
⽇本経済新聞社がご提供する
アジア市場に特化した情報ツール
「スカウトアジア」のご紹介





「信頼できるニュース」と「調査に必要な企業情報」を提供する、
アジア市場に特化したビジネス情報ツールです

ニュース記事
3,000+本/⽇

業界レポート
ASEAN主要国

企業データ
400万社超

現地の英⽂メディアと提携し、各国の
業界・企業関連の最新情報を即時配信

（ベトナム含）

基幹産業のレポートもちろん、
最新のレポートなども収録。

（ベトナム19万社超）
400万社超の事業概要、財務デー
タ、株価動向、役員の⼈事情報など
をフィルタリング機能で抽出



ユーザーの声

ü ⾦融から商社や製造業、業界団体や飲⾷まで、幅広い業界で導⼊実績
ü 費⽤のかかる本格的な市場・与信調査前の「初期調査」に活⽤



スカウトアジアについて

アジアビジネスの多様なニーズにお応えします

✔ 営業先を探したい ✔ 現地企業との連携強化や情報取得

✔ 海外リスクを減らしたい ✔ 海外進出を検討すべきか検討中

✔ 報告書の作成のためのデータ ✔ ⽇本も含めアジアの信頼できるニュース

✔ 予算や時間が無いが情報は欲しい



イメージに近い企業群の抽出⽅法を導⼊（ベトナム19万社超収録）

• 産業分類（⼤分類・⼩分類）
• 業種単語
• 国・地域
• 財務情報
• 上場・⾮上場
• 従業員数

①

②

産業分類やキーワード、会社規模など複数のフィルターで企業検索頂けます

・アジア26カ国・地域の約400万社超、ベトナム19万社超
の企業データを収録
・グループ会社を⼀⽬で把握できる
・メディア露出傾向を時系列で把握
企業掲載基準
（売上100万ユーロ、総資産200万ユーロ、従業員 15⼈以上いずれか）



ビジネスニュース

• アジア各国の最新ニュース
• 充実した検索フィルター
• 記事の3⾏要約機能
• メールアラート機能
• AIを活⽤した記事検索

精度の⾼い記事抽出・各種機能により、
最新ニュースの⾒逃しを防ぎます



２９ 　 【第三種郵便物認可】 日本経済新聞 ２０１９年　（令和元年）　１０月２日　（水曜日）

　スカウトアジアは法人向けに特化したサービスです。コンテンツはすべて英
語で提供しており、アジア事業を展開する企業の経営企画や新規事業開発、国
際営業や調査などの部門で利用いただくことを想定しています。料金は利用人
数に応じてお支払いいただく年間定額制です。サービスの詳細とお問い合わせ
はｗｗｗ．ｓｃｏｕｔ．ａｓｉａへアクセスしてください。トライアル（お試し）での利用も
承ります。

　スカウトアジアの新機能を支えているのは、信
頼できるメディアが発信するニュース記事です。
経済紙「ビジネス・タイムズ」（シンガポール）
や「バンコク・ポスト」（タイ）、「ヒンドゥス
タン・タイムズ」（インド）など、 か国・地域
の 超の媒体から１日に約 本の記事を調達。
累積した収録記事本数は 万本を超えました。
各国・地域を代表する主要メディアに加えて、最
近はスタートアップやテック関連など専門性の高
いメディアからの記事調達にも力を入れていま
す。有望な技術や事業アイデアを持ったスタート
アップとの連携は、多くの企業にとって成長を加
速させる有力な選択肢となっているからです。
　中国のスタートアップ情報サイト「 Ｋｒ」の
英文コンテンツの提供は今年５月から始めまし

た。 Ｋｒは中国のテクノロジー関連では最も影
響力のあるメディアのひとつとして認知されてい
ます。中国だけでなく、ベトナムやミャンマーな
ど成長期待の高い国・地域のニュースも読むこと
ができます。
　シンガポールの新興メディア「ＤｅａｌＳｔｒｅｅｔＡｓｉａ
（ディールストリートアジア）」の記事を読むこ
ともできます。ディールストリートアジアは、ア
ジアにおける投資ファンドのマネーの動きや、資
金調達をテコに成長するスタートアップの情報に
特化した英文サイトを運営しています。日本経済
新聞社は今春、同社を買収。スカウトアジアの読
者に、ユニコーン（企業価値 億㌦超の未上場企
業）を目指す企業などの動きをきめ細かく提供し
ています。

カ国・地域の記事　 万本超

　スカウトアジアは 超の有力ニュースメディア
の記事データベースと、 万社超の企業データベ
ースを核に、アジアで事業展開する企業を支援す
る英文情報サービスです。対象エリアは日中韓を
含む東アジア、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）
加盟国、インドなど世界経済の成長をけん引する
か国・地域です。 年春から有料サービスを
始め、金融機関や商社、海外進出に意欲的な中小
企業で利用者を増やしています。
　「スカウトＡＩ」と名付けたニュースモニタリ
ング新機能は、戦略立案や投資に有効な情報を漏
らすことなく入手したいという企業ニーズに応え
るため、ＡＩの機械学習を使って提供します。ス
カウトアジアの開発パートナーであるＤＣ　Ｆｒｏｎｔｉ
ｅｒｓ社（シンガポール、ブランド名 ハンドシェ
イクス）と共同開発しました。
　例えば企業同士の「Ａｌｌｉａｎｃｅ」（提携）関連の
情報をウオッチしたい場合、パソコン画面に
Ａｌｌｉａｎｃｅを登録して、利用者が期待する記事を「学
習」させます。具体的には、システムが収録記事
の中から候補の記事を提示し「この記事は欲しい
内容に合致しますか？」と聞いてきます。「イエ

ス」「ノー」のやり取りを繰り返すうちにシステ
ムが利用者のニーズを学習し、記事の中に
「Ａｌｌｉａｎｃｅ」の単語が含まれていなくても、適合
する記事を文脈から判断して抽出するのです。
　この機能を使えば、重要な情報を見逃すリスク
を軽減するだけでなく、不要な情報（ノイズ）を
ふるいにかけることもできるので、業務の効率化
につながります。
　多くの企業にとって共通の関心事と思われる
のテーマについては、あらかじめ学習させてご

提供します。具体的には「Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒａｔｉｎｇ　Ｃｈａｎｇｅ」
（信用格付けの変更）、「Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｄｉｓｔｒｅｓｓ」
（財務不安）、「Ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ／Ｆｒａｕｄ」（汚職・詐
欺）、「Ｍｅｒｇｅｒｓ＆Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎｓ」（合併・買収）
などです。
　スカウトアジアにはＡＩを使ったニュースモニ
タリング機能以外にも、検索機能があります。記
事の単語を対象としたキーワード検索や、特定の
企業名が含まれている記事を抽出する検索です。
こうした多様な検索方法を提供することで、戦略
決定や顧客開拓に向けた情報収集ツールとしての
使い勝手を改善しています。

利用者のニーズ　文脈で判断

　日本経済新聞社と英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が共同展開している英文ビ
ジネス情報サービス「ｓｃｏｕｔＡｓｉａ（スカウトアジア）」は、人工知能（ＡＩ）を使っ
た企業向けニュースモニタリングサービスを始めました。利用するビジネスパーソン
が業務の関心事をシステムに登録して学習させると、アジアの膨大な記事データベー
スからニーズに合ったコンテンツを抽出します。情報の「見逃し」を減らし、企業の
戦略立案や投資判断をサポートする狙いです。

ＡＩが記事選別
情報見逃さない

【グーグルなどの検索の限界】

⼊⼒キーワードを含む記事だけが表⽰
されるため、重要ニュースの取りこぼし
や周辺の情報の網羅が困難

【スカウトアジアの特徴】

搭載するAIが記事の⽂脈を分析し、
適切な記事を抽出するため、該当
キーワード検索で表⽰されないような
情報にもアクセス可能に

検索の仕組み



ご関心のキーワードをご設定頂くと一覧をホームページでご確認可能。
最新のニュースのアラートもお受け取り頂けます（日本時間朝８時）

最新ニュースをタイムリーに
確認可能。

キーワードで検索頂くと記事を
抽出。記事全⽂をAIが３⾏
程度で要約。

全⽂を⾒なくても⽂章が把握
可能。全⽂を⾒たい場合は、
⾒出しをクリック。

ビジネスニュース



記事サンプル



ベトナムの収録媒体



【スカウトAI】
⼀般のビジネスパーソンの⽅々やお客
様からの要望の多い、広く関⼼が⾼い
キーワードの記事をAIを使って収集
しています。関連記事についても収集
でき、情報の⾒逃しを防ぎます。

【カスタムAI】
情報収集したいキーワードを指定頂け
れば、1年に3つまでお客様のご関⼼事
に沿った情報をAIの検索機能を使って
収集頂けます。

キーワード（例）
⾃動運転、気候変動、廃棄物処理など

スカウトAI キーワード
Blockchain

Corruption/Fraud

Currencies

Credit Ratings

Earnings Upgrade/Downgrade

Economy

Financial Distress

Fund Raising

Healthcare

Interest Rates

Management Changes

Mergers & Acquisitions

Monetary Policy

Petrochemicals

Political Developments

Regulatory Actions

Regulatory Changes – Financial Industry

Severe Business Disruption

Startups

Stocks

2022年に追加の新キーワード

3D Printing

ESG Investing

Fourth Industrial Revolution

Belt & Road Initiative

COVID-19 Testing

COVID-19 General

General Elections

COVID-19 Vaccines

COVID-19 Treatment

Business Expansion

Digitalisation

Layoffs

Upsizing

Business Contraction

Debt Offering

Financial Results

Initial Public Offering

Political Developments

スカウトAIについて



検索条件を保存することで、
該当する最新ニュースを毎朝8時
(JST)に受け取ることができます

メール通知について



• 新興国に強みを持つシンクタ
ンク「EMIS」の業界レポートを
7か国のべ100業種超収録。
中国、インド、インドネシア、タ
イ、フィリピン、マレーシア、ベト
ナム。

• 「亜州リサーチ」産業データとレ
ポートを収録。シンガポール、
フィリピン、マレーシア、インドネ
シア、タイ、中国、ベトナム、台
湾。

業界・産業レポート



スカウトアジアの基本的な機能は以上となります。

ここからはオプション機能である、関連企業の株主
や出資先情報をチェックし、調査業務の属⼈化を
防ぐConnections+のご紹介です。



オプション機能「Connections+」とは

Connections+とは、企業・⼈のつながりをマップで「⾒える化」

時間と⼿間のかかる投資や取引先企業の審査・分析を効率的に
進めることができるようになります。

✔ 企業と株主、役員などの関係性を図式化
✔ 過去の関係や間接的な繋がりも明らかに
✔ 数種類の便利なレポート

マレーシア シンガポール

ベトナム 中国本⼟



取引先企業の横のつながりを把握。関連企業の株主や出資先情報をチェック

活⽤（例）取引先のバックグラウンド調査



サービスの操作感を体感いただく為、2週間の無料トライアルをご提供中︕

• 何名の⽅でもトライアル可能
• 「お名前」と「メールアドレス」で簡単登録
• 推奨ブラウザーはGoogle Chrome
• 企業情報、ニュース、アラート機能、AI機能が利⽤可能

操作説明・
無料お試し開始

商品説明 ご契約

スケジュール案

トライアル終了
⾯談

無料トライアルのご案内

無料トライアル
お申込みはこちら


