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シンガポール駐在員事務所 

バンコク駐在員事務所 

《今月号のメニュー》 

◆ 今月のシンガポールトピックス 

   「アジアのスタートアップ集積都市、シンガポール」 

◆ 今月のバンコクトピックス 

   「ベトナムの韓国マーケットについて」 

◆ アセアンニュース短信 
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（出所：Nestpick） 

スタートアップ向けの都市環境ランキング

都市名 国 地域

1 ニューヨーク 米国

2 サンフランシスコ 米国

3 ロンドン イギリス

4 ロサンゼルス 米国

5 ボストン 米国

6 トロント カナダ

7 オースティン 米国

8 シカゴ 米国

9 パリ フランス

10 シアトル 米国

11 シンガポール シンガポール アジア

12 ベルリン ドイツ 欧米

13 北京 中国 アジア

14 シドニー オーストラリア オセアニア

15 バンクーバー カナダ 欧米

30 東京 日本 アジア

欧米
～

今月のシンガポールトピックス 

「アジアのスタートアップ集積都市、シンガポール」 

シンガポールという国が、東南アジアのハブや

国際金融センターとして機能していることは、 

既にご存知の方も多いと思います。 

最近では、これらの側面と共に、東南アジアに

おける『スタートアップ※の集積都市』としても

注目されるようになりました。 

※創業して間もなく、かつ革新的な事業に取り組み、市場    

を切り開き、需要を生み出していく企業 

右表は、欧 州の不 動産 調査会 社であ る

Nestpick 社が公表した、スタートアップ向けの

都市環境ランキング（2018年）です。 

トップ 10 は欧米の各都市で占められていますが、シンガポールがアジアで最上位に

位置し、「アジアのスタートアップ集積都市といえばシンガポール」と世界で評価さ

れていることが分かります。なお、日本については、東京が最上位に位置しています

が、順位は 30位に留まっています。 

シンガポールは、1965 年の独立以降、頻繁にその姿を変えています。独立当時は外

資系製造業を積極的に誘致し、多くの日系メーカーも生産拠点を構えました。 

しかし 1980 年代以降になると、労働コストの上昇に伴って製造拠点としての魅力が

近隣諸国に見劣りするようになり、金融のハブとしての機能を拡充するよう舵を切り

ました。2000 年代半ば頃からは、より付加価値の高い産業（労働集約型産業→知識  

集約型産業）の誘致に力を入れてきました。 

今月のシンガポールトピックスでは、「アジアのスタートアップ集積都市、   

シンガポール」についてレポートします。 

１. スタートアップ集積都市としてのシンガポールの魅力 

スタートアップが持続的に生み出されるためには、環境（スタートアップ・エコシ

ステム）整備が重要だといわれています。 
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都市名
投資家数

（企業数）

人口

（万人）

投資家数/人口

（投資家密度）

ニューヨーク 8,014 862 9.3

サンフランシスコ 7,299 88 82.9

ボストン 2,136 68 31.4

シンガポール 1,295 561 2.3

北京 1,235 2,154 0.6

東京 1,205 927 1.3

（出所：Chrunchbaseを元に筆者作成） 

具体的には、①政府や地方公共団体が主導してスタートアップを支援し、情報発信

の機会を設ける、②ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家が資金支援することで、

スタートアップが成長し易い環境を整える、ことが挙げられます。 

これにより、成功を収めたスタートアップは、連続起業家となり新たなスタート  

アップを設立したり、エンジェル投資家となることで、次世代のスタートアップの 

育成に貢献することが可能となります。（下図参照） 

 
（出所：JETRO資料を元に筆者作成） 

シンガポールがスタートアップ集積都市となっている要因として、スタートアッ

プ・エコシステムが機能していることが挙げられます。 

シンガポールは、「スタートアップが持続的に創出されることが、自国の経済活性

化や経済全体の底上げとともに産業の高度化に繋がる」という考えから、2000 年半ば

よりスタートアップ・エコシステムの整備に注力しています。 

起業家に対する助成金制度の拡充や政府が所

有するデータの一般開放などが代表的な事例と

して挙げられます。右図のとおり、シンガポー

ルの投資家密度（投資家数/人口）は欧米のスタ

ートアップが集積している都市に比べて見劣り

するものの、アジアではトップとなります。 
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２. シンガポールのスタートアップ集積地、BLOCK71 

シンガポールの中で、スタートアップの集積

地として広く知られているのが、BLOCK71（右

写真）です。 

外観だけ見ると古いマンションのように映り

ますが、BLOCK71 は世界からシンガポールのス

タートアップ・エコシステムの中心地とみられ

ています。 

 

BLOCK71 は、工業団地の一角に所在する取壊し予定だったビルを、シンガポール国

立大学（シンガポールで最も世界的に評価の高い大学、以下「NUS」）がインキュ   

ベーション施設として改装し、2011年より営業を開始しました。 

NUS が BLOCK71 を創設した背景には、NUS の数多くの学生がスタートアップを設立し

始めたことがあります。2000 年初頭に NUS は、学生をシリコンバレーの大学に交換 

留学で送り込むプログラムを始めました。そして、帰国後の学生たちの起業を支援す

るために、BLOCK71を創設しました。 

BLOCK71 の魅力としては、月額 6 万円程度の安価な家賃のほか、多くのスタート 

アップは勿論、投資家や大学の研究施設も入居しているため、同一の場所で積極的な 

情報交換が行い易い環境にあることなど、が挙げられます。 

2011 年の営業開始以降、600 社超のスタートアップが同地で創設しました。現在は

空き物件がなく、入居を希望する多くのスタートアップが列をなしています。 

BLOCK71 の成功を受け、シンガポール政府は同地の近隣に BLOCK73、BLOCK75 など 

同様の施設を複数創設し、同地域一帯はスタートアップで溢れています。 

チャンギ国際空港

マーライオンパーク

オフィス街ジュロン工業団地

シンガポール国立大学

BLOCK 71

（出所：BLOCK71） 
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グローバル企業も、BLOCK71 から生まれてくるスタートアップに着目しており、 

BLOCK71 のパートナーには、マイクロソフト、ロイヤルダッチシェル、バイエル、  

シスコシステムズなどの欧米系のグローバル企業が名前を並べています。（下写真は、

BLOCK71内の共有スペースや、フードコートの様子。筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

３. 日本の動き 

シンガポールをはじめとする世界各都市のスタートアップ集積都市の動きを踏まえ、

日本政府も世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点となる都市を形成すべく

計画を立案し、都市の選定を行っています。 

政府は、国内各都市から提出された拠点形成計画と拠点都市としての潜在力を審査

し、「グローバル拠点都市」3 拠点とそれに準ずる「推進拠点都市」の合わせて 10 拠

点を認定し、官民による支援を行う予定です。認定都市の発表は、本年 3 月末頃を予

定しています。 

また、中小企業に対する資金面での支援体制も見直しを検討しています。 

政府は、米国で導入されている中小企業によるイノベーション促進のための 制度

「Small Business Innovation Research」を参考に、1999 年に中小企業技術革新制度

（日本版 SBIR）を創設し、中小企業に対する信用保証協会の保証枠の拡大や各種補助

金の拡充などを行いました。 

しかし、創設から 20 年以上経たものの、目覚ましい結果が出ているとは言えません。

そのため、現行制度を見直すことで、よりイノベーションの促進に資する制度へと変

更すべく、議論しています。 
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（出所：CB インサイツ） 

（単位：兆円）

国名 名目GDP

1 米国 2,261.3

2 中国 1,468.9

3 日本 546.3

16 インドネシア 112.3

26 タイ 55.5

35 シンガポール 40.0

～
～

～

（出所：IMF） 

国名
ユニコーン

企業数
比率

米国 217 48.4%

中国 109 24.3%

インドネシア 5 1.1%

日本 3 0.7%

シンガポール 2 0.4%

総数 448

４. おわりに 

シンガポールはアジアのスタートアップ集積都市としてすでに世界から評価されて

いますが、課題もみられます。 

例えば、ユニコーン企業【創業してからの年数が浅く（10 年未満）、企業価値評価

が高い（10億ドル以上/約 1,100億円以上）未上場企業】の数の少ないことです。 

右表は、スタートアップやベンチャーに関する情報  

ベンダーとして世界的に知られている CB インサイツが、

2020 年 1 月末時点で、ユニコーン企業と認識している 

企業の国別数になります。 

米国と中国企業の数に比べ、シンガポール企業の数は 

大きく見劣りしており、近隣のインドネシアと比べても 

少ない状況です。 

スタートアップ集積都市としての評価を得ているシンガポー

ルからユニコーン企業が創出されていない理由の一つに、「国

の経済規模の小ささ」が挙げられます。 

同国の一人あたり GDP は、日本の約 1.6 倍ですが、名目 GDP

は約 40 分の 1 と経済規模が小さく、シンガポールのスタート

アップが規模拡大を図るためには、海外展開が求められます。   

しかし、相応の管理コスト等が伴うため、スタートアップ段階

の企業にとって海外展開は高いハードルとなります。 

このような背景から、外資系企業、特に日系企業との提携を希望する企業が多く存

在します。その理由としては、①日本が世界第 3 位の経済規模を誇っており、日本で

の成功が規模拡大に寄与すること、②中資系企業と比較して過度に経営に口を出さな

いこと、が挙げられます。 

日系企業による M&A・出資案件は増加基調にあり、今後、日本でシンガポール発のサ

ービスが広く見られる時代がやってくるかもしれません。 

 

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 

「ベトナムの韓国マーケットについて」 

ベトナムは韓国にとって重要な位置付けの国であり、近年、経済面における両国の

関係は急速に緊密化しています。 

昨年 11 月、釜山で東南アジア諸国連合（ASEAN）と韓国の特別首脳会議が開かれま

した。この会議では、2020 年に両者間の貿易額を 2,000 億ドル（2018 年比+25％）へ

引き上げる目標を採択しました。韓国政府が 6 億人超の人口を抱える ASEAN との関係

強化に活路を見出そうとするなか、輸出額が過去 10 年間で 6 倍に拡大しているベトナ

ムとの関係強化は、成功例と言われています。 

今回のバンコクトピックスでは、ベトナムで圧倒的な存在感を誇る韓国マーケット

についてレポートいたします。 

１．韓国企業による投資状況 

世界からベトナムへの直接投資は近年堅調に増加しており、2018 年は新規認可件数

3,046 件（過去最高）、認可額 3,658 億米ドルを記録しました。そのうち、韓国からの

直接投資は 1,043 件（国別で 1 位）、認可額 3,658 億ドル（同 2 位）を占めています。

また、累計では、件数・認可額とも韓国が国別で 1位となっています。 

 

 

 

 

(単位：件、百万ドル)

件数 認可金額 件数 認可金額

日本 429 6,592 4,007 57,372

韓国 1,043 3,658 7,487 62,630

シンガポール 226 1,424 2,161 46,718

中国 389 1,217 2,168 13,414

香港 159 1,129 1,437 19,845

その他 800 3,956 10,194 140,871

合計 3,046 17,976 27,454 340,850

（出所：JETRO）

2018年 累計（～2018年）

【ベトナム向け直接投資実績（単年度/累計）】
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1992年 韓越国交正常化

2000年 米越通商協定締結

2007年 ベトナムのWTO加盟

2015年
ベトナムで外国人の住宅所有
に関する規制緩和

2017年 韓国で政権交代

2．韓国企業による進出の歴史 

韓国企業のベトナム進出を紐解くと、1992 年の韓国・ベトナム国交正常化を契機と

して、大企業を中心に家電製造業、鉄鋼業などの工業分野の進出が本格化しました。 

その後、2000 年に米国と米越通商協定を締結する

と、ベトナムの安価な人件費を活用した繊維業や衣

服・靴を製造する縫製業など、米国への輸出を前提

とした労働集約型製造業による海外投資が急増しま

した。2007 年に世界貿易機関（WTO）に加盟すると、

韓国企業の進出はさらに加速しました。 

業種別進出状況をみると、製造業が最も多く、不動産業、建設業が続きます。2015

年以降、外国の法・個人による住宅の所有・相続が可能となったことから、韓国の大

手不動産や投資会社を中心に投資ブームが起きたことが、その要因です。 

また、2017 年に韓国で政権交代が起こり、不

動産保有や相続に関する税金が前政権時代の約 2

倍に跳ね上がったことで、ハノイとホーチミンな

ど都市部への不動産投資が加速しました。大手旅

行会社がツアーを催行するなど、不動産投資ブー

ムは現在も続いています。 

3．街中における韓国マーケット 

2018 年時点でベトナムに居住する日本人は 2 万人弱である一方、韓国人は約 17 万人

と、日本人の約 9 倍に達します。ホーチミンでは、コリアタウンに韓国料理レストラ

ンが乱立したほか、韓国系ショッピングモールのロッテマートでは買い物客のほとん

どが韓国人であり、至るところで韓国人の多さを体感します。また、韓国式ベーカリ

ーチェーンなども多く出店しています。 

韓国カルチャーの人気も非常に高く、K-POP や韓流ドラマは老若男女問わず、テレビ

やインターネットで数多く視聴されています。先日アカデミー賞を受賞した韓国映画

「パラサイト」も、公開 1 週目で興行ランキングトップとなりました。また、スポー

ツ分野では、韓国人監督率いるサッカー・ナショナルチームが飛躍を遂げたこともあ

り、両国の友好関係が強まっています。 

さらに、観光業界では 2019 年に韓国人観光客数が年間 400 万人を突破する見通しで

す。特にベトナム中部のリゾート地・ダナンは人気があり、1 日に着陸する国際線航空

便 70 便中 36 便が韓国便（日本便は 1 便のみ）であるなど、外国人観光客の半数以上

が韓国人となっています。 

【韓国企業の対ベトナム直接投資（累計）】

業種 件数 認可金額
1 製造業 3,828 42,946
2 不動産業 125 8,175
3 建設業 810 3,006
4 流通業 144 1,041
5 小売・卸売業 638 806

（単位：件、百万ドル）
（出所：韓国輸出入銀行）
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4．おわりに 

企業活動、居住者数、カルチャー、観光業などあらゆる面で、韓国はベトナムに 

で圧倒的な存在感を示しています。しかし、ベトナムへ進出する全ての韓国企業が成

功しているわけではありません。特に、自営業者などの中小事業者の成功例は一握り

といわれています。飲食店など既に飽和状態の市場もあり、韓国企業同士のシェアの

奪い合いなどから参入障壁は高まっています。 

他方、従来の勢いに任せた経営に限界を感じた韓国企業の中には、マーケティング

や統計的なデータに基づく長期的な経営戦略を策定する動きも出始めています。 

数多くの成功と失敗の上に存在しているベトナムの韓国マーケットは、事業展開を

検討する日本企業にとって多くの学ぶべき材料を含んでいるといえるでしょう。 

  

出所:タイ物品税率規則第 3版より作成
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中国国家主席、19年ぶりにミャンマーを訪問 
【タイ】 

ジャカルタでプラスチック製レジ袋の利用禁止へ 
【インドネシア】 

アセアンニュース短信 

2019 年 12 月、インドネシア・ジャカルタ特別州のアニス知事は、使い捨てプラスチック製 

レジ袋の利用を禁じる州知事令に署名しました。同令は 2020 年 6 月末より発効します。この

ため、6月末以降、ジャカルタでは使い捨てプラスチック製レジ袋の利用が禁止されます。 

同令に違反した小売り事業者は、罰金を科されたり、事業免許の取り消し処分を受けます。

また、プラスチック製レジ袋の代替品として、植物や紙、布、ポリエステル製などで複数回の

使用に耐えられる強度がある袋を提供することが求められています。 

昨年より、同国政府はプラスチックごみ削減に向けたロードマップの策定を開始しており、

今回の措置はこの流れに沿ったものとなっています。また、プラスチック製レジ袋の利用禁止

は、海洋汚染の防止・削減にも繋がっており、世界が注目している SDGs（Sustainable 

Development Goals/持続可能な開発目標）に則った動きとも言えます。 

SDGs と言うと、一部の先進国が率先して行うイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、

東南アジアでもプラスチックごみの削減に向けた動きは着実に広まっています。 

1 月 17 日、18 日の 2 日間、中国の習近平国家主席はミャンマーの首都ネピドーを訪問し、

アウン・サン・スー・チー国家顧問と会談しました。中国国家主席のミャンマー訪問は実に

19年ぶりのこととなります。 

両国は中国の掲げる広域経済圏構想「一帯一路」を通じて、経済協力を一段と推進する 

方針を確認し、「中国・ミャンマー経済回廊」の建設に関する覚書や、ミャンマー西部   

チャオピューの港湾開発をめぐる協定などを締結しました。 

中国から見ると、ミャンマーは中国内陸部雲南省とインド洋を結ぶ、地理的・経済的に 

重要度の高い位置にあります。中国は、国際社会から批判を浴びている「ロヒンギャ問題」

について一貫してミャンマーの立場に理解を示してきましたが、今回、「ミャンマーへの 

経済的関与を深め、影響力を拡大したい」という考えを改めて示す格好となりました。 
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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 

 


