ＪＣＭ利用を促進

︵中島昭浩︶

インドネシア商工会議所
︵カディン︶は経済政策パ
ッケージ 弾の追加版に盛
り込まれた︑外資企業の出
資比率を定めた投資ネガテ
ィブリスト改正について実
施を遅らせるように政府に

商工会議所

実施延期を要請

ネガティブリスト改正

る︒

プロジェクトで︑東京セン
チュリーは現地法人センチ
ュリー東京・リーシングイ
ンドネシアからのリースを
提供する︒
ＪＣＭ は 日 本 が 持 つ 低 酸
素技術や製品を途上国に提
供することで︑途上国の温
室効果ガス削減に寄与︒削
減された産出量の一部を︑

川重冷熱の冷凍機導入

トアップ企業となる︒ブル
ームバーグなどが 日︑報
じた︒
ソフトバンクは２０１４
年 月︑米国ベンチャーキ
ャピタルのセコイア・キャ
ピタルなどとトコペディア
に総額１億ドルを出資し
た︒
トコペディアは 年創
業︒ 年８月には中国アリ
ババグループなどからも
億ドルの出資を受けてい

日本企業の海外展開促進を
支援している︒
月末に稼働したプロジ
ェクトでは地場化学メーカ
ー︑ティムラヤ・トゥンガ
ルの工場に川重冷熱工業製
の吸収式冷凍機を導入︑廃
蒸気を有効活用し︑温室効
果 ガ ス 削 減 を 図 る ︒ ＪＣＭ
にリースを組み込んだ初の

東京センチュリー

大手金融・サービス業の
東京センチュリーはこのほ
ど︑日本の環境省が推進す
る﹁二国間クレジット制度
︵ＪＣＭ︶﹂に採択され
た︑現地化学メーカーに吸
収式冷凍機を導入するプロ
ジェクト稼働に際し︑イン
ドネシア政府関係者向けに
説明会を開いた︒積極的に

トコペディア
億㌦獲得か
ソフトバンクから

地場系電子商取引︵Ｅ
Ｃ︶大手トコペディアが︑
ソフトバンクなどの既存株
主から 億ドルの追加出資
を受ける見込みだ︒米調査
会 社 ＣＢ イ ン サ イ ツ に よ れ
ば︑実現後の企業評価額は
約 億ドルとなり︑国内で
最も企業価値の高いスター

説明会の参加者たち＝東京セ
ンチュリー提供

日本の排出削減量として計
上することを目指す制度︒
東京センチュリーは金融
要請している︒
１００％を外資に開放す
る分野について︑各業界団
体から意見を吸い上げた結
果を政府に伝えるという過
程を経て再度検討してもら
いたい︑と主張︒輸出の不
振︑経常収支の赤字拡大が
進む中で︑外国直接投資を
促進する方策として︑ネガ
ティブリスト改正について
は理解する姿勢を見せてい
る︒
︵平野慧︶

会 社 で 初 め て ＪＣＭ 代 表 事
業者となり︑既に４件のプ
ロジェクトを採択︒東京セ
ンチュリー現地法人からの
ファイナンスを提供し︑顧

比の野球代表
コンサルタント

客の初期投資負担を軽減す
るスキームを推進してい
る︒フィリピンやタイでも
案件採択を目指す︒
日本政府は２０１３年に

同︒同年 月 日︑現職の代
表コンサルタント就任要請と
いうクリスマスプレゼントを
受け取った︒
野球は米国植民地時代に持
ち込まれたとされる︒板倉さ
んによると︑競技人口はイン
ドネシアの２倍に当たる約１
万人︒小学校から大学まで学
校のチームやクラブチームが
ある︒
大リーガーのような上半身
の力に任せたスイングが比選
手の土台にあるが︑板倉さん

板倉國文さんが展望

「指導法一本化が鍵」

る﹂と指摘︒米国と中国につ
いて﹁米国がすでに持つ比で
の権益に加え︑中国は新たな
分野を狙っており︑比は２重
の重石を背負うことになる﹂
と述べた︒
中国領事館前には︑警官約
１００人が配備され︑厳重な
警戒態勢で集会参加者を迎え
たが︑トラブルはなかった︒

日イ国交樹立 周年記念事
業の一環﹁東南アジア諸国連
合 ︵ ＡＳＥＡＮ ︶ 国 際 親 善 野
球大会﹂のため来イしてい
る︑フィリピン代表コンサル
タントの板倉國文さん︵ ︶
が ︑ 両日︑じゃかるた新
聞の取材に応じ﹁指導に一貫
性がないので︑小学校から社
会人まで指導方法を一本化で
きるかが今後の成長の鍵﹂と
比の野球の展望を語った︒
歳から社会人クラブチー
ムの一塁手として活躍︒並行
して 歳から 年ほど審判員
としてのキャリアも重ね︑地
元長野県で少年野球チームの
監督なども務めた︒
比の野球に関わったきっか
けは︑２００６年中ごろにセ
ブやマニラで開いた野球教
室︒その後︑代表選手に指導
する機会があり︑打球が劇的
に変わったことに驚いた国内
野球界首脳陣から要請を受
け︑ 年 月下旬のアジア選
手権にアドバイザーとして帯
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ＪＣＭ 制 度 を 開 始 ︒ 採 択 さ
れた設備補助事業１２２件
のうち︑インドネシアは最
多の 件を占める︒
︵平野慧︶

は﹁アジアの人では力が足り
ない︒ステップをしないと﹂
とぴしゃり︒さらに︑フライ
を処理する時に太陽の正面を
向かず︑横から捕球するなど
﹁日本の指導で教わる細かな
点﹂を知らないという︒
近年の停滞の原因は︑イン
ドネシア同様︑高価な用具が
慢性的に不足している上︑大
学卒業後に代表以外に道がな
いことと強化・遠征などの資
金難︒現在の世界ランキング
は 位で︑かつては常に下位
だったインドネシア︵同
位︶の後塵を拝している︒
﹁今後３︑４年は国際大会
に出場していきたい︒当面は
来年の東南アジア大会︒自国
開催だから優勝しないと﹂と
板倉さん︒ 年まであった社
会人リーグは運営側の資金繰
りがうまくいかず︑再開のめ
どが立っていないが︑﹁野球
で生活できる環境を﹂とプロ
リーグ創設を見据える︒相手
にもプライドがあるので自分
の理論を押しつけず︑我慢強
くやる︒﹁すぐうまくなるわ
けでもない﹂と語った︒︵じ
ゃかるた新聞＝中島昭浩︑写
真も︶

■スマレコン、
マカッサル住宅地開発

■エフ・コード、
ＢＣＡに機能導入
12

中国領事館前で抗議集会
中国の習近平国家主席のフィリピン訪問に合わせて
日午前︑首都圏マカティ市では左派系団体による抗議集
会が行われ︑曇り空の下︑マカティ消防署前から同市ヒ
ルプヤット通り沿いの中国領事館まで約２００人が行進
した︒
︵まにら新聞＝岡田薫︑写真も︶

中国に抗議するプラカードを掲
げる左派の人々＝ 日、首都圏
マカティ市のヒルプヤット通り

水産加工展示会「シーフードショ
ー・オブ・アジア2018」が中央ジャカ
ルタのクマヨランにある国際展示場Ｊ
Ｉエキスポで開かれている。日系企業
を含む水産加工や流通関係のメーカ
ーや商社が出展。主催者は７万5000人
の来場者と２兆ルピアの成約額を見込
む。24日まで。

75

開発大手スマレコン・アグンは 22
日、南スラウェシ州マカッサルにニュ
ータウン「スマレコン・ムティアラ」
を造成すると発表した。投資額は2000
億ルピア。ハサヌディン空港近くの土

31

住友金属鉱山は約17億7000万ドルを
投じて、南東スラウェシ州ポマラアで
ニッケル製錬所の建設を検討してい
る。電気自動車向けのリチウムイオン
電池の材料など、日本での需要に応え
る。ニッケル鉱石からの中間製品の生
産目標は４万トン。

29

15

■水産展示会を開催

■ルミネ、
来月７日にオープン

エフ・コード（本社・東京都新宿
区）はこのほど、バンク・セントラ
ル・アジア（ＢＣＡ）が運営する顧客
向けウェブサイトに、2018年11月から
ウェブ接客ツール「エフトラＣＴＡ」
と、ブラウザ通知ツール「エフトラプ
ッシュ」を導入したと発表した。
エフトラＣＴＡはサイトに数行のコ
ードを埋め込むだけで、ユーザーがど
ういう広告を見てアクセスしてきてい
るかなどを解析し、適切な情報を提供
する。エフトラプッシュはデスクトッ
プの画面上やスマートフォンやタブレ
ットの待受画面のトップに、短い広告
メッセージを通知できる。ローンや口
座開設の申し込みにつなげたい考え
だ。
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■住友金属鉱山、
ニッケル製錬所
60

48

10

集会を主催した﹁主権のた
めの比人による団結﹂︵Ｐ１
ＮＡＳ ︶ は ︑ ﹁ わ れ わ れ の 主
権を主張しよう！﹂﹁中国は
西フィリピン海︵南シナ海︶
から出て行け﹂などの横断幕
を掲げた︒
政党アクバヤンや人権団体
カラパタンなども︑ルソン地
方リサール州のカリワダム︑
カナンダム︑ライバンダムの
三つのダムの名を挙げ﹁中国
ＯＤＡによる建設を停止せ
よ﹂﹁私たちの川を売り渡す

習主席の訪比に左派団体

地 400 ヘクタールを確保、住宅は１棟
８億〜22億ルピアで販売する。
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11
20

ルミネは21日、中央ジャカルタのプ
ラザ・インドネシア５階に「ルミネジ
ャカルタ」を12月７日にオープンする
と発表した。店舗面積は約1200平方メ
ートルで、トゥモローランドやユナイ
テッドアローズなどのファッションブ
ランド、ライフスタイル雑貨では中
川政七商店など合計20ブランドがそろ
う。ルミネは2017年にシンガポールに
開店しており、ジャカルタは海外２店
鋪目。
生還した選手にも走塁の指導を行った板倉
さん（左端）＝21日、東ジャカルタ区内
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ことはできない﹂などと書い
たプラカードを持って参加し
た︒
前下院議員のコルメナレス
弁護士は﹁ドゥテルテ政権は
何十億ペソというローンを中
国から非常な高利子で借りよ
うとしている﹂と指摘︒南シ
ナ海問題についても﹁何兆ペ
ソもの莫大な石油や天然ガス
資源が眠っており︑後の世代
への大きな助けになる﹂とし
た上で﹁大統領はインフラ政
策﹃ビルド︵建設︶・ビル
ド・ビルド﹄への融資と引き
換えに中国へ資源を売り払お
うとしている﹂と訴えた︒
また︑先住民団体カトリブ
のマラヤオ代表は﹁中国は比
先住民の川など自然資源をビ
ジネス目的で食い物にしてい
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