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議会制民主主義の国ではオープンな自由選挙が行われ、

過半数を得票した政党に政権を委ねる。政権与党が

党内で民主主義の原則を守ってこそ、国を民主主義

のあるべき姿へと導くことができる。こうした国は繁栄し、国

民が勤勉で豊かな暮らしを享受している。

では、モンゴルの政党における民主主義はどのレベルなのか？

　この答えを求めデファクト研究所は初めて「政党内の民主主

義指数」調査を実施し、報告書を公表した。

“ 調査結果では、モンゴルの政党は政党の要件を満たしている
か、また政党としてみた時組織としての成熟度に懸念すべき姿
が現れた。”

政党の成熟度に関する調査
　モンゴルの政党は土地開発や所有権問題を取り扱う機関、税

関より腐敗していることが、アジア財団の「腐敗の認識と知識

に関する調査」で明らかになっている。過去 10年間、この調

査の腐敗度ランキングでは、2015 年に政党は 2位、2016 年

に 1位、2017 年に 2位となっていた。政党の腐敗を断つため

には社会という外的要因だけでなく、党員の努力という内的要

因も必要である。

　この調査の前に、デファクト研究所は政党の成熟度調査のモ

デルを探した。結果、イスラエルにある民主主義研究所の「政

党の民主主義指数」という報告書に行きついた。この報告書を

読み、同研究所に連絡して彼らからアドバイスを受けた。そし

てデファクト研究所はそのイスラエル方式を取り入れ、モンゴ

ルの政党に関する調査を 2018年 2～ 5月にかけて実施した。

　調査の趣旨は政党の組織としての成熟度、党員の知識を測る

ことである。

　この調査の対象となる、最高裁判所に登録されている 28の

政党にアンケートを依頼した。そのうち 6党だけが依頼に応じ

てくれた。10党の党首が「調査は受け入れられない」、12党

の党首が「折り返し連絡する」と約束してくれたが最終的に電

話にすら応答しなくなった。調査に応じてくれた政党が党員の

名前と電話番号を提供してくれたことに感謝している。

“ 調査は各政党の党員に電話でアンケートを取る形で行った、
また専門家たちと公開インタビューを行う形で実施された。”

　調査対象者は、調査に応じてくれた 6 党の党員総数 535,324

人となる。ここでアンケートを集計する際のロスを 5％として

設定し、384 人に電話アンケートを実施した。それに先立ち、

政党内の民主主義や財源の実態などの調査項目を明確にさせる

ため、10 人の専門家を招き公開インタビューを行った。集計

されたアンケートは参加、競争、透明性、財源といった 4 つの

カテゴリーで分析され、政党内の民主主義を評価した。

私たちは参政権を
誰に委ねているのか？
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2018 年 6 月 27 日

調査結果
次の 2つのグラフが調査結果となる。

グラフ 1．政党内部民主主義指数

グラフ 2.　政党内部民主主義全体指数

　党員の参加というカテゴリーでは、政党内での党員の影響力
と参加規模を分析した。このカテゴリーの点数は 20点満点と
し、調査に参加した 6党の平均点数は 10.25 だった。競争とい
うカテゴリーでは、1つの役職に対する党員の競争倍率である。
党内の権力構造における主な役職で選挙が行われたか、全ての
党員に候補となる機会は平等に与えられるのかを分析した。こ
れは 24点満点として、対象になった 6党の平均点数は 16.28
だった。
　透明性は、党の活動計画書や報告書を党員の目に触れる機会
がどのくらいあるか、政党の活動が公開されているかを見るも
のである。これも24点満点で、対象6党の平均点数は9.26だっ
た。政党内の民主主義において最も重要な要素は財源である。
政党の財源は党の民主的な活動に直接影響する。財源のカテゴ
リーの点数を 32点満点と設定した。このカテゴリーでは対象
6党の平均点数は 10.78 だった。
　イスラエルの民主主義研究所の報告書では、点数によって 3
つのカテゴリーに分類する。1）61 ～ 100 点を獲得した党は
民主主義の政党、2）30～ 60 点は半民主主義の政党、3）30
点以下の場合は民主主義ではない政党。この分類によればデ
ファクト研究所の調査対象となった 6党は「半民主主義の政党」
である。言い換えれば、モンゴルの政党はいずれも民主主義が
不十分である。
　イスラエルでは民主主義研究所が調査した政党 18党のうち
5党の点数が 61点以上だった。例えば、労働党が 86点で

最高点を獲得した。また、イスラエルでは政党の獲得点数の差
が大きかった。
　今回のデファクト研究所の調査では、28党のうちウェブサ
イトがある党は 3党（民主党、人民党、緑の党）のみだった。
その他の党はウェブサイトもソーシャルメディアの公式ページ
もなかった。あるとされる一部の政党のページは公式ではない
印象を受けた。

結論
　私たちが今回、政党内の民主主義を指数化することで政党の
未来へ光を照らしている。つまりこの調査結果から政党は自分
たちの活動、政党の民主主義を見直すことができる。また、党
員に必要な政治教育にも貢献できると思っている。その理由は
調査アンケートを行う際、私たちは政党法、政党の財源、民主
主義について党員に説明する必要があったからだ。例えば、一
部の党員は党が国から交付金を受けていることを全く知らな
かったと言っていた。
　今回の調査分析で、モンゴルの政党をとりまく法的環境の整
備が必要であることがわかった。政党内の民主主義とは組織化
の過程である。例えば、党の会計報告書には統一された形式が
ない。会計に関する各党の見解が異なっている。政党の財源の
透明性は民主主義において重要な役割がある。政党は資金の使
途について報告していない。資金の流れが不明瞭である。これ
がモンゴルの腐敗の元凶だと批判されている。腐敗を一掃する
重要な鍵は政党内部の民主主義であるかもしれない。なぜなら
ば、党内の問題について党員自身が良く理解していれば、党の
運営に圧力をかけることができるからだ。
　政党法第 20 条には、政党は資金活動報告書を毎年作成し、
監査を受けて承認されたものを公表すると定められている。し
かし、どの党も公式ウェブサイトに会計報告書を載せていな
い。選挙法第 40条 6項には、選挙管理委員会は政党の選挙費
用報告書を監査し、45日以内にその結果を公表する義務があ
ると定められている。だが、選挙管理委員会のウェブサイトに
は 2016 年の国政選挙、2017 年の大統領選挙の報告書が未だ
に載せられていない。
　政党内で民主主義が確立され、あらゆる決定のプロセスが
オープンで透明性があり、責任感があれば、国民は政党を信頼
するようになる。

国民の信頼が増すことによって
本当の民主主義の土壌が作られる。

　デファクト研究所はこの調査をより質の高いものにし、毎年
実施していく。
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デファクト インタビュー
モンゴル語・英語・ロシア語でのインタビュー

Sh. エルデネフー
食品生産とサービス開発センター代表

J（ジャルガルサイハン）:　あなたは食育をとても重視して
いる方です。12 年間 UBS テレビで料理番組の司会を務め
ました。モンゴルの食品分野の現状をどう見ていますか？
世界の中ではどの水準にありますか？
エルデネフー :　1960 〜 1990 年はモンゴルの食品分野の
黄金期でした。1990 年から食品分野でも民営化が始まり、
専門外の人たちが関わるようになりました。結果、それま
での国の食品政策が失われ、食育が無視されてきました。
ですから私たち食品生産とサービス開発センターは、国民
に向け食育を喚起するために UBS テレビの料理番組クック
タイムを提案し、12 年間放送してきました。

J:　食品生産において最も注目されているものは食の安全で
す。食品生産とサービス開発センターの代表としてあなた
は食の安全についてどう感じていますか？
エルデネフー :　政府は 1958 年から 2000 年まで、社会主
義時代の食品生産の機械化と、集中した公共食堂を調整し
てきた歴史があります。食品の基本的な 3 つの役割は今も
昔も変わっていません。それは人体組織の構築と再生、代
謝の調節、カロリーの確保です。2000 年以降、この 3 つ
の役割を国民は自身で担ってきました。これは病気、死亡、
身体の発達、生活習慣において問題を引き起こしています。
大統領の発案により「食の安全に関する全国会議」が開催
されました。これは政府が国民の食に注意を向ける一歩と
なったと思います。食の安全とは、材料の調達とそれを社
会的責任へと変えて行くシステムの運用だと思います。モ
ンゴルのシステムはまだまだ不十分ですので、今日の食の
安全は確保されていません。

J:　政府は基準を定め、その基準を守らせる義務があります。
モンゴルに食品安全基準というものはありますか？海外か
ら輸入される食品を検査する調査研究機関はありますか？
エルデネフー :　政府は最新の検査機器を備えた研究所を開
設しました。また国立社会保健センター、食料・農牧業・
軽工業省、規格度量衡庁などを監督していますが、これら
の省庁の連携が全く不十分です。彼らの仕事といったら、
責任から逃れるために責任転嫁ばかりしています。
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食の安全とは、材料の調達と
それを社会的責任へと

変えて行くシステムの運用だと思います。
Sh．エルデネフー氏は 2004 年モンゴル科学技術大学で食品バイオテクノロジー工学を専攻し、修士号を取得しま
した。2004 ～ 2016 年まで UBS テレビの料理番組クックタイムの司会者を務めていました。この料理番組で多く
の人に知られるようになりました。彼はデファクトインタビューに出演した初の料理人です。

歴史的にみれば、モンゴルはこれまで 3 つの食品安全基準
を作成しました。まずは料理のレシピを 500 品目作成しま
した。その数は 1986 年に 1140 まで増え、調理方法も示
されました。どんな料理を作るかはその人の自由だと言う
人もいますが、政府は調理方法を明示しました。厨房機器
の償却や人件費に関して法制化することはよいが、飲食店
の活動まで口出しする必要はないという人もいます。

J:　飲食店の料理サービスにおける基準とは何ですか？
エルデネフー :　基準には料理サービスの用語の定義、飲
食店の種類が定められています。飲食店の設立条件、種類、
国際基準に適しているかどうかが法律で規定されています。
今は 3 つ目の食品衛生基準の作成を完成させなければなり
ません。食品衛生基準に関して食糧・農牧業・軽工業省は
何ら方針を示していません。規格度量衡庁は基準の確定の
みを担当しています。だから食品衛生基準作成の予算を持
つ省庁はありません。食品衛生基準を誰が作成すべきかと
言えば、公共団体や NGO、研究者が率先して行うべきです。

J:　国立社会保健センターはどんな役割を担っていますか？
エルデネフー :　国立社会保健センターはモンゴル人の身体
にどんな食品が適しているのか、食品から栄養やカロリー
をどのくらい摂取しなければならないかなどの基礎調査を
実施しています。

J:　例えば、モンゴルの肥満の児童数は、アジアではインド
ネシアの次に多くなっています。これについてあなたは個
人的にどう思っていますか？
エルデネフー :　数日前に「食品安全全国会議」が開催され
ました。モンゴルの歯科医師協会が 10 分のプレゼンテー
ションをしました。このプレゼンテーションでは、2014 年
までは肥満や血中コレステロールを脂肪と直接関連付けて
説明していました。2014 年以降は糖質に関連付けて説明す
るようになりました。モンゴルの子どもの口内を検診する
と健康な歯が 1 つもありません。これは重大な問題だと発
表していました。
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2017 年 10 月 4 日のデファクトインタビューの内容を一部省略しました。
インタビュー全部を

http://jargaldefacto.com/article/sh-erdenekhuu-erdenekhuu-shagdarjav
リンクにてご覧いただけます。

J:　人々は糖質と言えば砂糖だと理解しがちです。私たちは
砂糖以外にどんな形で糖質を摂っていますか？
エルデネフー :　モンゴルでは隠された糖質があり、これは
3 白と言われる塩・炭水化物・脂肪です。私たちが毎日食べ
ているパンや小麦製品、炭酸飲料、果汁などです。小麦製
品やジャガイモには砂糖が入ってなくても澱粉を含んでい
るので、体内で糖質に変わります。ジャガイモを完全に柔
らかくなるまで茹でると成分が変化し糖質が多くなるため、
中国人は芯が残っているくらいにして食べています。

J:　イタリア人もパスタを芯が少し残るくらいに茹でて食べ
ています。パスタを少し硬めに茹で食べるので消化に時間
がかかり、従って血管に入る糖質が少ない。だからイタリ
ア人は太らないと言われます。
エルデネフー :　ブロッコリーを 3 〜 4 分茹でるとマグネシ
ウムイオンが残り、それが酸化作用によって人体にとって
良い形へ変化します。調理する際に食材を茹で過ぎると主
成分が失われることになります。グリーンピースやピーマ
ンなどの緑黄色野菜も同じです。ピーマンなどをやや芯が
残っている状態で食べると体に良いとされます。このこと
を知らないので茹で過ぎたものを食べることが多くありま
す。これは食育と直接関係していると思います。

J:　身体に良いと思って買った食材を間違った方法で調理す
ると全く効果がなく、血糖値を上げるだけですね。
エルデネフー :　食の安全について大局を見る前に各家庭で
の食品の取り扱いを見るべきです。現代社会に伝統的な食
品加工がどのくらい適しているのかを考察し、新しい知識
と情報を信頼できるソースから収集して行かなければなり
ません。

J:　乳児の離乳食は何歳からが適切ですか？
エルデネフー :　生後 6 ヵ月まで母乳を飲んで育っている子
どもを乳児と言います。6 ヵ月が過ぎたら離乳食を食べる
ようになり、子どもの栄養摂取は成長に大きく影響します。
子どもの代謝は成人よりも早いので、カルシウムやタンパ
ク質を大量に摂取することが重要です。

J:　料理の宅配サービスで注意すべきことは何ですか？
エルデネフー :　モンゴルでは宅配サービスに関する法整備
が不十分です。政策支援もありません。例えば、アジアの
他の国ではストリートフードの要件が具体的に整備されて
います。モンゴルではストリートフードに関する許可はあ
りません。数年前に第 3 地区にある男性が移動販売のコー
ヒーショップを始めましたが許可されず閉めざるをえない
ことがありました。しかし、移動販売を許可しないのであ
れば、今ソウルストリートの歩行者天国にどうしてあんな
に移動販売の車が並んでいるのかが不思議です。もちろん
誰がどこで何をするかは個人の自由です。

しかし、政府が行うべきことはストリートフード店を管理
することです。政府は食品衛生基準、厨房設備条件、飲食
店を開店する場所、販売する製品、そこで働く雇用条件な
どを具体的に規定すれば、ストリートフードはあっても良
いとおもいます。このような矛盾があるから正義が成立し
ません。

J:　あなたは当初、ベーカリービジネスをしていました。あ
なたの父親はウグォージベーカリー工場のパン職人でした。
親の職業を子どもが引き継ぐことは非常に興味深いです。
エルデネフー :　これについては家庭内の食育、文化、伝統
などと関連付けて説明したいと思います。私はパン職人の
子として育ちました。私が子どもの頃、父から「揚げパン
を作る時はドアを閉めておくように。風が入って揚げパン
の形が崩れるから」とよく言われました。当時は不思議に
思っていましたが、今は科学的な側面からみてその理由が
わかります。例えば、小麦を使った製品を作る場合、前日
に小麦を暖かいところに置いていました。今では冷たいま
ま使うようになっています。

J:　社会主義時代に育った私たちにとって、揚げパンはとて
も美味しいものでした。揚げパンをどのように作れば身体
に良いですか？
エルデネフー :　揚げパンを作るためには小麦や油、砂糖な
どを適切に保管しなければなりません。小麦粉に加える水
は硬質の水道水ではなく、1 日置いた軟水でなければなりま
せん。昔は揚げパンをラードで揚げていましたが、今では
高品質な油で揚げます。最近では 1 回使った油を 2、3 回使っ
ても良いでしょう。それ以上に使えば身体に悪影響を及ぼ
す硬質油が発生します。つまり車のオイル交換と同じです。
ラードは 3 回、サラダ油なら 1 回のみ使用するのが好まし
いとされます。しかし、この回数は何を揚げたかにもより
ます。

J:　揚げパンは何日保管できますか？
エルデネフー :　部屋の温度にもよりますが、長くても 1 週
間です。パンや小麦製品を冷蔵庫に保管することによって
湿度が高くなり、小麦の澱粉の質が悪くなります。だから
冷蔵庫で保管してはいけません。

J:　あなたが取り組んでいる活動はモンゴル人の健康や食育
にとても良い影響を与えていると思います。あなたはデファ
クトインタビューに出演した初の料理人です。ありがとう
ございました。
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　先週木曜日に D. スミヤバザル鉱業・重工業大臣は「タ
ワントルゴイ鉱床で経済を活性化させるための取り組み」
に関する国会指令案を M. エンフボルド国会議長に提出し
た。指令案をみれば資金調達、インフラと言った包括的な
活動内容が書かれていた。
　2010 年に初めてタワントルゴイ鉱床で国内経済を活性

化させる国会指令が出た。今回はこの指令に変更を加えた

ものである。これはタワントルゴイ鉱床を売却しようとす

る初の試みではない。過去幾度となく売却しようとしてき

た。エルデネスタワントルゴイ社を設立して株式の 20％

を国民、10％を企業、20％を証券取引所で売却するとい

う国会指令が 2010 年に作成された。2012 年にこの国会

指令に変更を加え、証券取引所で売却する株式を 20％か

ら 30％に引き上げた。今回の国会指令案の主な目的は、

最高意思決定機関として内閣は法的環境を整備する、これ

はつまりタワントルゴイ鉱床の経営権を奪取することであ

る。以前、モンゴルのエナジー・リソース社、中国石炭大

手神華（シェンファ）集団、日本の住友商事の 3 社がこの

指令案にそって協業案を作成し、国会に提出したが認めら

れなかった。今、国会が指令案を可決してもタワントルゴ

イ鉱床が動くという保証はない。

　国民が保有しているタワントルゴイ鉱床の株式を売りに

走れば、エルデネスタワントルゴイ社の株価は下落する。

だから株式の売買取引を同時に行い、増資として株式を発

行すれば資金調達は楽になるかもしれない。

　また、国民が保有するタワントルゴイ鉱床の 1072 株の

登録と国内証券取引所での IPO を同時にしようとしている

ようだ。国内外の証券取引所での IPO を同時に行うかど

うかは不明である。外国の取引所の中では香港証券取引所

に上場するのが一番妥当かもしれない。理由は香港証券取

引所でエナジー・リソース社が所有しているタワントルゴ

イ鉱床のウハー・ホタグ鉱山の株式が既に上場した実績が

あるからだ。だから投資家はモンゴルの石炭市場について

知っている。

毎週日曜日VTVで19時より放送中。デファクトレビュー：2018年6月24日

タワントルゴイ鉱床で経済を回せるか？

週刊レビュー http://jargaldefacto.com/category/12

為替調整法
　Kh. バトトルガ大統領は大統領権限で立案した為替調整法
の改正案を Z. エンフボルド大統領補佐官が M. エンフボルド
国会議長に提出した。
　趣旨としては良いと思う。モンゴルで利益を上げ、モンゴル

に登録されている企業はできるだけ利益を国内市場に投入す

るのは正しい。しかし、方法が間違っている。政府は 2 年前

にオユトルゴイ社が上げた利益を必ず国内の商業銀行を通さ

なければならないという指令を出そうとしていた。当時、リオ・

ティント社は契約に違反していると異議を唱えていた。しかし

問題は、オユトルゴイ社だけではなく他の大手輸出企業は、

商業銀行ではなく中央銀行に口座を開設する義務があるという

こと。中央銀行が商業銀行の役割を果たすことを法的に可能

することが正しいのか今一度考えなくてはいけない。中央銀行

の基本的な義務は別にあるはずだ。外貨準備高を増やすため

に中央銀行が商業銀行のビジネスに参入する法案を提出して

いることが残念だ。中央銀行がこのようなことをしている国を

他に聞いたことがない。

　この法案によれば、中央銀行が商業銀行にある法人口座を

引き上げ、中央銀行が一定量以上の輸出をしている企業に

　IPO ではなく預金証書を公開することも可能である。こ

れは株式の一部を国内の証券取引所に上場し、一部をカス

トディアンに預け証書にする形である。カストディアンは

預かった株式がどのくらいの価値となるか計算し、発行し

た証書を外国の取引所に出す方法である。この方法は IPO

をするより簡単で取引所での条件も厳しくない。

　現在モンゴル証券取引所に登録されている企業は、香港

証券取引所に上場することができない。だからエルデネス

タワントルゴイ社は外国の証券取引所に登録されるかもし

れない。香港はオフショア地域に該当しているから、もし

香港証券取引所で登録された場合はオフショア口座をもつ

ことになる。従って株保有者は公務員として働く権利がな

くなる。だから預金証書が最良な選択だと思う。
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デファクトレビューの一部を省略しました。

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh6-24
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

対してお金の振り込みを要求するようになる。中央銀行は

金融政策で経済に関わっていたが、この法案だと直接ビジ

ネスにも関わることになる。そうすると官僚主義が強くな

り、企業は輸出量を誤魔化すようになるだろう。以前、政

府は戦略的鉱山という言葉を出してきたが、その定義は誰

もが納得できるものではなかった。それが間違いだという

ことに気付き戦略的鉱山という政策を止めた。戦略的鉱山

という言葉が出てきた時、鉱山企業は埋蔵量を隠し始めた。

　市場で売れ残った住宅を政府が購入し、公務員に頭金無
用、無金利ローンで交付する案について政府内で協議した。
　納税者のお金でこんなことをするのは許されない。民間

企業でも社員に住宅をただで与えたなんて話聞いたことが

ない。しかし、世界でよく聞く事例がある。それは政府が

安い住宅を保有し、公務員はその住宅を安く借りて住むこ

とができる。公務員を退職した場合はその住宅から退去す

る。

　もし政府が売れない住宅を購入して公務員に交付するよ

うになったら、ただ住宅を手に入れるためだけに公務員に

なるという人が出てくるだろう。政府は住宅を購入する予

算で公務員の給与を段階的に上げていけば、公務員の質を

維持できる。だが国際通貨基金のプログラム実施上、公務

員の給与を上げることができない。だからこれは昇給に代

わる政治的判断だとみている。

　売れない住宅を抱える建設会社が倒産してはいけない道

理でもあるのか？建設会社が市場をよく見てこなかったツ

ケを納税者のお金で払う必要はない。

　基本的に建設会社は許可を取るために多くの申請を行わ

なくてはならない。政府職員のサポートを受けながら許可

を取っていることはもはや秘密ではない。また、建築業界

と金融業界は直接繋がっている。銀行は経済の中核を成す

機関だから、銀行が破綻すると経済に直接影響する。銀行

の安定化のために 5130 億トゥグルグを拠出する法案が非

公開で可決成立した。モンゴルには銀行は 14 行があり規

模により 3 つに分類される。その中で大手 4 行がある。こ

の 4 行のうちどこかが破綻すれば経済全体が崩壊する。国

が資本注入する銀行の中にその 4 行があるのか。もし無い

なら小規模な銀行を市場原理によって淘汰されるべきだ。

政府と売れない住宅

　国家統計局の発表によれば、2018 年第 1 四半期の失業
率は 9.7％だった。これは前年比 0.6 ポイント上がった数
字である。失業率が比較的に高かった 2013 年でも 9％
だった。この失業率上昇に影響しているものは何か。
　景気が「良く」なったため、失業率が上がったとみている。

失業率をどのように算出しているかと言えば、職業安定所

に登録されている求職者数と労働人口から出している。今

回は景気が良くなったことで、仕事を探す求職者が多く

なったことが失業率上昇に繋がったと思われる。労働人口

全体のたった 10％が失業者であるとすれば、数字として

は悪くはない。しかし、現実の失業者数はさらに多いこと

がこの失業率上昇から分かる。

労働人口と失業率
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HIGHLIGHTS
D･B･i･A･A（Doing Business in Asia Alliance）の年次総会。今年は 7 月 11 日から 13 日までの 3 日間、フィリピンのマニ
ラで開催されます。この国際的なカンファレンスはアジア、特に東南アジア市場への進出を目指している中小零細企業、スター
トアップ企業向けに行われるイベントです。このカンファレンスは参加者に、１）アジア太平洋諸国の市場について具体的な
戦略的知識、情報を共有する。２）効率的に海外のビジネスパートナーと知り合い、人脈を広げる。３）ビジネス拡大に必要
な新しい情報、競争できる製品・サービスを知り、経験を共有する。４）ビジネスを国際市場に出すために必要な投資を誘致
する。ことを提供します。

詳しくは DBiAA のサイトで　http://www.dbiaa.org/

DAY1: アジア、特に東南アジアの市場に製品やサービスを出す、ビジネスの拡張を予定しているビジネスマンなら誰にでも関
係する課題や戦略で、ビジネスを持続的に成長させるキーノートが行われます。

Luis Arcangel
マニラに拠点を置き、各国に支店を持つ
Montgomery Fitch + Associates 会長

Connie Da Cunha
オーストラリアの投資及びプロジェクト管理
コンサルティング企業
Nexus Sovereign グループの創設者・社長

Cheryl Chong
シンガポールの投資、金融サービス企業
FundedHere 民間投資部長

Prashanta Pradhan
カンボジアを拠点に南アジア・東南アジア諸
国で企業コンサルティング、ビジネス戦略、
経済政策アドバイザー

アジアのマクロ経済と政治的環境
東南アジア諸国のサービス

産業の発展と動向

アジアの中小企業、スタートアップ企業
の可能性と試練

アジアのビジネス開発動向

参加者のアジアでのビジネスを加速させ、拡大させるために以下の 4 つのテーマでカンファレンスを行います。

DAY2: 企業家と投資家の特別交流レセプション DAY3: マニラの有名な歴史あるコレヒドール島ツアー

http://www.dbiaa.org/
http://www.dbiaa.org/
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