みで

推移をいたしました。インドネシアでは 1 ドル 1 万 2000 ルピアのレベルから 1 ドル 1 万
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2300 ルピアレベルまで下落をいたしました。これまではまあまあ弱含みながらも比較的小

康状態を保ってきたのですけれども、今後は一段のルピア安で、政策金利引上げに伴いま

す市中金利の上昇に備える必要があるというふうに思っています。一部のマーケットウォ

ッチャーから量的緩和縮小というのはすでに相場に織り込まれているのだと、そんなに心

配することはないのだという楽観論もありますけれども、油断は禁物だと思います。 

 少し見にくいので申し訳ないのですけれども、お手元の資料の 7 ページから 10 ページ

までに Bloomberg の資料を載せております。昨年年初以来のアセアン主要国の為替相場と

株価推移を示しています。その中でも経常収支赤字が大きいインドネシアの為替、株の乱

高下が一番目立つと思います。資料では為替、株価共に IDR あるいは JCT（？JCI）と表

示している白い線のチャートをたどってみてください。とりわけ影響の多いインドネシア

の日系企業の多くは原材料を海外からの輸入に依存しています。ルピア安により原材料価

格は上昇する一方であります。 

 ところが、売値にコスト分をタイミング良く転嫁するのは非常に難しい。したがって、

マーケット金利の上昇に伴い、銀行からの借入金利負担は増加いたします。同国でずっと

続いていますけれども、労務コストの上昇もさらに加わります。インドネシアでの経営環

境は大きく変わりました。ファンダメンタルの改善に望みが持てない中でルピアが好転す

る兆しは当面見えません。このため各企業は利益率の低下、キャッシュフローの減少等々、

経営にご苦労される環境、状況が当面続くことを覚悟する必要があります。 

 したがって、何が求められるかというと、経営体質を強化することが求められるわけで

す。1997 年のアジア通貨危機の原因の一つというのは、バブル崩壊後の日本経済の活性化

のために進めた金融緩和が一つの元凶だと言われました。マネーがアセアンに流れ込んで

アセアン諸国が実力以上に評価され、一斉にマネーが引いたためにインドネシア、タイ等

は大きな経済危機に見舞われたわけです。アセアン諸国はその時の苦い経験を通じて規制

強化と外貨準備の備え、政府間でのスワップ協定等、国として外的ショックを和らげる仕

組みをそれ以降つくってきました。このためアジア通貨危機の再来はないと思います。 

 ただ、今回の量的緩和というのは米国だけではなくて、アベノミクスで活力を取り戻し

つつある日本も行っています。日本の黒田日銀総裁が現在も空前の量的緩和を続けている

わけでありますが、今のところは皆さんの目線が FRB のテーパリングだけに注目されて

いますけれども、近い将来 FRB と同様に日銀が量的緩和の縮小に踏み切った場合にはど

のようなネガティブインパクトがアセアン新興国、あるいはインド等々に影響を与えるか
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というのを十分に見ておく必要があると思います。量的緩和の縮小が新興国に制度改革を

促すようにポジティブに作用すればいいのですけれども、守旧派、既得権益を持つ人々は

基本的に改革を嫌います。簡単にはいかないと思います。 

 日系企業の生産拠点がいまできる自衛策、防衛策というのは、労務費が急激に上昇して

いくアセアンにおきましてこれまでのビジネスモデル、つまり、レイバーインテンシブな

ビジネスモデルを早急に見直して、日本で導入されているような省エネタイプの生産ライ

ンの導入、あるいは、キャピタルインテンシブな機械化をいっそう進めていく必要がある

と思います。 

 労働集約型モデルは、もはやインドシナ等のアセアン新興国の一部でしか通用しないの

だろうと思います。中長期的な経営の視点からは資本集約型の生産モデルの導入を建設的

に、積極的に進めて、労務コストの上昇リスクを前広にコントロールすることが必要だと

思います。また、為替リスク対策としてのスワップの活用、さらなる金利上昇に備えた長

期固定資金の導入等々の検討も必要だと思います。 

 グローバル経済に組み込まれたアセアン諸国の 大のリスクは、欧米・中国など大国が

まき散らすグローバルマネーが反転した時にもたらせるリスクマネーの引上げであります。

アセアン諸国は日本にとり本当に大事な市場ですけれども、これらの基本的なリスクを十

分に認識したリスクヘッジを常に考えて、先手を打った対策を打っておくことが必要です。 

 それでは、ここからアセアン各国の現状について資料にて俯瞰（ふかん）をしておきま

す。お手元の 11 ページにはアセアン諸国の経済成長率、物価成長率の予測を載せており

ます。高インフレ国ベトナムを除きまして総じて好調に推移していますけれども、2011

年、2012 年に比較してグローバル経済の減速を受けて成長率は鈍化しております。 

 資料 12 ページには政策金利の推移を示しています。先ほどちょっと触れましたけれど

も、経常赤字国インドネシアではルピアの為替相場が下落したことから、輸入インフレ圧

力を抑えるためにこれまでの金融政策を転換して金融引き締め政策に転じています。イン

ドネシアを取り巻く環境を考えますと、今後も引き締めを続行していくことになると思い

ます。一方、タイは国内景気浮揚のために金利の再引上げを断続的に行なっているという

ことです。 

 マクロ金融経済状況を踏まえました上で、これからアセアン諸国の状況について簡単に

ご説明をさせていただきます。サマリーは 13 ページに載せております。 

 まず、シンガポールであります。アセアン域内でも経済発展度が高く、税制優遇措置に
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より積極的な外資誘致政策を取ってきたわけです。インドネシアとの密接な関係を有しま

すシンガポールは国際金融市場の混乱や世界経済の減速による悪影響が懸念されましたけ

れども、足元では内外需とも底堅い拡大を続けています。先行き米国の量的緩和縮小によ

る外部環境の悪化は懸念されるものの、縮小するということは米国の景気回復の足取りも

堅いということが確認されたということも言えるわけでありますから、先進国の景気拡大

による内需拡大が原因となり景気拡大を続けるというポジティブな見方ができます。 

 懸念材料というのは昨年 12 月 8 日、ご承知のようにリトルインディアで暴動騒ぎが発

生をいたしました。これはインドやスリランカの外国人労働者が引き起こしたものであり

ます。シンガポールは経済拡大のために外国人労働者を積極的に受け入れてきました。

2000 年頃には 400 万人だった人口というのは 10 年間で 550 万人に膨れ上がりました。確

かに外国人労働者が経済成長に貢献してきたわけです。 

 ただ、外国人労働者というのは当初は熟練ワーカーや高度スキルを持った人たちだった

のですけれども、次第に建設労働者、低賃金労働者の流入に変わっていきました。このた

めシンガポールの国民との間で就業機会の奪い合いが生じたわけです。このことが国民の

反感を買いまして、1960 年にマレーシアから分離独立して以降、建国の立役者でありまし

たリー・クアンユーを党首とした人民行動党というのがありますけれども、これが事実上、

国を一党独裁として牽引（けんいん）してきたわけですけれども、2011 年に実施された総

選挙の得票率は過去 低の 60%になりました。 

 私がシンガポールに勤務しておりましたのは 1987 年から 1992 年であります。その時、

野党の議員というのはただの 1 人しかいなかったのです。そういった意味では、今の人民

行動党の国民の人気の低下というのは本当に隔世の感があります。いずれにしましても、

危機感を抱いた政府は国民の反感を和らげるために移民政策を改めて、外国人労働者の受

入制限を始めました。今年から外国人幹部、専門職に対する就業許可の発給条件でありま

す基本給が引き上げられます。その他に、新規申請にはシンガポール出身の雇用者を義務

づけるということが決定されておりますから、外国人労働者の環境がどんどん厳しくなっ

てきます。 

 今後、シンガポールのさらなる発展に欠かせない外国人労働者の受入制限というのは、

少子高齢化を迎えて生産年齢の減少に直面しているシンガポールの成長率を阻害する要因

になりかねないと思います。シンガポールというのはもうすでに高コストの国であります

から、恐らく今後シンガポールというのはスイスに代わるプライベートバンキング業務の
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一大拠点になっていくのだろうと思います。 

 次はマレーシアです。昨年の総選挙ではナジブ首相が率います与党が勝利をいたしまし

た。対抗馬のアンワール元副首相の国民的な人気も根強いものがあります。ナジブ政権の

求心力の低下というのは政治基盤の不安定化につながる可能性を示しています。 

 経済面では内需が底堅さを維持している中で、輸出も持ち直してきたことから成長率は

回復基調にございます。マレーシアは経常黒字国ではありますけれども、国際金融市場の

混乱に際してはリスクマネーが流出するなど脆弱（ぜいじゃく）な面も見せています。な

お、マレーシアは積極的な公共投資で景気を下支えしてきたということもありますので、

アセアン主要国の中では名目 GDP 比 4.5%という 大の財政赤字を抱えています。政府は

財政再建のために 2015 年 4 月に消費税導入を決めました。 

 また、すでに TPP への参加を表明して交渉に入っていますけれども、ご承知のとおりマ

レーシアというのは国営企業等の公共部門の割合が非常に高い国であります。TPP の参加

に懐疑的な意見も数多く出ているようでありまして、仮に TPP 不参加ということになりま

すと参入障壁がそのまま維持されますので、周辺諸国との競争力が劣後することになる可

能性もあり、対内直接投資が落ち込んでいく懸念もあります。 

 次はタイであります。一言で言えば、もう皆さんご承知のとおり政治混迷がずっと続い

ている状況です。これは 2001 年の総選挙で誕生したタクシン元首相が農村部振興策で有

権者から支持を集めて政権基盤を強化しましたけれども、他方で旧来の軍部や枢密院など

のエスタブリッシュメント層の権益を脅かす行動を取ったことから対立が深刻化したわけ

です。いわゆる農村部と都市部の対立構図であります。 

 タクシンは 2006 年のクーデターから海外で亡命生活を続けています。昨年 11 月の恩赦

法を下院で強行採決して、上院で否決されたものの抗議デモが発生したということです。

デモは拡大の一途を続けており、昨年の 12 月 9 日、インラック政権はついに下院を解散

して今年の 2 月に総選挙をやると表明しました。しかし、野党勢力は徹底抗戦を続けてい

るという状況であります。 

 タイというのは昔からクーデターが起こると国王がなだめて、だいたい収まってきたの

です。今回も国王の誕生日がありまして一時的には収まりましたけれども、対立構図はず

っとそのままだということであります。そういった中で政治リスクが顕在化したまま引き

ずるとなると、国内の消費マインドに大きな影響を与えることが懸念されるわけでありま

す。 
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 タイも一昨年に大きな洪水に見舞われまして、景気刺激策としていた自動車購入支援策

は一昨年の 2012 年末で期限切れになりました。その反動により個人消費が大きく前年割

れをしたわけです。昨年 8 月に政府が打ち出したエコカーの投資奨励や中小企業向けの政

府保障融資額の拡大など景気浮揚策が内需を支えることになってはいます。タイは日系企

業も数多く進出しておりますし、四輪の部品メーカーの集積度というのは実にインドネシ

アの 3 倍以上になります。 

 また、サービス産業への進出も多く、日系企業にとってアセアンの中核であります。政

治リスクの解消というのは当面見込めないものの、経済は自立的にそれなりの回復を果た

していくのだろうと思います。ただ、デモが長期化した場合に交通や物流機能に悪影響が

出てサプライチェーンに深刻な影響が出ますと、タイ経済が減速していくリスクがあると

いうことであります。 

 ベトナムはアセアンの中でも親日国であります。輸出品は繊維、コメなどの一次産品が

中心でありましたけれども、 近は携帯電話部品、電気製品の伸びが目立ってきました。

特に人件費の高騰が続く中国からの生産拠点の移転が高付加価値製品の輸出を進める原動

力となっています。 

 内需は現在、国内金融機関の不良債権問題を抱えておりますから、昨年 7 月に国営の債

権買取機構を設立して金融機関からの債権の買取りを進めています。ただ、 終処理まで

にはかなり長い時間がかかるだろうと見ています。ちなみに、不良債権額は昨年 8 月で融

資残高の約 5%に達しているようであります。内需が順調に伸びるためには、やはり金融

機関が健全性を取り戻すことが 優先事項になります。 

 ベトナムに関しましては通貨のドンの動向には注意が必要であります。ベトナムの貿易

収支というのは改善傾向にあるとはいえ赤字基調でありまして、経常収支の統計が発表さ

れておりませんが、昨年 5 月の米国の量的緩和縮小の観測を受けてベトナム中銀はドンを

切り下げました。 

 このためインドネシア同様に今年以降、再び通貨安に見舞われるリスクに備えておく必

要があると思います。ベトナムはまさに毎年デバリエーションに見舞われた 1980 年代の

インドネシアの状況によく似ていると思います。ベトナムも工業化の途上にあるため、一

次産品以外に競争力のある工業製品で輸出を伸ばし、貿易収支の改善を図る努力は欠かせ

ないと思います。 

 次はフィリピンであります。昨年、大型台風で大変な惨禍に見舞われたフィリピンなの
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ですけれども、アキノ政権下で改革の進展が高い評価を受けまして、日本企業をはじめと

して非常に直接投資が急拡大しています。順調な経済成長を続けているアセアンの中での

優等生だと評価できると思います。経済成長率は 7%を超えておりますし、インフレは落

ち着いておりますし、経常収支は安定的に黒字基調であります。そういった意味ではマク

ロの経済状況というのは極めて安定している。投資環境はもちろんアセアン諸国の共通の

課題ですけれども、インフラ整備になると思います。 

 フィリピンは豊富な労働力で賃金水準も今のところ落ち着いているという意味では現時

点では多くのメリットはありますけれども、基本的にやはり高インフレ国という位置づけ

になります。中国、インドネシア同様にこのまま順調な経済成長が進みますと、やがてや

はり労働者からの賃上げ要求にさらされると思います。労働集約拠点としての地位はアセ

アンの新興国である一部のインドシナ諸国に移っていかざるを得ない状況になると思いま

す。1990 年代によく言われましたけれども、シンガポール、韓国、台湾、香港などのいわ

ゆる NIEs 諸国を先頭に東南アジアが後ろに続いていくという、いわゆるアジアの雁行型

経済といったものは今後アセアンの域内諸国で起こっていくのだろうと思います。 

 フィリピンの当面のリスクとしてご認識をいただいたほうがいいと思いますのは、政治

リスクです。大統領の任期は 1 期 6 年と決まっています。憲法を改正すれば 2 期可能にな

るかもしれませんけれども、2016 年には政権交代は必ず起こります。過去のフィリピンで

生々しく思い出されるのはその都度の政情不安であります。そういうことを考えますと、

やはり政治リスクというのは気にしておく必要があると思います。 

 アセアン新興国のカンボジア、ミャンマーなど、アジア 後のフロンテッドと呼ばれる

国に簡単に触れておきます。カンボジアはベトナム、タイに挟まれた国でありまして、地

理的に非常に恵まれています。この 3 国の国際物流を結びます南部経済回廊の整備が急ピ

ッチで進んでいます。カンボジア、ミャンマーのインフラ整備はこれからですけれども、

労働集約型に適する国としてタイ、ベトナムへの部品製造の供給拠点としてサプライチェ

ーンの体制が構築できます。 

 カンボジアは外資の受け入れも非常に積極的でありまして、他国では制限しているよう

なサービス産業への進出も 100%外資による進出が可能というふうに門戸を開いています。

また、外為規制もありませんので外資への投資優遇措置もふんだんに設けておりまして、

まさに日本企業の注目が集まっています。とはいえ、アセアン新興国はマクロ経済では不

安定な側面も多く、通貨、金利面でのリスクがありますから細心の注意も必要です。 
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 アウン・サン・スー・チーで一躍名を馳せたミャンマーですけれども、2011 年 3 月の軍

事政権から民政に移行して以来、経済の開放路線が評価されまして外国の注目も集めつつ

あります。2011 年 11 月には外国投資法を改正、昨年 1 月に投資法の運用ガイドラインも

公表されました。 

 ただ、親しくしているインドネシアの華僑の方から、カンボジアというのはもともと法

律があるために安心して投資はできるのだが、ミャンマーはもともと法律がなかったのだ

から、投資については非常に慎重に考える必要がある。もちろんいま両国とも法整備をい

ろいろな意味で急いでいるわけですけれども、アジアを熟知している利にさとい華僑さん

からのこの言葉というのは重みを持って受け止める必要があると思っています。 

 ミャンマーにつきましては、アウン・サン・スー・チーさんの国民人気というのは現地

に行かれている方にお聞きしますと、アウン・サン・スー・チーの話は聞かないと言って

おります。つまり、もう彼女の役割は終わったのだと国民は見ているようです。 

 さて、 後にちょっとインドネシアについて触れておきます。先ほどから縷々（るる）

申し上げているとおり、経常赤字に転落し通貨安に見舞われているわけでありますけれど

も、根本的な原因というのはいわゆる工業化の遅れであります。資源輸出国という地位に

甘んじて肝心の付加価値の高い工業製品の輸出が極めて脆弱でありまして、内需が伸びま

すと海外からの工業製品の輸入に依存する体質になっています。結果として、貿易収支の

赤字、経常収支赤字を引き起こしているということです。 

 昨年の 7 月頃だったと記憶しているのですけれども、インドネシアのカディンという日

本で言いますところの経団連ですが、そのオーナーの方からちょっと事務所に来てほしい

と呼ばれまして行きました。訪問しますと、工業省が出しました内部文書を取り出して私

に説明を始めました。 

 要約しますと、インドネシアは完全に工業化に遅れをとった。ユドヨノ政権というのは

資源国という地位に甘んじて工業化を推進してこなかったという内部文書で、まさに批判

記事であります。これを工業省が出したわけです。言ってみれば、現政権に対する強烈な

皮肉のメッセージが書かれている文書であります。工業省は貿易赤字、経常収支赤字の根

本的な原因というのは輸出できる工業製品がなく輸入に依存し過ぎているということを厳

しく指摘したわけです。 

 昨年 12 月、工業大臣はマスメディアに対しましてインドネシアの工業化には少なくと

も 5 年はかかるという発言をしています。資源関係では 近、新聞紙上をにぎわしていま
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すけれども、新鉱業法で定めた未加工の鉱物資源の輸出を禁止しましたけれども、このま

まだと大変な影響があるということで政府は？施行規則の改正を通じまして 2017 年まで

は一定要件を満たす鉱石は前提として条件緩和を認めると方向転換を少ししました。 

 ただ、天然資源という限られた資源を外貨獲得の主力商品として維持するために付加価

値をつけていく。すなわち、精錬所を造らせて加工して高く売るのだということです。こ

れはまさにインドネシア政府がいま認識している究極の問題点を政策に反映していかなけ

ればいけないというところにつながるわけですけれども、外国投資家にこれが意識される

のはインドネシアの保護主義、ナショナリズムという見方になります。 

 しかし、現実問題としてアセアンの盟主でありますインドネシアが残念ながら中途半端

な工業国家であり、資源の国際価格の動向の悪影響をまともに受ける国だということです。

工業大臣の発言した 5 年、あるいは精錬所を鉱山会社に造らせるまでに少なくとも 5 年以

上かかるだろうと読み替えてもいいのだろうと思いますけれども、インドネシアは付加価

値が高く外貨が稼げる工業輸出品や精錬した鉱物資源の輸出を目指す過程で、外国投資家

にとりまして実に不愉快な内向きの政策を取っていくリスクが当面あるのだということを

ぜひご認識いただきたいと思います。 

 さて、アセアン各国の現状と課題をご認識いただいた上で、ここからアセアン主要国に

対する日系企業の 近の投資動向について簡単に見ていきたいと思います。まず、お手元

の資料の 14 ページであります。伸びしろあふれるアセアン主要国への事業展開というの

は冒頭申し上げましたけれども、生産拠点であれ、販売拠点であれ、非常に高い期待が伺

われるわけです。もちろん中国に対する期待も大きいことが見て取れますけれども、全体

的にはアセアン主要国に対する伸び率のほうが高くなっています。 

 その根拠になっているのが資料 15 ページのデータになります。アセアン主要国の人口

推移、個人消費の推移を見ましても、生産年齢人口が増加の一途をたどり、当面高齢化と

は無縁のアセアンでは中間所得層もどんどん誕生していきますから、国内消費市場は拡大

の一途になります。 

 次に 16 ページの資料をご参考までに見ていただきますと、世界の大都市ランキングと

して人口上位 20 位を示していますけれども、アセアン主要国のうち 3 都市がランキング

されています。これらの事実と将来性に鑑みて、日系企業がアセアン主要国にどのような

投資活動を示しているのかをお示ししているのが資料 17、18 ページであります。 

 まず、インドネシアです。ご承知のとおり中間所得層が厚みを増す中で堅調な内需の伸
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びが続いています。インドネシアの中間所得層は世帯数でいきますと 5500 万世帯です。

推定で約 40%あります。さらに、いわゆる中間所得層の予備軍が 40%存在していますから、

国内消費は持続的に長い、力強い伸びを続けています。 

 2012 年に新車の販売台数が 100 万台を突破いたしました。昨年は 125 万台程度だった

ようであります。インドネシアでは資料のとおり、輸送機器への投資が着実に伸びていま

す。また、輸送機器にけん引されるかたちで鉄・非鉄・金属などの投資も拡大しているこ

とが見て取れます。 

 また、非製造業分野では特に金融・保険業の投資も旺盛になっています。日本のメガバ

ンクや大手の生損保が相次いで地場の銀行や保険会社に出資しているという記事はご覧に

なったことがあると思います。また、外国人個人では購入できない規制がありますけれど

も、香港、シンガポールに比べましてはるかに割安感があります不動産業への投資も増加

傾向にあります。 

 次はタイであります。インドネシアより高い中間所得層を持ちますタイでは消費市場を

狙って卸売・小売業への投資拡大が目立っています。また、洪水の影響から復興需要も重

なって輸送機器への投資が増えています。さらに、それにけん引されて、先ほどと一緒で

すけれども、鉄・非鉄・金属、一般機械への投資も旺盛になっています。 

 マレーシアでは、以前は日系家電メーカーの一大生産拠点としての地位を保っていたわ

けでありますけれども、隆盛を誇っておりました電気機械への投資は日系メーカーさんの

リストラによりまして大きく落ち込んできています。他方、タイと同様にマレーシアの人

口規模は 3000 万人程度とアセアン地域の中でも比較的規模の小さな国ですけれども、名

目 GDP は 1 人当たり 1 万ドルを超えております。高い購買力が期待できることから、卸・

小売への投資は盛んになってまいりました。ちなみに、2012 年下で金額が大きくなったの

はフランスのカルフールのマレーシア店舗をイオンが買収したことによるものです。 

 アセアンの中での優等生フィリピンは電気機械への投資が目立っています。エプソンさ

んが消費者向けの生産ラインをフィリピンに移しています。プリンター、半導体などの生

産工程の投資が拡大しているということです。 

 ベトナムでは製造業におきましては輸送機器、精密機器の投資が拡大している。また、

ゴム・皮革、石油はブリヂストンのタイヤ工場です。日系企業連合の製油所事業への投資

を反映しているものであります。非製造業ではインドネシアと同様にメガバンク、大手生

損保の地場金融への参入が相次いでいるということであります。 
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 アセアンへの投資が拡大している背景にはチャイナリスクを嫌った企業行動が反映され

ているという側面がありますけれども、インドネシアやフィリピン、ベトナムなどの内需

が堅調の中、工業化を急ぐ国でのビジネスチャンスを狙った投資がなされています。 

 また、タイ、マレーシアなど所得水準の比較的高い国では内需を狙った投資行動が伺わ

れます。インドネシアでは韓国ロッテが先行していますけれども、イオンが積極的にモー

ル展開を始めだしました。タイやマレーシアを追いかけるかたちで内需向けに投資が進ん

できているということです。ここから見えますのは日系企業の皆さんにとりまして、アセ

アン主要国の中で日系企業投資動向というのは今後のアセアン地域の投資を展望する上で

のメルクマールになるのだろうと思います。 

 次に、簡単に有望な販売市場、消費市場としてのアセアン諸国を見る場合にどのような

視点が必要かを考えてみたいと思います。アセアン諸国はグローバル化の競争がどんどん

激しくなって変化のスピードも速くなってきています。安価な労働力が魅力で生産拠点を

中心に投資が拡大してきたわけですけれども、好調な内需にえられてシンガポールはもと

よりマレーシア、タイを軸にアセアンの流通小売投資がどんどん拡大してきています。恐

らく今後の波はインドネシア、ベトナムに及んで、次の大きな市場として間違いなく成長

していくのだろうと思います。 

 とはいえ、アセアンは民族、宗教、文化が多様性の国でありますから、消費者の志向や

ライフスタイルも異なります。後ほどご説明があるのかもしれませんけれども、サントリ

ーさんの子会社でシンガポールにベースを置きますセレボス・パシフィック・リミテッド

という会社がございます。徹底的に消費者を把握して商品開発・投入をされておられ、大

成功を収めておられます。 

 また、インドネシアでは大成功を収めておられる大阪本社企業のマンダムさんも消費者

志向、販売チャネル、コスト水準等を徹底的に調査されて、現地に研究開発拠点機能も持

って商品投入をされています。その意味では徹底した事前の市場調査が成功のキーポイン

トとなっています。 

 ちょっとお話は違うのですけれども、TOTO インドネシアでは非常に面白い製品を出し

ています。エコウォッシャーというインドネシアならではの商品です。日本のように四季

がない東南アジアでは温水だとか温風機能が付いた高付加価値のあるウォシュレットは不

要であります。しかし、基本的には非常に清潔な国民性でありますから、1 年を通じて常

温の水で洗浄できる価格の安い製品を投入することで他社の追随を許さず圧倒的なマーケ
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ットシェアを維持しています。 

 このように各国のライフスタイル、生活習慣に適合した商品の研究開発というのは極め

て重要であります。アセアンでのマーケティングの考え方というのは B to C あるいは B to 

B もまったく同じ考え方でいいと思います。生産拠点のみならず販売拠点として拡大の見

込めるアセアンマーケットにおきましては消費者ニーズの把握、セグメント・ターゲット

の選定、その上で投入する商品の選定、価格設定、販売チャネル、広告宣伝、営業をどの

ようにかけていくかを綿密に検討していくことが大切になります。 

 もう一つは、現地に販売チャネルを持つローカルパートナーの存在というのも恐らく大

変な成功のポイントになるのだろうと思います。私どものインドネシアの話で恐縮ですけ

れども、プルダニア銀行は営業開始以来 55 年を超えました。インドネシアでは豊富な華

僑人脈の営業基盤を持っておりまして、まさに現地パートナーで候補となれる多くの企業

のご紹介が可能だと思います。 

 もう 1 点、2015 年末に発足するアセアン経済共同体がもたらす影響について少し触れ

ておきます。資料の 19 ページです。いまアセアンでは経済、社会、文化、安全保障を柱

とする共同体を構築することを目標に統合に向けた取組みが進んできています。アセアン

経済共同体というのは自由貿易協定（FTA）を中心とした単一市場と生産拠点、インフラ

整備を中心とした競争力のある経済圏の創設といったテーマで統合を進めています。 

 しかしながら、経済格差のあるアセアン各国では加盟国に不都合となる項目に関しては

何らかの方法で阻止しようという動きも可能であります。例えば、関税撤廃は AFTA 創設

以降、20 年かけて完成が間近に迫っていますけれども、一部品質検査等のいわゆる非関税

障壁を撤廃することなく、事実上、国内産業の保護に動いています。2013 年 4 月のアセ

アン首脳会議で AEC の統合進捗（しんちょく）率は全体の 77%まで来ていると言われて

いますけれども、残りの分野は非常に統合困難と判断されており、2015 年末の統合はたぶ

ん難しいと思います。 

 しかし、アセアン経済共同体ができることに伴う問題点というのは、例えば、タイのト

ヨタ社長がおっしゃっていますけれども、2015 年に域内の完成車輸入は関税がゼロとなる

と、例えば生産規模の小さいベトナムでの生産ではなくて、タイやインドネシアで生産し

た完成車をベトナムに輸出したほうが現地のユーザーにはコストメリットが大きいのだと

いうことをおっしゃっている。また、トヨタにとってもタイやインドネシアで生産した完

成車を FTA を利用してフィリピンに輸出したほうがフィリピンで生産するよりも価格競
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争力があるのだとおっしゃっています。 

 もちろん資料の 20 ページにも示していますけれども、今度は別の要因で各国でのロジ

スティックスに関するコスト面の比較をする必要があるわけです。特にインドネシアやベ

トナムというのは年間（？GDP）に占める運送コストが非常に高くつくということであり

ます。したがって、現地で生産して販売しないとコストが合わないという側面もあるのだ

ということが重要なファクターになります。 

 ただ、将来的にアセアン各国が現地生産拠点にインセンティブなどの新たな措置を講じ

ていかないと、FTA を利用して完成車メーカーがいま申し上げたような事例でどこの国で

生産するのが 適なのかということを検討していくことが十分あり得ます。そういったこ

とで、将来的に生産拠点の集約が始まるということも十分あり得るのだということは念頭

に置いておく必要があると思います。 

 いずれにしましても、アセアン経済共同体が実現すると域内各国は共通のプラットフォ

ームで一段と厳しい競争にさらされるのだということであります。そのために法整備、イ

ンフラ整備、投資環境の整備に遅れが出る国や投資インセンティブがない国が出てきます

と、域内での競争力を喪失して日系企業の新規投資に大きな差が出てくる。あるいは、生

産拠点をより魅力のある国に移すという選択がたぶん出てくるのだろうと思います。 

 お手元の資料の 21 ページを参照していただくと一目瞭然でありますが、マレーシア、

タイなどのインフラは比較的高評価なのですけれども、インドネシア、ベトナム、フィリ

ピンではやはり遅れが目立っています。インフラの整備問題を抱えるアセアン諸国であり

ますから、アセアン各国同士の競争をまさにどんどん促進していくのだということになる

かと思います。とにかくお気をつけいただきたいのは、いずれにしてもアセアン域内も確

実にグローバル化の波が来るということでありますから、次なる展開に備えて十分に配慮

しておく必要があると思います。かなり時間も経過しましたので先を急ぎます。 

 まとめでは資料 22 ページでありますけれども、私が今まで申し上げたことをサマライ

ズしたポイントでありますのでご参照ください。 後にこの講演を終えるにあたりまして、

これがりそなグループのお客様サポート体制になっています。 

 りそなグループでは香港、上海、バンコク、シンガポールの事務所、インドネシアのプ

ルダニア銀行、さらに、地場銀行との提携を現在の海外戦略の基本としています。提携銀

行の中にはバンコックバンク、バンコク支店、ベトナムのホーチミン、さらにフィリピン

のリサール商業銀行にりそなの職員を派遣しています。恐らく今後ともさらなる充実をし
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て皆様のご期待に応えていくと思われますので、ぜひ引き続き、りそなグループのアジア

ネットワークのご活用をいただけますようお願い申し上げまして、私の講演とさせていた

だきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは、ここからご質問に入らせていただきます。

質問がおありの方はぜひ挙手のほど、よろしくお願いいたします。いらっしゃらないでし

ょうか。では、一番前の列の男性にお願いいたしましょう。マイクをお持ちいたしますの

で、いましばらくお待ちください。では、お願いいたします。 

 質問 ？シオミと申します。よろしくお願いいたします。簡単に教えていただきたいの

ですけれども、現在のインドネシアにおける採算面を含めた日系企業の景況感をちょっと

教えていただきたいと思います。先ほど話にありましたように、インドネシアの国内向け

マーケットは比較的好調だと。それに対してやはり労働コストが増加しているというとこ

ろで、採算面が実際どうなのかを簡単に教えていただければと思います。 

 宮本 今のお話でありますけれども、ご承知のとおり賃金が急上昇いたしました。今年

は 40%で止まりましたけれども、昨年はもっと上がりました。通算で、2 年間でかなりの

労働コストが上がりました。一方で、先ほど申し上げましたけれども、経常赤字国に転じ

てルピア安になりました。物は海外からの輸入の部材に頼っているものが多い。したがっ

て、ドルでお払いになるケースが多いわけですが、ルピアは安くなってくるからドル払い

でかなりまた多くのコストをかけて払っている。部材調達にお金が高くなり、現地のワー

カーを使うのにお金も高くなった。一方で、売る際に売値に転嫁がうまくできないわけで

す。 

 だから、特に私どものお客様の中で二輪・四輪などの部品メーカーさんは収益率がもの

すごく落ちています。従来稼げていた利益率の半分まで低下してきています。もちろんタ

イミングを見て売値を転嫁するようになってきているわけですけれども、そういうふうに

メーカーさんもどんどん値上げを大きく認めるわけではありません。 

 したがって、この状況がかなり続いてくると、今までは部品メーカーさんはもうかって

いたけれども、今後は自助努力でコストカットを進めないと、恐らくどこかの時点で損益

分岐点が変わってくるのだろうと思います。今までは利益を稼いで、それを親会社に配当

で返していくことができました。むしろ、親会社を助けてきた子会社だったわけですけれ

ども、恐らく今後は子会社の利益率が落ちて、親が再度何らかのかたちでてこ入れをしな

いといけなくなってくる局面も十分あり得ると思います。 
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 そういった意味では経営環境が悪くなってきたので、自助努力で例えば、労務コストを

削減してラインを入れ替えるだとか、そういったことは先ほども申し上げたとおりであり

ます。そういう前広の措置を講じていかないと、ズルズルと利益率が悪くなってくるとい

うのが今のインドネシアの経営環境です。 

 司会 ありがとうございました。それでは、いかがでしょう。もうございませんか。中

央の方、お願いいたします。 

 質問 マシン三洋の堤中です。昨年はプルダニア銀行さんにお世話になりました。12 ペ

ージの政策金利のところでちょっと教えていただきたいのですけれども、インドネシアの

場合、実質政策金利がマイナス 0.8 となっています。マイナスなのですけれども、現地の

金利は本当はどのぐらいなのかなと思いまして。 

 宮本 これはたまたまこの表で実質がマイナスになったと表示してございますけれども、

これは政策金利ベースなのでたまたまマイナスに映るのです。実際の私ども民間銀行が企

業にお貸し出ししているベースで言いますと、運転資金あるいは長期資金によってちょっ

と違いますけれども、運転資金だと例えば、8%から 9%、設備資金ですと 10%から 11%で

あります。 

 一方で、昨年の通年度のインフレは約 9%まではいっていません。8.8%ぐらいです。し

たがって、いま申し上げたとおり中長期の金利の平均を 10%だとしますと、実質はまだプ

ラスだということです。インフレを上回っている貸出金利は適用しています。 

 司会 ありがとうございました。それでは、どうぞ。こちらお願いいたします。 

 質問 労働集約型の工場をいま中国で展開しているのですが、電子部品の製造をやって

おります。東南アジアということでプラスなのですけれども、先日もラオスに行きました。

私は詳しいことは分かりませんので非常に初歩的な質問なのですけれども、アセアン全体

の中で 低賃金を連携を取って計画的に上げているように思っているのですけれども、ほ

ぼそうですか。どの国が例えば、労務賃金が安いだろうという発想はもうはっきり言った

ら罠（わな）の中へ飛び込んでいくような格好になるのではないかという危機感を非常に

持っているのですけれども、いかがでしょうか。 

 宮本 なかなか深読みをされていると思いますけれども、縷々（るる）申し上げたとお

り、アセアンの中で経済の発展度合いがまちまちであります。それをいま例えば、ラオス、

カンボジア、インドシナのワーカーにもベトナム、タイ、インドネシアのような同一レベ

ルの賃金を適用できるわけがないのです。まず、インドシナ諸国は外国企業を呼び寄せる
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のが先決であります。ただ、すでにミャンマーだとかカンボジアでは労働者が騒いでいる

ようですけれども、急激にワーカーの賃金を上げたら、もう進出するメリットを奪ってし

まいます。 

 ですから、インドシナのような新興国については恐らく国が関与して賃上げが過度に行

なわれないようにするはずです。ただ、長い目で見れば、先ほどから申し上げたアセアン

経済共同体という趣旨に照らせば、みんなフィールドを同じくすべきだという議論になっ

てくるでしょうから、アセアンの中の労働条件といいますか、賃金条件というのは限りな

く収束していく可能性はあります。ただ、それには時間がかかるということです。 

 司会 ありがとうございました。それでは、時間もございますので、もしまだご質問等

がおありの方は財団を通じてご連絡をいただきますようにお願い申し上げます。それでは、

いま一度大きな拍手をお届けください。ありがとうございました。 

（拍手） 


