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《今月号のメニュー》 

◆ 今月のシンガポールトピックス 

   「2020年の ASEANの政治イベントについて」 

◆ 今月のバンコクトピックス 

   「タイの砂糖産業について」 

◆ アセアンニュース短信 
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今月のシンガポールトピックス 

「2020年の ASEANの政治イベントについて」 

2020 年の重要な政治イベントと言えば、11 月に予定されている米国の大統領選挙で

しょう。トランプ大統領の動向について、今まで以上に世界が注目することに間違い

はありません。 

一方、上記選挙ほどではないですが、ASEAN でも 2020 年に世界が注目する政治イベ

ントが幾つかの国で予定されています。 

近年の ASEAN における主な政治イベントとしては、2018 年のマレーシア総選挙 

（大方の予想を裏切り同国にとって初の政権交代が実現）や、2019 年のインドネシア

大統領選挙（大方の予想通りジョコ大統領が再選）などが挙げられます。 

2018 年のマレーシアの政権交代後には、ナジブ前首相が汚職疑惑で逮捕され、  

前政権下で進められていた大規模なインフラプロジェクトが中止となるなど、   

同国のみならず、日本を含む海外の国々にも大きな影響を与えました。 

今月のシンガポールトピックスでは、注目すべきシンガポール・マレーシア・  

インドネシア・フィリピンの 2020年の政治イベントについてレポートします。 

１. 各国の国家元首と主な政治イベント 

シンガポール・マレーシア・インドネシア・フィリピン 4 ヵ国の現在の国家元首と

主な政治イベント（総選挙や国家元首交代予定など）は、下表の通りです。 

 

国家元首 

（現在の任期） 

主な政治イベント 

（総選挙や国家元首交代予定など） 

シンガポール 
リー・シェンロン首相 

（2016～2021年） 

2020年に解散総選挙 

（予定） 

マレーシア 
マハティール首相 

（2018～2023年） 

2020年 11月以降に首相退任 

（予定） 

インドネシア 
ジョコ大統領 

（2019～2024年） 
特になし 

フィリピン 
ドゥテルテ大統領 

（2016～2022年） 

2020 年に注目される政治イベントを控えている国は、シンガポールとマレーシアに

なります。シンガポールのリー・シェンロン首相の任期は 2021 年までとなっています

が、同首相は前倒しで総選挙を行うことを示唆しており、有識者の中では、予算案成

立後の 2020年 4月頃に解散総選挙が行われることを予想する声が上がっています。 
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【シンガポール総選挙結果の推移】

（出所：各種報道） 

マレーシアのマハティール首相の任期は 2023 年までですが、2018 年の総選挙時に、

首相職の禅譲を約束することで共闘したアンワル氏への首相交代を、早ければ 2020 年中に

予定しています。 

インドネシアとフィリピンについては、2020 年に総選挙や国家元首交代などは予定

されておらず、シンガポールとマレーシアに比較すると、今年はそこまで大きな政治

イベントはありません。 

次に、各国の政治動向について見ていきます。 

２. 各国の政治動向について 

(1) シンガポール 

シンガポールは、世界の国々と比較

して、政治的に極めて安定している国

と言えます。1965 年の独立以来、政権

交代は一度も起こっておらず、過去の

総選挙においても、与党が圧倒的な議

席占有率と得票率を占めています。 

このため、今年予定されている総選

挙で政権交代が起こる可能性はゼロと言

っても過言ではありません。むしろ、「与党がどれだけの支持を集めて勝利を収

めるか」が注目されます。 

上図の通り、2006 年と 2011 年の総選挙では、与党の得票率は前回比で低下傾

向にありました。この背景には、シンガポール建国の父であるリー・クアンユー 

元首相（1923～2015 年、首相在任期間：1959～1990 年）以来進められてきた同国

の「国の成長を第一優先」とする政策に対し、国民から反発が出始めたことが挙

げられます。 

独立当時のシンガポールには主たる産業がなかったため「国の成長第一」とし、

外国人労働者や海外からの投資を広く受け入れ、今日の繁栄を享受するに至り

ました。 

しかし、国民が最低限の豊かさを享受できるまでに国が発展してからは、外国

人流入による国民の就業機会減少や、海外からの投資流入による不動産価格の高

騰、物価の上昇などに対して、国民からの不満が高まってきました。 
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その結果、2011 年の総選挙では、野党が得票率を大きく伸ばすこととなり、 

選挙結果は衝撃的な結果として受け止められました。それ以降、与党の政策は

「国の成長第一」から「国民生活重視」に大きく舵を切ることになります。 

政策方針変更の甲斐もあり、前回の 2015 年の総選挙では与党得票率が回復しま

した。もっとも、当時は選挙直前にリー・クアンユー元首相が亡くなり、与党が

「故リー・クアンユー元首相の弔い合戦」を演出したことが、得票率回復に大き

く寄与したと見られています。 

今年予定されている総選挙では、与党にとって前回のような追い風がないため、

与党の政策が国民にどのように評価されているかが明らかになるでしょう。 

(2) マレーシア 

マハティール首相（写真右）は、2018 年 5 月

の首相就任時に、「今後 2 年以内（2020 年  

5 月迄）に首相の座をアンワル氏（写真左）へ 

譲る」と公言していました。もっとも、昨年末

に、「2020 年 11 月に開催されるアジア太平洋

経済協力会議（APEC）首脳会議後に譲る」と発

言し、交代時期を先送りしました。 

元々アンワル氏は、1980～1990 年代のマハティール首相前政権時代に主要閣僚

を務めるなど、同首相と良好な関係にありました。その後、政策の対立から関係

が悪化して逮捕に至るなど、両者の関係は悪化しました。 

そんな両者ですが、前回総選挙時は「ナジブ前首相からの政権奪取」という 

共通の目的を果たすため手を結んだことで、マハティール首相がアンワル氏の 

支持母体からの支持を取り付けたことなどもあり、政権交代を果たすことができ

ました。 

しかし、禅譲時期の先送りのみならず、アンワル氏以外の後継者候補が取りざ

たされるなど、スムーズな禅譲がおこなわれるかどうか懸念されます。 

また、昨年 11 月に実施された下院補選で野党候補者が圧勝するなど、与党の 

支持率は低迷基調にあります。マハティール首相とアンワル氏の関係が再び悪化

することになれば、与党の政権運営に悪影響を与える可能性は否定出来ないため、

マハティール首相の後継者問題には注意が必要です。 

（出所：地元紙） 
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(3) インドネシア・フィリピン 

2020 年、インドネシアとフィリピンでは、大きな政治イベントは予定されてい

ません。 

インドネシアは、国際社会からも手腕を高く評価されているジョコ大統領が

2019 年の大統領選挙で再選を果たし、大きな混乱もなく同大統領は 2 期目の政権

運営を開始しています。 

また組閣にあたっては、大統領選で対立候補だったプラボウォ氏を国防相に 

招いたことで、同氏が党首を務めるグリンドラ党が野党から与党に転換したため、

ジョコ政権は圧倒的多数派政権となることに成功しました。 

フィリピンについても、次回の大統領選挙は 2022 年と当面先であることに加え、

2019 年に実施された中間選挙でドゥテルテ大統領を支持する候補者が圧勝を  

収めるなど、同大統領は任期満了まで盤石の政権基盤を有しているとは言え、国

際社会の目は次の大統領が誰になるのかに向いています。 

３. おわりに 

2020年に最も注目すべきイベントは、シンガポールの総選挙になります。 

同国は、与党敗北とも言える 2011 年の選挙結果を踏まえ、大きく国の方針を転換し

ており、それが現在の政策に大きく影響しています。 

日本人にも関係する事項としては、外国人用就労ビザの厳格化が挙げられます。 

同国政府は、外資企業の進出には引続き寛容ですが、大手外資系企業になればなる

ほど、マネージャー層へのシンガポール人登用を強く求めており、当地の大手日系企

業の担当者と面談すると、必ずと言っていいほど、就労ビザの件で悩まされていると

いう声を聴きます。 

次回選挙で、与党が得票率を減らすような結果になると、これまで以上に国民の生

活に配慮した政策に舵を切る可能性は否定できず、日本人をはじめとした外国人に、

悪影響を与えます。 

 

千葉銀行シンガポール駐在員事務所は、今後も、シンガポールを初めとした ASEAN

地域の様々な情報をご提供してまいります。お気軽にご相談ください。 
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今月のバンコクトピックス 

「タイの砂糖産業について」 

「甘い」「辛い」「酸っぱい」という特徴を持つタイ料理レストランのテーブルに

はナンプラー、粉唐辛子、唐辛子入り酢、そして砂糖の 4 点セットが置かれ、自分の 

好みの味に調整して食事をすることができます。 

今月のバンコクトピックスでは、食の五味（うま味、甘味、塩味、酸味、苦味）の

うち甘味の源泉である「砂糖」についてレポートします。 

１．タイの砂糖輸出状況について 

タイはインド、ブラジルに次ぐ世界第

3 位の砂糖生産国であり、ブラジルに次

ぐ世界第 2 位の砂糖輸出国です。2018 年

時点で、日本は国内消費量の約 7 割を 

外国から輸入していますが、そのうちの

約 3 割をタイからの輸入に頼っています。 

日本では、粗糖と呼ばれるサトウキビ

の絞り汁を下処理した後、結晶化させた

原料を輸入し、上白糖、グラニュー糖、白双糖
しろざらとう

などへ加工しています。国内生産の砂

糖と輸入された砂糖の間には 2～5倍程度の価格差があります。 

政府は国内の砂糖生産農家を保護するため、外国産の砂糖に関税をかけていますが、

現状では、輸入に頼らなければ国内の需要に対応できていません。 

2．タイにおけるサトウキビ生産と問題点 

砂糖の原料となるサトウキビは主にタイ中部、北部、東北部で栽培されています。

生産者の半数が耕地面積 10 ヘクタール以下の小規模事業者であり、ハーベスタ（収穫

用機械）の導入が困難なことから、手刈りによる収穫方法が主流になっています。 

  

出所：日本関税協会月報より
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もっとも、サトウキビを収穫する際、根元が葉で覆われていると刈り取り作業が難

しくなるほか、葉が付いたままの状態では歩留まりが低下します。そのため、葉を焼

却することで脱葉作業を不要にし、作業効率を向上させるべく「焼き畑」を行う生産者

が増加しており、製糖工場に運び込まれるサトウキビの 6 割以上が「焼き畑」によっ

て収穫されたものです。 

しかし、「焼き畑」を行うことで、①PM2.5（微小粒子状物質）などの有害物質が発

生する、②回収可能な糖分が少なくなる、③品質が劣化する、などのデメリットがあ

ります。 

工業省のサトウキビ・砂糖委員会事務局は「焼き畑」を抑制すべく、「焼き畑」で

生産されたサトウキビとそうでないサトウキビの取引価格に格差を設けたり、「焼き

畑」を減らす啓蒙看板を設置するなどの対応を執りましたが、いずれも効果は限定的

です。 

2019 年 7 月、政府は、2021 年 9 月までの期間に合計で 60 億バーツ（約 216 億円）

のサトウキビ農家向け低利融資プログラムを開始するなどの対策を打ち出しています。

これにより、ハーベスタの購入促進による大気汚染物質の排出削減や生産性向上・作

物の品質向上による農家収入の増大を見込んでいます。 

3．タイにおける加糖飲料課税 

タイ人の 1 人当たり年間砂糖消費量は、

約 45 ㎏と日本人の約 3 倍です。タイ料理に

は、辛さと甘みの同居した味付けが多く、ラ

ーメンやタイ風のうどんにも砂糖を入れて食

べる人がいます。また、飲み物も甘いものが好

まれ、ボトル入り緑茶などは砂糖入りの商品

が一般的です。 

こうした食生活から、タイでは肥満人口や

生活習慣病患者が増加しており、政府は

2017年 9月、国民の健康増進を目的に「加糖飲料課税」を導入しました。 

加糖飲料課税とは、砂糖を含有する飲料に対して課税を行う物品税であり、   

米国や欧州の一部の国でも同様の税制が既に導入されています。また、タイでは 2019

年 10 月に加糖飲料課税の増税が実施されましたが、飲料メーカーの努力により商品の

小売価格に大きな変化は見られていません。 

  

（筆者撮影）砂糖入り緑茶、蜂蜜レモン、蜂蜜りん

ご、ぶどう、すいかフレーバー付 
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タイの加糖飲料税額（1ℓ 当たり） （単位：バーツ） 

飲料 100mℓ 当たり 

砂糖含有量 

2017年 9 月 

～2019年 9月 

2019年 10月 

～2021年 9月 

2021年 10月 

～2023年 9月 
2023年 10月～ 

6ｇ以下 0 0 0 0 

6ｇ超～8ｇ以下 0.1 0.1 0.3 1 

8ｇ超～10ｇ以下 0.3 0.3 1 3 

10ｇ超～14ｇ以下 0.5 1 3 5 

14ｇ超～18ｇ以下 1 3 5 5 

18ｇ超 1 5 5 5 

出所：タイ物品税率規則第 3版より作成

4．おわりに 

世界第 3 位の生産量、同第 2 位の輸出量を誇る砂糖産業は、タイの重要産業のひと

つです。また、消費量でもアジアで第 1 位となり、国民 1 人当たりの 1 日の摂取量は

世界保健機関（WHO）推奨量の約 4 倍であるなど、タイは需要・供給の両面から世界有

数の砂糖大国であると言えます。 

直面する複合的課題とどのように折り合いを付けながら砂糖関連産業の振興を図っ

ていくのか、政策が注目されます。 

  

出所:タイ物品税率規則第 3版より作成
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タイ、脱プラスチックへ政府が本腰 
【タイ】 

東南アジアの訪日客数、堅調に増加 
【ASEAN】 

国 訪日客数 伸び率（％）

タイ 140,300 36.3

シンガポール 65,300 20.3

マレーシア 65,000 17.1

フィリピン 64,800 38.0

ベトナム 41,900 23.3

インドネシア 37,200 15.9

合計 414,500 27.2

【ASEANからの訪日客数（11月）】

アセアンニュース短信 

2019年 12月 18日の日本政府観光局（JNTO）の発表

によると、2019 年 11 月の ASEAN 主要 6 ヵ国（シンガ

ポール、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、

インドネシア）からの訪日客数は、41 万 4,500 人 

（前年同月比 27％増）となり、4 ヵ月連続で 2 桁の 

伸び率を記録しました。 

なかでも、フィリピン（同 38％増、6万 4,800人）が最大の伸びを記録しました。 

この背景には、ASEAN 各国から日本向けの新規路線の開設が相次いだことが挙げられます。

最大の伸びを記録したフィリピンについては、2019 年 7 月にマニラ－関西線、同年 8 月に 

クラーク－成田線が就航しました。 

2019 年 10 月の大型台風の直撃により、滞在中の外国人観光客も被害を受けたものの、 

日本に対する印象は悪化しておらず、日本への旅行需要は堅調に推移しています。ASEAN  

各国の成長に伴う中間層（＝海外旅行をするだけの余資がある人々）の拡大と比例して、 

訪日客数も増加していくことが見込まれます。 

タイ政府は、「Everyday Say No to Plastic Bags（プラスチック袋を減らそう）」を   

スローガンに、2020 年 1 月 1 日よりレジ袋の無料配布を抑制するプロジェクトを実施   

しました。 

天然資源・環境省のワラーウット大臣によると、デパート、コンビニエンスストア、家電

小売チェーン、ホームセンター等を中心とする大手小売、流通事業者など 50 社以上が   

プロジェクトへ参画することで同省と合意しています。 

2019 年に政府は廃プラスチック管理のロードマップを閣議決定しています。ロードマップ

は、2030 年までの 12 年間を 3 フェーズに分け、プラスチック関連製品の削減目標を品目別

に数値化したものです。そこでは、①2022 年までに使い捨てプラスチックカップ・    

プラスチックストロー・発泡スチロール製食品容器の全てや一部規格のレジ袋を 100％使用

停止とすること、②2027 年までに廃プラスチックのリサイクル率を 100％（2018 年実績：

22％）とすること、等を目標に掲げています。 

（出所：JNTO） 
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お知らせ 

千葉銀行シンガポール駐在員事務所及びバンコク駐在員事務所では、アセアン地域

への進出等を全面的にサポートしております。 

現地法人設立の手続きやオフィス・工場物件のご紹介、税制等の情報、販路・調達

先のご紹介など、幅広いサービスを提供させて頂いておりますので、弊行お取引店を

通じ、お気軽にご相談ください。 

以  上 

 

※ ここに掲載されているデータや資料は、情報提供のみを目的としたもので、投資勧誘等を

目的としたものではありません。投資等の最終決定は、ご自身の判断でなされるようお願

いいたします。 

※ また、弊行は、かかる情報の正確性や妥当性については、責任を負うものではありません。 

 

本レポートに関するお問い合わせは、千葉銀行 市場営業部 海外支店統括グループ 

（Tel：03-3270-8526、e-mail：kaigai_tokatsu@chibabank.co.jp）までお願いいたします。 

 

≪出典≫ 

NNA、時事通信、各種新聞報道 

 


