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Introduction
This year will be a significant year for ASEAN and Malay-
sia as the Chair. By the end of this year, the formation of an 
ASEAN Community comprising of three core pillars: Po-
litical Security Community; Economic Community and 
Socio-Cultural Community will be realized.

The ASEAN Economic Community (AEC) is the real-
isation of the region’s end goal of economic integration. It 
envisions ASEAN as a single market and production base, 
a highly competitive region, with equitable economic de-
velopment, and fully integrated into the global economy.

Once AEC is realised, ASEAN will be characterized 
by free movement of goods, services, and investments as 
well as freer flow of capital and skills. With harmonised 
trade and investment laws, ASEAN is set to become 
more interesting as a single investment destination.

ASEAN as an Attractive Investment 
Destination
According to PricewaterhouseCoopers (PwC), ASEAN 
countries are expected to post average annual GDP 
growth of 5.6% through to 2019. Consumer spending 
will grow by 45% between 2013 and 2020 giving the 
region an estimated USD2 trillion consumer market by 
2020. PwC also reported that at least 58% of Japan’s 
FDI was directed toward the four largest ASEAN econ-
omies. Japan is the largest source of foreign capital for 
Thailand and Indonesia and the second-largest in Malay-
sia and the Philippines. According to Japan External 
Trade Organization (JETRO) in their 2014 report, there 
has been a 120% increase in Japanese investment in 
ASEAN which now stand at nearly USD24 billion.

Robust Market
With more than 620 million people (with 60% of the 
population below 35 years of age), ASEAN is home to 
10% of the world’s population making it the third largest 

single market in the world - surpassing the US and EU, 
and behind only China and India. If it were a single 
country, it would be the 7th largest economy in the 
world, with a combined GDP expected to reach USD4 
trillion by 2020. ASEAN is without doubt, the world’s 
greatest emerging economy.

ASEAN countries have a growing middle class that 
demands wide range of products and services. ASEAN 
workforce is a key factor that entices investors to our re-
gion. Human resources range from productive and 
cost-competitive labour, highly-skilled industry practi-
tioners and licensed professionals. Labour force 
participation rate in ASEAN is estimated at 70%.

Global Players and Return of 
Investments
Global industry players are present in ASEAN. Many 
are expanding and seeing the emerging opportunities 
and potentials from ASEAN integration. More than 80% 
of the world’s global Fortune 500 companies operate in 
the region. The top 10 global automotive companies and 
top 10 global auto parts manufacturers are in ASEAN. 

ASEAN offers consistently high returns on invest-
ment as compared with the world average and that of 
developing countries. For the period 2005-2011, the an-
nual average rate of return of FDI was 11% for ASEAN 
while the world and developing countries average were 
only 6.9% and 9.4%, respectively. JETRO in its 2014 
report stated that in 2013, there was a significant rise in 
FDI return for Japanese companies from ASEAN and 
the United States.

Conclusion
With Asia and the Pacific maintaining its position as the 
world’s economic growth engine, the establishment of 
the AEC by the end of the year can only be expected to 
power the world’s economy further.

Ahmad Izlan Idris
Ambassador of Malaysia to Japan

Current Chair of ASEAN Committee in Japan

Investment Opportunities
in ASEAN
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ASEANは今、「チャイナ・プラス・ワン」という言
葉が時代遅れに聞こえるほどの急成長を続けている。
自動車産業の一大集積地となっているタイをはじめ、
マレーシア、ベトナム、インドネシアには数多くの日
系メーカーが進出。また、最近ではより安価な労働コ
ストなどを求め、ミャンマー、カンボジア、ラオスな
どにも進出する企業が増えている。AECの発足など、
自由貿易エリアの拡大で域内の輸送需要は確実に伸び
ることが予想される。ただ一方、多くの企業にとって、
物流が必ずしも容易とはいえない状況といえる。国際
物流の効率性を示す世銀の「ロジスティクス・イン
デックス」でもシンガポールを除き、ASEAN各国の
評価は総じて低い。このようななかで、物流に求めら
れる期待は非常に大きいと考えられる。当社の
ASEAN地域における取り組みの一部をご紹介したい。

つながるアジア・クロスボーダー陸路輸
送の拡大

ASEANにおいて、さらなる躍進につながると考え
られている経済統合。ASEAN全体を単一市場ととら
え、各国間に残る関税障壁の撤廃や制度統一に向けた
動きが進んでいる。AEC発足を目指す動きのなかで、

域内交易は右肩上がりに増えてきているが、関税統合
などを契機にボリュームもエリアもいっそうの拡大が
予想される。そうなると、より重要になってくるのが
域内物流の連結性の向上である。

日本通運がそのために整備を進めてきた取り組みの
ひとつが「SS7000」だ。これは上海（S）とシンガポー
ル（S）という２つの都市、7000kmという膨大な距離
をトラックによる陸送ルートで結ぶサービスで、いわ
ば「陸のASEAN」における動脈という位置付けとな
る。中国とASEANでの生産分業の進展を見越して、
数年前から整備を進めてきた。

現在、SS7000のルート上にある複数の各都市間で
定期運行を行っており、輸送量は着実に増えている。
たとえば、バンコクとハノイ間は海上輸送の場合、ド
ア・ツー・ドアで約14日であるが、陸路輸送の場合は
最短で４日程度、かつ梱包の簡素化やフレキシブルな
スケジュール設定が可能とドア・ツー・ドアでみた利
便性は高い。

加えて、メコン地域における経済回廊を利用したク
ロスボーダー陸路輸送の拡充である。ミャンマーに抜
ける東西への展開、そして、中国内陸部雲南省昆

こん

明
めい

と
タイのバンコクを結ぶ2000kmの南北回廊利用ルート
も日系企業では先駆けて商品化してきた。タイ～ラオ

ス国境にまたがるメコン川に架かる第１～第
４友好橋など、主要回廊を中心に道路インフ
ラが整備されてきており、隣接する地域の交
易の拡大、CLMへ進出する日系企業を後押
しすることになるだろう。

さらに、2013年12月にはマレー鉄道を活用
して日系物流企業として初となる国際鉄道貨
物 をタイ～ マレ ー シ ア 間 で 開 始 し た。
ASEANの大都市部でも顕在化してきている
道路混雑、ドライバー不足などに対応したも
ので、SS7000におけるトラック輸送を代替
えする狙いもある。環境にやさしい物流とし
ても日本の物流会社としてアピールできる点

日本通運のASEANにおける
取り組みについて

日本通運株式会社
航空事業支店　国際貨物部

佐野　貞幸

SS7000を構成する陸路サービス



2015.11 　3

ASEAN 特集

だと考えられる。
また、2014年２～３月に国交省のパイロットプロジェ

クトとして、シンガポール～ジャカルタ間において、
RORO船を使いトレーラーの両国相互乗り入れによる
トライアル輸送を当社が実施したが、それもSS7000の
延伸的なイメージで展開できないか検討している。イ
ンドネシアなど「海のASEAN」における物流はコン
テナ船が中心であり、トレーラーを直接本船搭載でき
るRORO船によるシームレス輸送が定着すれば、
ASEAN全体のトレーラーによる輸送が可能になり、
域内連結性はさらに高まると考えられる。

高度化する物流への要求・日本のノウハ
ウで構築するASEAN国内物流

これまで、ASEANの物流は、港と港、都市間のフォ
ワーディング、つまり点と点を結ぶ物流、そして現在
ではクロスボーダー陸路輸送のような線、地域を面の
ようにとらえる物流へと発展してきている。つまり、
顧客の物流も域内・国内調達が進みエリアを細かく網
羅した物流網の構築が求められる。たとえば、タイで
は自動車部品のミルクラン集荷や生産に合わせて部品
を納品するJID納品など面的な展開がかなり進んでき
ている。こういったモデルはマレーシアやインドネシ
アなどでの自動車物流へも水平展開される。

取り扱う製品にも変化が起きている。これまでは自
動車や電機関連などメーカーの生産物流が中心だった
が、ASEAN各国の人口増加や所得水準が上がったこ
とで国内消費が増加、それを受けて日本の量販店など
の進出が加速している。たとえば、小売業ではディス
トリビューションセンターを設けてエリア内の店舗に
時間指定で納入するなど、仕事の内容は当社が日本国
内で手がけているものと全く同じものも
少なくない。こういった販売物流は、輸
送モードを変えることで解決できる問題
ではなく、どれくらいのバランスで在庫
を持ち、どこに販売用の倉庫を置くか、
配送の仕組みはどうすれば最適化でき
るか、など顧客のサプライチェーン全体
を最適化していくような提案が求められ
る。アジア各国における“国内物流”が求
められているが、倉庫運営、トラック輸
送など当社が日本で培ってきたノウハウ
を海外で活かすチャンスでもある。

地域特性に合った物流・ハラール物流へ
の取り組み

消費市場へのアクセスという意味では、ハラール物
流への取り組みも重要と考える。ハラールとは「イス
ラム法に適合している」という意味であり、約16億人
といわれるイスラム人口に支えられたハラール産業、
それに関連する物流市場も大きい。

マレーシア日本通運では2013年９月より「ハラール
物流認証」の取得に向けた取り組みを開始、2014年12
月に運送業務に関する認証を日系物流企業として初め
て取得した。豚肉やアルコールがタブーとされるイス
ラム法では、物流においてもこれらのものと分ける専
用車両を用意する必要がある。つまりイスラム法に
のっとった物流プロセスを構築しなくてはならないと
いうことである。マレーシアで培ったハラールロジス
ティクスのノウハウをベースに、世界最大のハラール
機内食メーカーで、食品加工会社、レストランを傘下
にもつ マレ ーシ ア の 総 合 食 品 企 業、Brahim’ s 
Holdings Berhad社とハラール輸送に関する業務提
携契約を締結、海上混載ハラール輸送サービスの販売
開始など業務展開を進めている。日本においてもハ
ラール物流認証に準じる物流サービスを構築してお
り、近日中に物流認証取得を予定している。

ASEANはマレーシア・インドネシアをはじめ多く
のムスリムが集中する地域でもあり、ハラール物流へ
の取り組みは地域に貢献するサービスの構築であり、
これらの地域と日本・世界をつなぐサービスにもなる。
今後は、マレーシアで培ったノウハウを活用してグ
ローバルなイスラム市場におけるハラール物流サービ
スのネットワーク構築を目指していく。

 

ハラール物流の専用コンテナを洗浄する様子（左）と洗浄証明ステッカー（右）
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AECにより物流がどうなっていくのか

近年、日系企業の集積する中国、タイにおける人件
費の高騰、タイにおいては2011年に発生した洪水の影
響、2014年４月以降の軍を中心とした暫定政権の発
足の影響もあって、製造業を中心に周辺国へ生産工程
の一部を移管する「チャイナ・プラスワン」「タイ・プ
ラスワン」の動きが加速している。特に人件費が安く、
また中国、タイへのアクセスが容易なベトナム、カン
ボジア、ラオスおよび、最近外資規制が緩和されつつ
あるミャンマーへの進出が相次いでいる。

これらの国を含めたASEAN（東南アジア諸国連合）
は2015年末にASEAN経済共同体（AEC）創設に向け、
非関税障壁の撤廃や国境通過手続の簡素化、加盟国
を結ぶ経済回廊の整備などソフト、ハード両面でのイ
ンフラ整備を進めている。域内の障壁が実質なくなる
ことで、メーカーの生産拠点、部品供給拠点などの再
編が加速し、ASEAN域内での分業化が進んでいくこ
とが予想される。これにより同域内における調達、生
産、販売にかかわる物流需要は高まっていくことが期
待され、特に小ロットでの輸送が可能な国際陸上輸送
網の構築はインドシナ地域に拠点をもつメーカーに
とっては必要不可欠な機能である。

当社は早くからASEAN域内の物流に着目し、ベト
ナム、インドネシアを中心とした、現地進出企業向け
物流支援サービス「工業団地物流（IPLS）」、東西経
済回廊と南北経済回廊を活用した「クロスボーダート
ランスポーテーションサービス（CBT）」、タイ～カンボ
ジア間の定期混載貨物輸送、ミャンマーにおける３温
帯（常温、冷蔵、冷凍）物流など、さまざまな物流サー
ビスを開発してきた。以下その取り組みを紹介したい。

当社の取り組み

⃝ベトナム
当社は1997年にホーチミンに駐在員事務所を設け

て、主に双日グループの国際輸送に伴う手配を業務の
中心としてきた。近年、ベトナムおよびカンボジアへ
の企業進出の増加に伴い、陸路による輸送需要の高ま
りから、ベトナム、カンボジアへ進出する企業をター
ゲットにベトナム・ホーチミンを出発点とする東西回
廊を利用した陸上輸送サービスの開発を進めてきた。
従来日本からカンボジアへ貨物を運ぶにはカンボジア
唯一の国際コンテナ港であるシアヌークビル港を利用
して海上輸送するルートが一般的だったが、同港は外
航コンテナ船の基幹航路から外れるため、日本からシ
ンガポール経由となり、輸送に15日も要していた。こ
の課題に対応するため、現地物流会社と提携し2011
年にホーチミン、プノンペン、バンコクを陸路で結ぶ

「クロスボーダートランスポーテーションサービス
（CBT）」を開発。東京～プノンペン間の輸送日数を従
来の15日間から10日間での輸送日数短縮を可能とし、
ベトナム～カンボジア間で積み替えなしの一貫輸送を
日系物流会社で初めて実現した。

2012年にベトナム国営物流会社ビナトランスベトナ
ムと合弁で「双日ロジスティクス・ベトナム」を設立
し、駐在員事務所から法人へと体制を強化した。双日
が手がける工業団地（ロンドウック工業団地）へ進出
を検討している企業向けに、設備の一貫輸送をはじめ

双日ロジスティクスの
AEC発足に向けた取り組み

双日ロジスティクス株式会社
社長室企画課

若松　広朗

タイ～カンボジア間の定期混載サービスルートと
バンコク～プノンペン～ホーチミン間のCBTサービスルートイメージ
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とする現地進出に伴う物流のコーディネートやオペ
レーションをワンストップで提供するソリューション
サービス「工業団地物流サービス（IPLS）」を展開。
生産設備の移設から、工業団地内での保管サービス、
国内および陸路輸送を含めた国際輸送などあらゆる物
流サービスを提供している。

⃝タイ・カンボジア・ミャンマー
インドシナ地域ではこのほかに2005年にタイへ駐在

員を派遣し、12年にカンボジアに駐在事務所を設立、
15年には双日とミャンマーの小売・流通最大手シティ
マート（CM）グループ傘下の卸売業者であるプレミ
アム・ディストリビューション社（PDC社：シティマー
トのグループ会社であり、CMグループは、ミャンマー
国内にスーパーマーケット22店、ハイパーマーケット
７店、コンビニ52店にて小売事業を展開）の３社と共
同出資による３ 温帯物流会社「Premium Sojitz 
Logistics Co., Ltd.」を設立しASEAN域内のネットワー
クを強化した。

カンボジアにおいては、タイに生産拠点をもつメー
カーが高騰する人件費を抑制するためにサテライト工
場としてカンボジアへ進出している。これに伴って、
タイ～カンボジア間の材料や加工品・製品の輸出が活
発化している。当社では両国間の輸送で最もニーズの
多い、小ロットでの輸送に応えるため、カンボジア～
タイ間の定期混載サービスの提供を2015年２月に開始
した。混載サービスについては越境手続が煩雑であり、
実現までに時間を要したが、今後はAECの発足によ
り、今まで輸入通関時に必要だった公的機関発行の原
産地証明書が必要なくなり、サプライヤー発行の原産
地証明書にて対応が可能になるなどの手続きの簡素化
がされることで貨物をよりスピーディーに輸送するこ
とが可能となる。

ミャンマーでは３温度対応のコールドチェーン物流事

業を先行的に取り組み、現地での冷凍食品の普及や日
本食ブームなどで生じるコールドチェーン需要の取り込
みを狙う。AECの発足により、域内貿易が拡大し、特
に食品関係の往来は活発化することが予想されるため、
このコールドチェーンの取り組みについてはミャンマー
一国で終わらせず、ASEAN全域へ面展開していく。

⃝インドネシア
インドネシアでは2013年より日本大手物流会社伊勢

湾海運㈱および現地パートナーと合弁で「PT IS 
JAYA LOGISTIK」を設立し、双日が運営する工業
団地である「グリーンランドインターナショナルイン
ダストリアルセンター（GIIC）」を本拠地にベトナム
で培ったノウハウを活かし、工業団地物流ビジネス

（IPLS）を展開。
インドネシアにおける物流の課題としては主要港であ

るTanjung Priok港に貨物が一極集中しているため、
工業団地までの道路が常に渋滞を起こしている状況で
ある。Tanjung Priok港以外の主要港を建設するなど
の改善をインドネシア政府として取り組んでもらいたい。

今後の展開

AEC発足により、今後自由化が予想
される輸送市場に備え、物流ネットワー
クの拡大、サービスメニューの拡充を図
りたい。特にミャンマーにおいては当社
のメコン圏における物流ネットワークと
連結させ、現在構築中のタイ～ミャン
マー間、さらには隣接する中国間との
コールドチェーンの越境物流を展開して
いきたい。 Premium Sojitz Logistics（PSL）の倉庫イメージ

カンボジアの国境
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AECの発足に寄り添ったFJCCIA

ASEAN経済共同体（AEC）が、2015年の年末を
期限にいよいよ発足する。事の起こりは1993年の
ASEAN６（タイ、シンガポール、マレーシア、イン
ドネシア、フィリピン、ブルネイ）間のASEAN自由
貿易協定（AFTA）発効にさかのぼる。貿易の自由
化が進展し、その後の域内のさらなる発展を目指して
AECの創設が提起され、マスタープランとして「AEC
ブループリント」が2007年に採択された。同ブループ
リントでは、「単一市場と生産基地」「競争力ある経済
地域」「公平な経済発展」「グローバル経済への統合」を
４つの柱に、共同体の設立に向けた2015年までの工程
表が大まかに明記された。

そのブループリントの達成に向けて寄り添ってきた
のが、ASEAN日本人商工会議所連合会（FJCCIA）
の存在である。FJCCIAは、ASEAN市民たる在
ASEANの日系企業による組織として、ASEAN各国
の日本人商工会議所や商工会などの会員企業約6500
社（現在）によって構成されている（本年度はわれわ
れJACTIMの岡本敏郎会頭がFJCCIA議長として選

出）。発足は2008年６月。その設立目的は、域内の日
本人商工会議所の相互連携の促進と、ASEAN事務局
等関係機関への意見要望活動を通じて、地域の経済発
展と日系企業のビジネス環境改善を図ること。スリン
事務総長（当時）からの「ASEANが抱えるさまざま
な問題を解決するには、ステークホルダーとの良好な
コミュニケーション関係構築が重要」という認識を受
けて、設立に至った。

FJCCIAの活動とAEC発足に向けた動き

その目的達成に向けた活動のひとつに、毎年実施して
いるASEAN事務総長との対話があげられる。ASEAN
での日系産業界の関与を高めるべく、関税撤廃などのモ
ノに加え、投資やサービス、労働者の移動の自由化など、
ASEAN全体や複数の国に共通する幅広いテーマの要
望をFJCCIAにてまとめあげ、意見具申を重ねてきた。
その結果、AECブループリントの構成に沿った具体的
な要望活動が功を奏し、今日ではFJCCIA対話の活動・
成果が日ASEAN経済大臣会合へ報告され、首脳級会
合でも毎年確認されるに至っている。
ステータスの向上によって注目度が高まり、具体的
な成果も出ている。たとえばASEAN域内の
FTA原産地証明書へのFOB価格の不記載要望
によって企業ニーズに即した運用に改善された
ほか、原産地証明書発給に係る自己証明制度の
導入要望によって、発給に係る手続きの簡素化
や時間の短縮が図れた。また、ASEAN各国が
貿易・通関手続の電子化と窓口の一元化を行
い、域内の標準化と情報の共有を図る
「ASEANシングルウィンドウ（ASW）」のパイ
ロットプロジェクトの実施などが実現した。
ここで直近の進捗状況を確認しておきたい。
ASEAN域内の企業が各国の貿易関連情報を
一元的に把握できるサイトの導入が近々予定さ

ASEAN経済協同体（AEC）発足に
おけるASEAN日本人商工会議所
連合会（FJCCIA）の役割

マレーシア日本人商工会議所（JACTIM）　事務局長

久野　幹太

ミン事務総長に要望書を渡す岡本FJCCIA議長（JACTIM会頭）
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れている。ASEANトレードレポジトリ
（ATR）と呼ばれる当データベースの活用に
より、各国の関税品目分類表や関税率、自由
貿易協定ごとの特恵関税率、原産地規則（品
目別）、非関税障壁、関税法および関連規則、
各種申請書類などのデータを把握できる仕組
みとなる見込みだ。このサイトの活用により、
これまで各国の関連サイトに個別にアクセス
し情報収集を余儀なくされていた負担が大幅
に軽減される。
加えて、貿易投資紛争解決手段として、

「ASSIST」という名称のシステムの構築が
検討されている。これは、ASEAN域内での
事業展開時に生じる、ビジネス環境や各種制
度の運用に起因する課題に対して、事業展
開する企業がASEAN共通のインターネット
窓口に直接申告を行い、回答を求められる仕組みとな
る予定だ。

AEC2025――さらなる10年先を目指
して――

さて、ASEANの目指す域内の経済統合は道半ばであり、
本年のAEC発足は実現に向けたマイルストーンとの位置づ
けである。現に非関税障壁・措置の改善や、サービスや投
資、熟練労働者や資本の自由な移動など、物品貿易以外の
分野では具体的な進展がなされていない。
そこで本年８月21日のFJCCIAとミンASEAN事務総長

との対話では、ビジョンの実現に向けてビジネス環境改善
効果が高いと考えられる「基準・認証、非関税障壁、サー
ビス自由化」などの課題解決の促進を要望するとともに、
AEC発足後の10年先を見据え、AEC2025と題して「人材
育成や中小企業支援施策」などを新たに加えた。
特に基準・認証面では、「ASEAN域内の消費者保護」

や「ASEAN製品の国際競争力向上」の観点から、規格・
基準の統一に向けた取り組みをASEAN各国が産業分野ご
とに進めるほか、国際規格や国際的に認知された規格・基
準との適合性を確保することを求めた。
具体的には、産業の裾野が広い自動車・部品業界におい

て、可能な限り規格・基準の統一を進展させ、新たな規
格・基準を導入する場合は日系企業を含む産業界と調整す
るプロセスの確保を求めた。電気・電子業界では、消費者
の利益を守り、かつ二酸化炭素の排出量削減に貢献すべく、
省エネラベルのような地域共通の省エネ性能表示を目指し、
国際規格（ISOなど）に基づく性能評価と表示方式を確立

する必要性を訴えた。
また人材育成の面では、急速に発展する産業を支える高

度産業人材の確保を求めた。今後10年間を見据えた際、製
造業やサービス業のいっそうの拡大が見込まれるが、各産
業を支える人材の量と質を確保することが、域内の共通か
つ最大の課題となることが想定される。そこで在ASEAN
の日本企業は、育成プログラムづくりや現場での受け入
れ・指導の双方の面で協力が可能であることを提案した。
その結果、ミンASEAN事務総長から「FJCCIAとの対

話・提言は、ビジネスの実態に即した優れた提案であり、
AECブループリントの前進に役立っている。世界経済の減
速にもかかわらず、日本からASEANへの直接投資や相互
貿易額は高く、投資が続くことを期待している。今後も
ASEANはFJCCIAや各国の日本人商工会議所との協力関
係を重視したい」とのコメントがあり、さらなる日系企業と
の関係の強化に意欲を示された。
また８月23日には、日ASEAN経済大臣会合がマレーシ

ア・クアラルンプールで開催される機をとらえ、その会合内
でもFJCCIAはその一部を意見具申した。10年後の
ASEANを見据えて、「急速に発展するモノづくりやサービ
ス産業を支える高度産業人材の確保」や「単一の生産拠
点・市場の実現を見据えた制度面のコネクティビティ強化」
「メイドインASEANの国際競争力を高めるための取り組み
強化」をキーワードに日本企業の協力方針を訴え、複数国
の経済大臣から提言に対する歓迎の意向が示された。
AECの発足後も、現地日系企業のサプライチェーンの構

築や貿易・投資の強化の観点から、国境を越えた課題解決
の機能はより重要になる。日系企業の総意を伝える役割を
有するFJCCIAの活動に、今後もご注目いただきたい。�

宮沢経済産業大臣（当時）とともに日ASEAN経済大臣会合で発言する岡本議長
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１.	 はじめに

2015年末の発足が予定されるASEAN経済共同体
（AEC）はEU型地域統合を目指すものではないが、「単
一の市場と生産基地」「競争力ある経済地域」「公平な経
済発展」「グローバル経済への統合」の実現に向け、構
成国間の多様性を尊重した緩やかな経済的統合体とし
てヒト・モノ・カネなどの移動に関する国境措置の軽
減・撤廃を中心とする諸施策の実施を通じた新たな
ASEAN展開を企図する構想といえよう。

しかしながら、AEC発足によって構成国間の国境措
置などが一夜にして劇的変化を遂げるわけではない。
もちろんモノの移動に関してはAFTA（ASEAN自由
貿易地域）の進捗とともに段階的な関税軽減・撤廃が
講じられ、先発６カ国においてはすでにゼロ関税化が
実現されており、また後発４カ国においても2018年ま
でに実質的なゼロ関税化が実現されることになってい
る。すなわち、AEC発足との相関で関税障壁撤廃の方
向性は明確になっているといえるのであるが、非関税
障壁に関しては構成国のいわゆる国益などとの絡みで
関税障壁と同様なテンポでの撤廃は難しい状況である。

ヒトの移動に関しても、熟練労働者の越境移動は容
認するものの、EUにおけるシェンゲン協定と同旨の自
然人の自由移動を容認するルール化は予定されておら
ず（現地一般人の期待は大きいが）、また、カネすなわ
ち資本の移動に関する外資制限やサービス貿易に関す
る各種規制が撤廃される可能性は乏しいといえよう。

本稿で扱うGMS（Greater Mekong Subregion）
はCLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）
と称されるASEAN後発４カ国にタイおよび中国雲南
省・広西チワン族自治区を加えた地域を意味し、中国
を除く当該地域が「陸のASEAN」と称されている。
その人口規模はインドネシア一国とほぼ同様であり、
ASEAN全体の４割程度を占めるにすぎないが、陸続
きの一大エリアとして特に製造・販売・物流拠点の視
点から注目を集めており、特にチャイナプラスワンな

いしタイプラスワンの企業動向との相関で、AEC活性
化のエンジンのひとつとして期待されている。

チャイナプラスワンの多くが中国一極集中リスクの
回避を背景とする水平分業ないし拠点移動であるのに
対して、タイプラスワンの多くは垂直分業（工程間分
業）を企図するという基本的な異質性が認められる。
かかる垂直分業にあっては、特に陸路での貨物・車
両・人の円滑、安全かつ効率的な越境の担保が不可
欠といえ、その代表的なハードインフラがADB（アジ
ア開発銀行）主導のGMS経済回廊であり、また隣接
国間の国境措置の軽減を目指すソフトインフラとして
の越境交通協定（CBTA）およびASEAN域内におけ
る越境交通に関する各種枠組み協定などである。さら
に、GMS経済回廊沿いの国境付近に展開する、また
は展開が予定される経済特区（SEZ）が特にタイプラ
スワン実現拠点として注目されている。

GMS経済回廊が育む国境貿易
——陸のASEANへの考察——

愛知大学	地域政策学部	地域政策学科
教授

名和　聖高

図　GMS全体図（ADB資料に加筆）

④ハートレック／コッコン

⑨ミヤワディ／メソット

⑩ティキ／プーナムロン

①タチレク／メーサイ
②チェンコン／ファイサイ

⑤ノンカイ／タナレーン

⑦ナコンパナム／ターケク

⑥ムクダハン／サワンナケート

⑪デンサワン／ラオバオ

⑧チョンメック／ワンタオ

③アランヤプラテート／ポイペト
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２.	 GMS経済回廊と国境ゲート

（１）GMS経済回廊の現状と展望
インドシナの新たな展開を示唆したカンボジア内戦

終結を告げる1991年10月のパリ和平会議を嚆
こう

矢
し

とし
て、GMS開発が大きな注目を集めるに至った。その中
核的役割を担ったのがADB主導による1992年開始の
経済協力プログラムであり、その対象は交通、貿易、
投資を含む９分野に及び、特に道路整備に関しては、
日本、オーストラリア、中国、タイなどをドナーとする
プロジェクトを含めて着実な進捗を遂げている。かか
る道路整備はGMS経済回廊計画と称され、経済協力
プログラムの実施に不可欠なものとして位置づけられ
ており、当該計画はすでに供用開始されている東西、
南北、南部、南部沿岸の各回廊を含む９回廊を対象と
している。

ベトナム・ダナンとミャンマー・モーラミャインを結
ぶ東西回廊はすでに一定の機能を果たしているが、ミ
ヤワディでの越境後の約45kmにわたる日替わり一方
通行のミャンマー領域山岳道路が円滑な交通の障害に
なっていた。それを迂回するための道路が2015年７月
にタイの援助で開通したが、地元少数民族との利害調
整との相関で全面的な供用開始には至っていない模様
である（供用開始後は、ヤンゴン／バンコクの輸送時
間が従前のシンガポール経由海路２週間から陸路３日
になると予想される）。

バンコクと昆明を結ぶ南北回廊は、メーサイ／タチ
レク【図①】で越境するミャンマールートとチェンコ
ン／ファイサイ【図②】で越境するラオスルートにチェ
ンライで分岐する。前者のルートはメーサイ川に架か
る２本の友好橋によって維持されていたが、後者の
ルートは長年にわたりフェリー渡河を余儀なくされて
いた。2013年12月にタイと中国の支援で第４友好橋
が完成し、ハード面での障害はなくなったといえよう。
日系大手物流企業がバンコク／昆明を結ぶトラック輸
送チャーター便を開始する旨の報道も近時なされてお
り、それによって従前の海上輸送の３分の１の４日間
での輸送が可能となるとのことで、特にタイに集積す
る日系自動車メーカーに対する中国製部品供給ルート
としての利用が期待される。

バンコクとホーチミン・ブンタウを結ぶ南部回廊は、
長年にわたりネアックルンでのメコン川のフェリー渡
河を余儀なくされていたが、2015年４月の日本の
ODAによる架橋（通称つばさ橋）の完成によってハー
ド面での障害はなくなったといえよう。本回廊を利用

するタイ／カンボジア／ベトナムの三国間物流は必ず
しも活況を呈しているわけではないが、プノンペン周
辺展開企業によるベトナム南部港湾利用という視点の
みならず、カンボジア／ベトナム間の食料品や生活用
品を含む迅速かつ効率的な物流機能に資するものとし
て期待される。また、南部回廊はダウェイ開発との相
関でバンコクから西方への延伸が企図されている。バ
ンコクからプーナムロンまで約200kmは、ミャンマー
国境付近は２車線道路になるが舗装状態は良好であり
走行上の問題は全く存在しない。ダウェイまで約
150kmのミャンマー領域に関しては、国境付近でのコ
ンクリート舗装４車線道路につなぐ山岳区間の道路整
備が問題視されていたが、近時の情報によれば２車線
舗装道路がダウェイまで完成しているとのことであり、
またミャンマー領域ティキにおける工業団地開発やタ
イ領域カンチャナブリにおけるタイ政府による後述
SEZ開発計画との相関で、特にタイ／ミャンマー間の
国境貿易ゲートとしての機能が期待される。

バンコクとメコン地域南端のナムカンを結ぶ南部沿
岸回廊は、特に2011年のタイ洪水以降のバンコク周辺
展開企業による東南部への生産拠点移動に加え、カン
ボジア国境展開企業のタイ首都圏における製品供給と
レムチャバン港の効果的利用などが期待されることか
ら、タイ領域の道路整備が注目を集めている。しかし
ながら、国道48号線と４号線以東３号線を始めとし
たカンボジア領域における整備と、ハーティエンから
ナムカンに至るベトナム領域における整備状況は必ず
しも十分とはいえない。

（２）GMS域内国境ゲートの現状と展望

①タイ／カンボジア国境ゲート
両国間の代表的な国境ゲートは南部回廊のアランヤ

プラテート／ポイペト【図③】と南部沿岸回廊のハー
トレック（クロンヤイ）／チャムジア（コッコン）【図④】
である。前者に関しては、特にバンコクやレムチャバ
ン港から200～250kmという地理的優位性に鑑みたタ
イプラスワンとの相関で注目を集めている〈写真１〉。
従前からタイ／カンボジア陸路越境者が利用する国境
ゲートとして、また両国間国境貿易拠点としての機能
を果たしている。現状では、人・人力車両・乗用車・
大型小型貨物車・コンテナ車などがそれほど広くない
同一空間での越境通過を余儀なくされており、物流増
加が必然的ともいえる後述SEZ展開などを踏まえた第
２ゲートの新設を含むハード・ソフトの整備が必要と
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されよう。後者に関しても基本的には前者と同様の機
能が期待されているが、道路状況のよいタイ領域に
あってもバンコクから400km・レムチャバン港から
330km、カンボジア領域にあってはシハヌークビル港
まで235km・プノンペンまで300kmであり、前者に
比べると二国間物流・人流の両面で飛躍的な機能向
上が期待されるとは言い難い地理的状況にある。本国
境ゲートの今後の機能拡大は、特に国道48号線およ
び３号線沿いのカンボジア領域ならびにメコン地域を
中心としたベトナム領域における開発進捗いかんとい
える。

②タイ／ラオス国境ゲート
両国間にあっては、多くがメコン川を国境線として

位置づけられており、オーストラリアの援助で1994年
１月に完成した第１友好橋で結ばれるノンカイ／タナ
レーン（ビエンチャン）【図⑤】、日本の援助で2006年
12月に完成した第２友好橋で結ばれるムクダハン／サ
ワンナケート【図⑥】〈写真２〉、タイの援助で2011年
11月に完成した第３友好橋で結ばれるナコンパノム／
ターケク【図⑦】、タイと中国の援助で2013年12月に
完成した第４友好橋で結ばれるチェンコン／ファイサ
イ【図②】が代表的な国境ゲートである。

そのうち第１友好橋と第２友好橋付近のラオス領
内ではタイプラスワンの垂直分業拠点の受け皿として
のSEZ開発が進んでいるが、第２友好橋利用のラオ
ス国道９号線（東西回廊の一部）ルートと第３友好
橋利用のラオス国道12号線ルートとの間で、特にベト
ナム北部ないし広西チワン族自治区との物流の視点か
ら最適なラオス側拠点いかんの再検討が行われている
模様であり、タイプラスワンの実現拠点として12号線
沿いターケクの優位性を主張する向きもある。第４友

好橋は南北回廊ラオスルート利用のバンコク／雲南省
間物流の要となることが期待され、当該国境の主たる
機能はタイ／中国間貨物移動に関するラオス国内保税
輸送用ゲートであるといえよう。これらの４国境ゲー
トに加えて、近時注目を集めているのがウボンラチャ
タニとラオス南部のパクセーを結ぶ陸続きの国境ゲー
トとしてのチョンメック／ワンタオ【図⑧】である。
当該国境は、パクセー市内を流れるメコン川に架かる
日本の援助で2000年８月に完成したラオ日本橋から
60kmほどの地に位置しており、大型貨物車の走行に
支障があるような道路状況ではなく、2014年12月の調
査時にはラオス側に円滑かつ迅速な越境物流・人流を
促進するための新たな施設建設がなされていた。パク
セーは、バンコクやレムチャバン港へのアクセスとい
う視点からは、東西回廊の要

よう

衝
しょう

としてのサワンナケー
トよりも地理的優位性が認められ、タイプラスワンの
新たな拠点として注目されている。ちなみに、パク
セーでは当該国境利用の日系中小企業用SEZの開発も
進んでいる。

③ミャンマー／タイ国境ゲート
両国間の代表的な国境ゲートは南北回廊のタチレク

／メーサイ【図①】、東西回廊のミヤワディ／メーソッ
ト【図⑨】、延伸南部回廊のティキ／プーナムロン【図
⑩】、ミャンマー南端コータウン／ラノーンの４カ所で
ある。ミャンマーにあっては国際貿易に耐え得る海上
輸送用港湾施設が脆

ぜい

弱
じゃく

であるだけでなく、地政学上の
視点および近隣諸国との交易上の利便性の視点からも
越境陸上輸送が中心となるために、同国における国境
ゲートの重要性はきわめて高いといえる。ただ、かか
る交易ルートの多くは山岳地帯にあるだけでなく、き
わめて独立意識が強い少数民族の支配地域を経るとい

写真１　ポイペト国境 写真２　ムクダハン国境
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う難しい問題を抱えている。タチレク／メーサイ【図
①】国境ゲート〈写真３〉は中国シーサンバンナ自治
区景洪を経て雲南省昆明に至る南北回廊にあり、メー
サイ川に架かる２本の橋によって両国間の物流・人流
が支えられている。市内中心部の橋は人と小型車両の
越境用ルートであり、2006年１月に完成した第２友好
橋が大型貨物車やタンクローリーなどの越境用ルート
である。チェンコイ／ファイサイが第４友好橋で結ば
れたことでラオスルートの優位性が高まり、少なくと
もミャンマーを通過するかたちの中国／タイ間の物流
という視点からは、本国境の利用は相当限定的になら
ざるを得ないのではなかろうか。

ミヤワディ／メーソット【図⑨】国境ゲート〈写真４〉
は2013年８月に開放されたヤンゴンから最も近い国境
ゲートであり（約460km）、タイとの越境貿易に関す
る最重要拠点といえる。本国境ゲートとしての現状の
モエイ川架橋には25トンの重量制限があり、また相互
に積み替えが求められる状況にあるために円滑な車両
越境が難しい（メーソット登録車両は後述トレード
ゾーンでの積み替えが必要だが、ミヤワディまで入る
ことが認められており、重量制限にかからない限りモ
エイ橋での越境は可能であるが、それを上回る大型車
両の場合はモエイ橋手前でのミヤワディ登録車両への
積み替えが必要になる）。また税関・出入国管理関係
施設も脆弱であり、今後増加が想定される物と人の越
境へのしかるべき対応が望まれる。本国境ゲートにお
いては、大型貨物や重量物の積載車両通過の用に供す
ることを企図した第２架橋計画はあるものの、現時点
では実現に至っていない。本国境ゲート西方約10km
に位置するミヤワディ国境貿易区（貨物の保管や積み
替えが行われるトレードゾーンと税関検査場から成
る）を越えたテンガニーノからコーカレイまでの約

45kmにわたる日替わり交互通行の未舗装１車線道路
を迂回するかたちで、2015年７月にタイの援助で舗装
道路が完成したが、現時点では少数民族との利害調整
との相関で正式な供用開始には至っていない模様であ
る。今後は、当該供用開始のみならず、国境地域の特
性を生かすかたちでタイ側でもミャンマー側でも計画
されているSEZ開発計画の実現や、ミヤワディからヤ
ンゴンに向かうアジアンハイウェイ１号線沿いに稼働
中のバゴー工業団地などの活性化、2015年９月開業
のティラワSEZを始めとしたヤンゴン周辺の展開企業
によるタイとのまたはタイを経た交易の拡大などに
よって本国境ゲートの有用性は飛躍的に拡大するもの
と想定され、その越境問題に対応するハード・ソフト
インフラの充実は喫緊の課題といえよう。

特にダウェイ開発との相関で近時注目を集めている
のがティキ／プーナムロン【図⑩】国境ゲートである

〈写真５〉。本国境はバンコクからカンチャナブリを経
て200km、インド洋に面するダウェイまで150kmの地
に位置し、上述ミヤワディ／メーソット【図⑨】国境
ゲート同様に2013年８月に外国人に開放された。13年
９月の調査時にはミャンマー領域の道路状況が劣悪を
極めていたが、近時の情報によれば簡易舗装ながら２
車線道路が完成し、少なくともハード面の障害はなく
なったとのことである。ただ、本国境ゲートの有用性
は、ダウェイ経済特区開発計画および本国境から約
10km地点におけるタイ企業による工業団地開発計画
ならびにカンチャナブリにおけるタイ政府によるSEZ
開発計画の各進捗と密接に相関し、現時点ではタイか
らミャンマーへの非課税小額貨物と開発用建築資材な
どの越境およびミャンマー人の買物目的などの越境程
度に利用されているにすぎない。

写真３　メーサイ国境 写真４　ミヤワディ国境
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3.	 外資受け皿としての国境付近のSEZの
	 現状と展望

（１）SEZとは何か
各設置国によって形態ないし内容は異なるが、一般

的には一定の区域を特定し、当該区域内に立地する企
業や当該区域内における特定の事業活動に対して税
制上の優遇措置や通関手続きを始めとする各種行政
手続きの緩和ないし便宜供与、雇用を含む企業経営
や事業運営に関する各種法規制の緩和、電力などエネ
ルギーの優先利用などを通じて内外直接投資を促す
制度といえよう。ラオスのビエンチャン、サワンナケー
ト、パクセーにおけるSEZやタイ政府公表の周辺国国
境付近を中心とした10カ所のSEZ計画（この計画は、
労働集約型産業から高付加価値産業への転換という
タイ政府の従前の政策との整合性に欠け、また主とし
てタイプラスワンを企図して周辺国側に設置される、
または設置が計画されるSEZとの競合が危惧される）
が近時話題になっているが、紙

し

幅
ふく

の関係で、以下では
タイプラスワンおよびGMSにおける国境貿易を論じる
に当たって、その背景ともいえる内外直接投資の受け
皿として注目を集めているカンボジアにおけるSEZの
現状と展望を略述する。なお、GMS域内物流に関し
て常に指摘されるいわゆる片荷問題は、特に工程間分
業を企図する国境付近に設置されるSEZにあっては回
避されやすいといえるが、かかるSEZが必ずしも大量
の越境貨物輸送につながるわけではない。ただ、かか
るSEZ設置によって当該SEZ関連貨物のみならず、そ
こでの就労者などに向けた食料品や生活用品などに関
する物流が高コスト回避のかたちで実現し得ること、
またSEZに設置される集荷保管施設（物流ハブ）とし
ての効率的運用による域内物流コスト低減効果も期待

されよう。

（２）カンボジアの代表的なSEZ
2015年１月現在で認可されたSEZは32カ所にのぼ

るが、稼働中のSEZは10カ所程度である。企業活動に
必要な種々の機能が集中するプノンペン周辺に設置さ
れるPPSEZ（プノンペンSEZ）を除き（近時、日系複
合企業によるプノンペン周辺での新たなSEZ開発計画
が報道されている）、カンボジアにおける現在稼動中
のSEZの多くは国境地帯または同国唯一の海港である
シハヌークビル港に隣接または至近な場所に設置され
ている。南部回廊ベトナム国境付近にはマンハッタン、
タイセンなどのSEZが展開しているが、日系企業によ
るタイプラスワン展開との相関を踏まえれば、その国
境付近のSEZとしてのサンコーとコッコンをあげるこ
とができる（近時、PPSEZがポイペトでのSEZ開発に
着手する旨の報道がなされている）。

①サンコーSEZ
本SEZは日系企業とカンボジア企業の合弁会社の開

発にかかるものであり、その基本的機能はタイプラス
ワンの生産拠点用受け皿である。総敷地面積176haの
うち第１期21haの開発は完了しており、日系大手ばね
メーカーの工場が建設中である。また日系大手総合商
社による６ha自動車部品製造企業用テクノパーク計
画も進行中である。本SEZはPPSEZと同様に日系開
発業者が手掛けかつ日本人が駐在し、事業開始ないし
遂行に関するさまざまな支援を行うという特徴を有し
ており、タイプラスワンのビジネスモデルに基づく日
系企業の進出およびそれに伴う国境貿易拡大が期待さ
れる。

②コッコンSEZ
本SEZは地場複合企業によってタイ国境から２km

の地点に2006年に設置されたものであり、その基本的
機能は上述SEZと同様なタイプラスワンの生産拠点用
受け皿である。バンコクやレムチャバン港までの距離
に鑑みれば、ポイペトに展開する上述SEZとの相関で
立地上の優位性を有するとは言い得ないが、タイにお
ける洪水リスク回避を企図する東南部展開企業を母工
場とする分業拠点になり得ること、近時労務費上昇の
動きがみられるポイペトに比べて低

てい

廉
れん

なワーカー調達
が可能なこと、カンボジア国内市場およびメコン地域
へのアクセスがよいことなどの特徴を有している。
2015年１月現在の入居企業は韓国系自動車組立企業写真５　ティキ国境
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ならびに日系自動車部品製造企業およびスポーツ用品
製造企業を含む数社であり、盛業状態とは言い得ない
が、タイ東南部工業地帯との結節に要する道路状況に
問題はなく、人口がそれほど多い地域ではないことに
起因する今後の従業員募集上の危惧は否めないが、タ
イプラスワンの最適地であるがゆえに今後発生するで
あろう熾

し

烈
れつ

なSEZ間競争が不可避なポイペト地域に比
べれば、少なくとも当面は事業展開しやすいSEZとい
えよう。

4.	 GMSにおける国境措置

GMSとしての代表的な国境措置は、ADBが主導す
るCBTA（越境交通協定）およびそれに基づく関係国
間覚書ならびにいくつかの越境交通に関するASEAN
の枠組み協定に基づいて実施される。

ASEAN構成国間における関税障壁は、AEC発足
が予定される2015年末およびAFTAスケジュールによ
る18年末をもって原則的に撤廃されることになってお
り、GMS域内における国境貿易に関する関税面での障
害はなくなるわけであるが、多くの非関税障壁の取り
扱いに関してはAEC発足後の協議に委ねられることに
なる。ただ、今日でも円滑かつ迅速な人・物の越境に
関する関係国間調整作業は進められており、その代表
例が通関・出入国管理業務と越境車両台数の調整に関
する進捗である。当該通関・出入国管理業務に関して
は、国内シングルウインドウを前提にしたCBTAに基
づくシングルストップ化として、法令や実務を含む各
国事情を踏まえて段階的に進められており、タイ国境
に関しては２段階、ベトナム国境に関しては４段階で
実現されることになっている。東西回廊のベトナム／
ラオス国境のラオバオ／デンサワン【図⑪】国境ゲー
トにあっては、2014年１月からの共同施設内越境手続
きを経て2015年１月からは輸入国側のみにおける物的
検査と手続きが試行の段階だがすでに実施されてい
る。一方で、タイ国境に関してはムクダハンで2014年
11月から共同施設内越境手続きの試行がなされている
段階であり、ADBが企図するシングルウインドウ化は
ベトナム国境に比べて遅れている。しかしながら、輸
出入申告書類の事前受理など、両国税関独自の業務が
迅速かつ効率的に行われているために、いずれの国境
ゲートにあっても通関所要時間は30分程度といわれて
いる。

越境車両台数調整に関しては、事業者の利害に直接
関係する問題でもあり、ある意味ではシングルウイン

ドウやシングルストップという国境措置よりも関係国
が神経を使う交渉分野といえよう。そのために、かか
る問題は適用国境ゲートいかんを含む２国間の利害調
整に委ねられることになり、たとえば、タイ／カンボ
ジア協定にあってはアランヤプラテート／ポイペト【図
③】国境ゲートを通過するバンコク／プノンペン間走
行許可車両は各40台とされ、その内訳はタイ側トラッ
ク30台・バス10台、カンボジア側トラック10台・バス
30台とされる。ただし国境から20km以内の走行に関
しては車両台数制限もなく、工程間分業を企図してポ
イペトに展開するタイ企業はタイ登録車を利用して国
境での積み替えなしに貨物の輸出入ができる。また、
タイ／ラオス協定にあっては、自国における車両登録
と相手国における運転許可取得を要するが、越境通過
台数に制限はない。

5.	 おわりに――GMS国境貿易の現状と
	 展望――

GMS域内経済を牽引する立場にあるタイの国境貿
易額（チェンコン商業港などを通じた昆明・景洪／
チェンコン間のメコン川利用の対中貿易額などを含
む）は同国貿易総額の数％の１兆バーツ程度にすぎ
ないが、近年急増傾向にあるといわれている。ちなみ
に、アランヤプラテート／ポイペト【図③】国境ゲー
トが所在するサケオ県とクロンヤイ／コッコン【図④】
国境ゲートが所在するトラート県で、タイ／カンボジ
ア国境貿易の90％以上を占めている。タイはカンボジ
アにとってベトナムと並ぶ最大の輸入国であり、ラオ
スとミャンマーにとっては最大の貿易相手国である。
これらCLM ３カ国に関してはタイとの国境貿易がき
わめて重要な位置づけにある。GMS経済回廊に代表
されるハードインフラの整備、各種国境措置の軽減、
内外直接投資の受け皿として国境付近に展開するSEZ
などと「線」としての道路網や港湾との効果的結節な
どを通じた「点」から「面」への展開を通じて、また
特にAECの発足とAFTAの進捗とも相まって、GMS
における国境貿易は今後飛躍的な伸張を遂げることに
なろう。しかしながら、それはASEANに伝統的な内
政不干渉的思考（自己中心的思考）や物事をあえて曖
昧にするAsian Value的価値観を、全構成国の公平
的成長を目指す思考との相関でいかに変質せしめるこ
とができるか、にかかっているともいえるのではなか
ろうか。
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ASEAN経済共同体（AEC）発効は経済活性化に
つながると期待されるが、自動車産業に与える影響は
限定的と考えられる。自動車産業をめぐっては、
ASEAN各国が内需育成と国際競争力の獲得・強化に
取り組んでいるが、すでにタイとインドネシアを中核
拠点とする２本柱体制が確立している。ただ、この２
カ国の自動車市場は足元では低迷しており、先行きへ
の不安感が顕在化している。一方で、フィリピンやベ
トナムといった新興市場の成長加速が見込まれてお
り、ASEAN全体としては2020年にかけて自動車生
産・販売の拡大が続くと予想される。

国産車優遇を軸とする投資誘致策

ASEANでは、域内関税の引き下げ・撤廃による市
場アクセスの改善が進む一方で、投資獲得競争が繰り
広げられてきた。先行したのは「アジアのデトロイト」
構想を打ち出したタイで、法人税減税を柱とした投資
誘致戦略を成功させた。これに続いたのがインドネシ
アで、内需の成長性を武器にASEAN第２位の自動車
生産国の地位を築いている（図表１）。

タイは、1997年のバーツ切り下げに端を発する経済
危機の後、輸出拠点化を軸とする自動車産業政策を導

入することで成長路線の実現を図ってきた。2000年代
前半に１トンピックアップトラックを世界戦略車に衣
替えし、米国などを除くほぼすべての国・地域に輸出
できる体制を整えた。これに続く輸出製品の獲得に向
けて、2007年６月に小型乗用車生産奨励策、「Eco 
Car」プロジェクトを発表。「Eco Car」では、物品税
を優遇（軽減）することで自動車メーカーの生産・販
売計画を側面支援するほか、法人税免除などの恩典を
車両メーカーに与えることで投資意欲を喚起した。一
方で、主要なエンジン部品の現地化を求めており、国
産化規制の性格が含まれている。日系自動車メーカー
５社が2010年から「Eco Car」対応車を順次投入して
おり、これに合わせて50万台以上の生産能力が新たに
追加されている。2012年に新車販売が初めて100万台
を超えたが、「Eco Car」対応の小型乗用車の新車効
果に後押しされた格好である。タイ政府は、さらに

「Eco Car」第２弾を2013年に導入。これにより四輪
車生産を年間300万台に引き上げたい考えである。
「Eco Car」第２弾をめぐっては各社の対応に濃淡

がみられ、市場の先行きの不透明さを背景に投資計画
を実施できないメーカーが出てくる可能性があるが、
年産目標300万台を含む成長シナリオについては維持
できると考えられる。フィリピンやベトナムといった域

内市場への供給拡大に加えて、中近東
やアフリカへの輸出も増加する見通し
で、増産を期待できる。また、オースト
ラリアでは2017年までにトヨタ、GM、
Fordが完成車工場を閉鎖する予定で、
一部の車種の生産がタイに移管されると
考えられる。輸出競争力の源泉であり、
新たな投資を引きつける要因でもあるの
が2000社を超える部品企業の存在で、
タイ自動車産業の最大の優位性である。

自動車産業の集積が進むタイだが、
高付加価値化が新たな課題となってい
る。法人税減免などの投資促進策で工

ASEAN自動車産業では
成長機会とリスクが顕在化

株式会社フォーイン　アジア調査部
部長

中田　徹
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図表１　東南アジア主要５カ国：自動車生産台数

出所：各国自動車工業会資料よりFOURIN作成、2015年見通しは2015年９月時点でFOURIN
による
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場誘致に成功したものの、人件費上昇もあり
輸出拠点化に頼った成長シナリオは限界に近
づいている。「中所得国の罠

わな

」が懸念される
状況の中、タイ政府は2015年１月に新たな
投資奨励策を導入。自動車分野では、電気
自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）、オー
トマチックトランスミッション（AT）、ABS

（アンチロックブレーキシステム）、EV用バッ
テリー、ECU（電子制御ユニット）などといっ
た付加価値の高い製品・部品に限って恩典・
優遇を付与するかたちに変更した。また、研
究開発（R&D）分野への投資や地域統括機
能の設置を促す方針で、産業構造の高度化、
競争力強化に取り組んでいる。

一方、内需が100万台を超えたインドネシ
アでは、さらなる成長に大きな期待が集まる
が、自動車産業の発展シナリオに黄色信号が点灯して
いる。最大の懸案事項は国産化の成否である。2013年
９月に始動した低価格低燃費車（LCGC）プロジェク
トでは、タイの「Eco Car」政策同様に奢

しゃ

侈
し

税を優遇
（全額免除）する一方で、現地調達を推奨しており、
特定の部品の現地化の状況や計画を６カ月ごとに報告
するよう求めている。LCGC政策の最大の目的は国産
化促進であり、貿易赤字対策だと考えられる。すでに
四輪生産が年間100万台を超えるインドネシアでは今
後、モータリゼーションの本格化が期待され、さらな
る需要拡大が見込まれる。しかし、部品産業・裾野産
業の育成が遅れればタイなどからの部品・部材の輸入
に依存するかたちを続けざるを得ない。インドネシア
政府は、貿易赤字というかたちで成長の果実が流出し
てしまうことを抑えたい考えで、国産化強化という体
質改善に取り組んでいる。また、近年は完成車輸出の
拡大にも本腰を入れており、内需と輸出の２輪走行が
始まっている。

国際競争力の獲得を目指す馬比越

マレーシアとフィリピン、ベトナムも新しい自動車
産業政策を示しており、車両組立セクターの活性化や
グローバルサプライチェーン（供給網）におけるプレ
ゼンス拡大を狙っている。ただ、現実にはタイとイン
ドネシアからの輸入車が増加する傾向が続く見通しで
ある。

60万台市場のマレーシアは、EEVと呼ぶ低燃費車
を軸に2020年までに乗用車の生産を125万台に、輸出

を20万台に拡大したい考え。タイの「Eco Car」とイ
ンドネシア「LCGC」では排気量などのスペックに関
する規定があり小型セダン／ハッチバックが中心と
なっているが、「EEV」には車種の規定がなくすべて
のセグメントが対象となっている。間口を広げること
で投資誘致競争での遅れを挽回したい考えだが、内需
の成長余力が大きくないこと、輸出に必要なコストと
品質の面で競争優位が高くないこと、優遇・恩典の内
容が不透明であること（投資開発庁MIDAとの個別交
渉により決まる）を主な理由に、乗用車生産125万台
を達成することは難しいだろう。

１億人前後の人口を抱えるフィリピンとベトナム。四
輪車市場が現時点でも20万台前後とあまり大きくないこ
ともあり、自動車産業の育成は進んでいない。ASEAN
域内製の完成車にかかる関税が撤廃済みのフィリピン
においてはすでに自動車各社が現地生産車を絞ってい
る。市場シェア１～２位のトヨタと三菱自が設備投資を
継続する考えだが、市場全体の輸入車比率は今後も
70％前後で推移すると予想される。一方、ベトナムでも
2018年１月に完成車の関税が撤廃されるため、フィリ
ピン同様に四輪車組立産業の存続が危ぶまれる。

世界４位の二輪車生産・販売国となっているベトナ
ムだが、四輪車の組立産業は現地調達率の低さを理由
にコスト競争力に乏しい。ベトナム政府は自動車産業
の活性化を目指して、将来への基本方針となる「2025
年までのベトナム自動車発展戦略および2035年までの
ビジョン」を2014年７月に示しているが、目標達成に
向けた具体的な方策は正式発表されておらず、省庁間
の調整が難航しているもよう。産業育成に注力したい

自動車購入への意欲は高い
（インドネシア国際モーターショー、2015年８月、筆者撮影）
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考えと財政負担の懸念が対立しており、先行きは不透
明である。しかし、新産業政策導入のいかんにかかわ
らず、タイ製車両とのコスト競争力の差を埋めること
は容易でなく、2018年前後に現地組立車種を主力車
種に絞る動き、現地組立から撤退する動きが広がると
予想される。一方で、安価な労働力を目当てに部品分
野への投資は引き続き増加する見通しで、グローバル
サプライチェーンでの存在感は高まるだろう。

2015年末にASEAN経済共同体が発効

ASEANでは、2015年12月末にAECが発効する。
これによりヒト・モノ・カネの移動の円滑化、自由化
がさらに拡大する見通しで、単一市場および単一生産
拠点の形成に向けた取り組みが前進する。また、こう
した動きと並行して、タイおよびカンボジア・ラオス・
ミャンマー・ベトナム（CLMV）を含むメコン経済圏
では、経済回廊と呼ばれる幹線道路、越境交通協定

（GMS-CBTA）といった交通・物流インフラの整備が
ハード、制度の両面で進められている。

AECは、ASEAN自由貿易協定（AFTA）を深化
させるもので、経済統合や域内協力を目指す枠組みで
ある。域内経済の活性化につながるとの期待があるが、
一方で自動車産業を含む製造セクターへの影響はあま
りないとの見方が中心である。ASEANでは、関税回
避を目的に主要各国に生産拠点が配置されたが、
AFTAの共通効果特恵関税（CEPT）スキームなどに
よる関税引き下げ・撤廃が2015年までにおおむね完了
しており、こうした市場アクセスの改善に合わせた生
産・供給体制の再編・最適化の動きもひとまず完了し
ている。先述のとおり、100万台前後に内需が成長し
たタイとインドネシアを軸に生産・供給体制が整備さ

れており、市場規模や裾野産業、投資優遇策といった
事業環境の優位性を理由に今後もタイとインドネシア
が生産ハブの地位を維持する見通しである。

一方で「タイ＋１」と呼ばれる動きが始まっている。
タイでは、2013年１月に最低賃金が全国一律300バー
ツに引き上げられており、人件費上昇が顕著である。
カンボジアやミャンマーから多数の労働者が流入して
いるが、失業率は低く、賃金の上昇プレッシャーは強
い。こうしたなか、自動車産業でも労働集約型の部品
分野を中心にタイからCLMVへの生産シフトが徐々に
始まっている。「陸のASEAN」では、物流インフラの
向上にも後押しされ、経済発展度（賃金水準）の差を
利用した分業・補完体制の構築が今後さらに広がる可
能性がある。また、インドネシアのジャカルタ周辺で
も毎年10％を超える賃上げが続いており、生産工程

（の一部）を労務費の低
てい

廉
れん

なCLMなどに移管する動き
がみられる。

TPP発効の恩恵はベトナムに

タイが１トンピックアップトラックや小型乗用車の
世界有数の輸出拠点となっていることは先述のとおり
である。タイは自動車部品の輸出拠点としても機能し
ており、供給先はASEAN域内だけでなく、日本、南
アフリカ、米国、ブラジル、インド、オーストラリアな
ど世界の主な自動車生産国が含まれる。また、フィリ
ピンとベトナムも自動車部品の輸出国である。完成車
分野では苦戦を強いられているフィリピンとベトナム
だが、低コストの生産国として注目度が高まっている。
こうしたなか、2015年10月５日に環太平洋経済連携協
定（TPP）が大筋合意に至っており、ベトナムへのプ
ラス効果が期待される。

TPP交渉の参加メンバーは12カ国で、
日本、米国、カナダ、メキシコ、オース
トラリア、ニュージーランド、ペルー、
チリのほか、ASEANからはマレーシア、
ベトナム、シンガポール、ブルネイが参
加している（タイ、インドネシア、フィ
リピンなどは参加していない）。今後、
最終合意・署名、各国の国内手続（議
会承認）などを経て発効を目指すことに
なっており、早ければ2016年後半に発効
する可能性がある。ただ、米国などでは
議会の承認を得ることが容易でない状況
であり、発効時期は不透明となっている。
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図表２　東南アジア主要6ヵ国：自動車販売実績・予測

出所：各国自動車工業会資料よりFOURIN作成、2015年以降の予測は2015年９月時点で
FOURINによる
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TPPが発効した場合、ベトナムから
の自動車部品の輸出拡大が見込まれ、
ベトナムの部品産業の発展につながると
考えられる。すでに安価な労働力の活
用を狙って自動車部品分野への設備投
資が増加しているが、ベトナムの賃金水
準はTPP交渉参加12カ国の中で最も低
く、低コストな部品生産国としての存在
感がいっそう高まることになる。特に米
国やメキシコへの輸出競争力向上が期
待される。日本との間ではすでにEPA

（経済連携協定）が発効しており日本側
は関税撤廃済みだが、TPPの原産地規
則をクリアするうえで必要となる国産化率の計算にお
いてベトナム製品の付加価値分を加算できるようにな
るとみられ、日本経由の輸出も拡大する可能性がある。

成長機会と事業リスクが混在

ASEANの自動車市場は、人口大国のインドネシア
やフィリピン、ベトナムなどの経済成長に支えられる
かたちで、2020年までに400万台に達すると予想され
る（図表２）。さらに2025年までに500万台を超える可
能性がある。しかし、足元の景気悪化を受けて、タイ
とインドネシアの2015年の自動車販売台数は前年比２
桁減に沈む見通し（図表３）。景気悪化が長引く可能
性もあり、成長速度の下振れリスクがある。また、中
国や資源国の経済失速を受けて、域外への輸出も伸び
悩む可能性があり、生産計画の下方修正に迫られる
ケースが想定される。

タイなどではすでに一部の自動車メーカーや部品メー
カーが事業戦略の見直しに動いている。トヨタは、世界
戦略車IMVシリーズのHiluxとFortunerを
全面改良したばかりだが、タイなどでの生
産計画の下方修正を検討している。また、
需要低迷が長引けば、図表４に示した当社
予測を下回る可能性がある。ホンダはタイ
の新工場（プラチンブリ県）を2016年３
月に当初計画より１年遅れで稼働する一
方で、アユタヤ工場の生産ラインを１本休
止するとみられ、年産42万台計画は停滞
している。また、タイの「Eco Car」第２
弾に参加申請したメーカーのうち、GMが
15年２月に撤退を決定。日系ブランドに対
するコスト競争力を確保できるめどが立た

なかったことに加え、市場の先行き不透明感が影響し
た。GMと同様の理由で、VWと上海汽車も「Eco 
Car」第２弾の投資計画の見直しに着手している。

ASEAN全体としては人口増を背景に経済成長が継
続すると期待されるが、ASEAN経済の将来は平坦で
はない。米国金融政策（量的緩和終了と利上げ）の影
響、中国経済の停滞、タイの政情不安といったマイナ
ス要因は当面続くだろう。原油などの資源価格の下落
は、エネルギー輸入国にはプラス効果もあるが、マ
レーシアなど一部の資源国の経済や財政にマイナスの
影響が出始めている。また、AFTAやTPPなどによる
関税引き下げ・撤廃がさらに進めば、各国の税収減少
につながりかねない。経済発展の影で肥大している所
得格差の問題が今後さらに広がる可能性があるほか、
タイでは人口ボーナスの終了や高齢化といった社会構
造の変化もみられる。日系企業にとって最も重要な生
産・販売拠点のひとつに育ったASEANだが、成長機
会と事業リスクの再検証が問われている。

 

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

ベトナム
フィリピン
マレーシア
インドネシア
タイ

150

125

100

75

50

25

0

（万台）

トヨタ

2014
年

2020
年

7777
100100

26

30

ダイハツ

2014
年

2020
年

35
35

53 60

三菱自

2014
年

2020
年

46 4646

8

46

16

日産

2014
年

2020
年

30 37

25

7
7

30

25

37

スズキ

2014
年

2020
年

10 15
20
10

35

15

Ford

2014
年

2020
年

28 3228 32

ホンダ

2014
年

2020
年

30
42

30
42

30

10

20
10

10

9

4
6

GM

2014
年

2020
年

1818 2525

図表４　東南アジア：主要自動車メーカーの自動車生産能力実績・計画
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ASEAN経済共同体（AEC）創設の一環として、域
内金融統合の進展に向けた努力が進められている。経済
統合が進めば金融面でも域内諸国間のクロスボーダー取
引が拡大し、経済統合と金融統合が相互促進的に進む
ことが期待される。一方、各国間の経済・金融発展度の
格差が統合の障害となることから、各国の金融システム
を整備し、格差の縮小を図ることが課題となっている。
本稿では、ASEAN諸国を中心とするアジアの金融セク
ターの動向について概説する。

ASEAN金融統合の進展状況

金融統合（フィナンシャル・インテグレーション）に
は多様な内容が含まれるが、核となるのは域内諸国間の
資本フローの拡大である。ASEAN金融統合においては、
域内各国が国内金融サービスと資本取引の自由化を進
め、さらに規制の調和などによってASEAN全体の金融
資本市場の統合を図ることが基本方針とされている。「自
由化と調和による統合の実現」ということである。ただ
し、2013年にアジア開発銀行が発表した「The Road 
to ASEAN Financial Integration」によれば、欧州で
も金融統合を進めるに当たり50年以上の年月が費やされ
ており、アジアがこれを拙速に進めるべきではないとい
うのが基本的な考え方である。また、ASEAN諸国の経
済・金融発展段階や経済構造は多様であることから、各

国の自主性や統合に伴うリスクに対する備えを重視し、
国ごとに（特に当初加盟５カ国とその他５カ国の間で）
速度が異なっても構わないとされている。

ASEAN金融統合を推進するイニシアティブは、2003
年にASEAN財務大臣会合において承認された「通貨・
金融統合のためのロードマップ」（RIA-Fin）によってい
る。これに基づき、07年に発表されたAECブループリン
トに、①金融サービスの自由化、②資本市場の整備・統
合、③資本取引の自由化、を行うための計画が示された。

このうち、金融サービスの自由化は、ASEAN諸国の
銀行・保険会社・投資会社に域内の他国におけるサービ
スの提供を認めるものであり、サービス全体の自由化の
枠組みの中で行われている。銀行に関しては、主に健全
性の観点からいくつかの基準を設け、これらを満たす質
の高い銀行をQualified ASEAN Banks（QABs）に認
定し、地場銀行と平等な扱いを受けさせることを目指し
ている。 

しかし、金融統合はAECのアジェンダの中でも特に
困難な課題であり、容易には進まないとみられる。アジ
アの金融システム整備は実体経済の成長に比べて遅れ
ているという認識が一般的であり、統合の前提として各
国の金融システムを整備することが求められる。また、
域内諸国間の経済発展度の格差を反映し、金融システム
の成熟度も大きく異なっている（図表１）。金融資産の
対GDP比率をみると、マレーシア・シンガポール・タイ
が日本や韓国と争うほどの水準に達しているのに対し、
インドネシア・フィリピン・ベトナムは所得水準が同程
度の途上国並みにとどまる。

経済規模を反映して、金融資本市場の規模も小さい。
たとえば、銀行資産を比較すると、世界第１位の中国工
商銀行が約３兆1000億ドル（2013年末）であるのに対し、
シンガポールのDBSは3178億ドル（第57位）、タイのバ
ンコク銀行は791億ドル（第140位）、インドネシアのマ
ンディリ銀行は601億ドル（第188位）、といった具合で
ある。

こうした状況のもと、マレーシア・シンガポール・タ
イの上位行は域内数カ国に進出している一方、それ以外

（％）
銀行資産 国債残高 社債残高 株式市場時価総額 合計

中国 266.1 32.7 20.1 58.5 377.4
日本 234.1 204.5 19.5 107.5 565.6
韓国 190.1 53.7 83.2 80.3 407.3
インドネシア 54.6 16.9 5.9 49.6 127.0
マレーシア 160.0 62.4 51.2 154.3 427.9
フィリピン 88.3 43.1 9.7 112.8 253.9
シンガポール 271.8 49.8 50.1 255.7 627.4
タイ 142.0 57.5 23.1 114.1 336.7
ブルネイ 95.4 3.4 n.a. n.a. 98.8
ミャンマー 41.1 4.9 n.a. 4.3 50.3
ベトナム 163.7 22.4 1.1 28.5 215.7

注：ミャンマーは2013年末、その他は原則として14年末。ただし、中
国の銀行は13年末、韓国の銀行は12年末。

資料：Asian Development Bank, “Local Currency Bonds and 
Infrastructure Finance in ASEAN+3”, Jul.2015

図表１　金融資産の対GDP比率

ASEAN統合に向けた
金融セクター動向

株式会社日本総合研究所　調査部
主任研究員

清水　聡
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の多くの銀行は域内諸国への進出に消極的である。全般
的に銀行規模が小さく国際競争力が低いことが大きな原
因であるが、加えて、アジアは世界的にみても金融包摂

（フィナンシャル・インクルージョン）の進展が遅れてお
り、銀行取引を行っている国民の比率が低い国が多いた
め、国内の金融市場に成長余地があると考えられること
も、海外進出に消極的となる一因となっている。

また、地場銀行の保護を目的とした外国銀行の参入に
対する規制や、各国内における差別的待遇も存在する。
この種の規制は、1997年の通貨危機後の銀行再編・再
建過程で外国資本の力を活用するために大幅に緩和さ
れたところであるが、2012年にインドネシアが外資出資
比率上限を99％から40％に引き下げるなど、外国銀行の
進出を抑制して地場銀行の保護・強化を図ろうとする動
きが再び出ている。

資本市場の整備・統合に関しても、各国の株式市場
を電子的に結びつけるASEANトレーディング・リンク
や投資信託の域内での販売を容易にするファンド・パス
ポート構想など、多様な政策が検討されているものの、
多くの国では資本市場が未成熟であるため、これらの政
策を実際に実施できているのはマレーシア・シンガポー
ル・タイの３カ国にほぼ限られている。また、ASEAN
諸国の投資家による域内投資比率をみると、株式の場合
が7.6％、長期債券の場合が8.7％（いずれも2014年末、
IMFの証券投資残高統計から算出）にとどまっている。

国内市場が狭
きょう

隘
あい

なマレーシアやシンガポールは域内統
合の推進に積極的であるが、インドネシアに代表される
ように、統合の進展による競争の激化が自国の金融シス
テムに悪影響を及ぼすことを懸念している国も多い。域
内金融統合に向かうことは、域内資金循環の拡大による
域外依存度の低下、規模の経済の実現による地域のプ
レゼンス向上、域内の金融システムの水準向上や金融
サービスの改善など、多くのメリットをもたらすはずで
ある。1997年の通貨危機以降、先進国の資金に対する
依存度を低下させ、「アジアの貯蓄をアジアの投資に向
かわせる」ことが、金融システム整備の重要な目的とさ
れてきた。しかし、これを実現するに当たっては、各国
間の利害の調整や域内の金融発展度格差の縮小がポイ
ントとなるため、統合の進展はきわめて緩やかなものと
なろう。

重要性を増す金融技術支援や邦銀の役割

域内格差を縮小させるためには、相対的な後発国に対
する金融技術支援も重要である。1997年の通貨危機以

降、日本はアジア地域の金融システム整備を目指し、
ASEAN＋３の域内金融協力に主導的役割を果たしてき
た。域内統合を推進するためのものとしては、ASEAN
＋３債券市場フォーラム（ABMF）における債券発行
プログラムの標準化（９月28日にみずほ銀行がこのプロ
グラムに基づく初の発行となるタイバーツ建て債券を発
行した）や決済システム整備の努力、域内での現地通貨
建て社債の発行に対する保証を行う信用保証投資ファシ
リティ（CGIF）の設立などがある。CGIFは、2014年末
までにクロスボーダー発行を中心に７件の保証案件を実
行している。

2013年度からは、財務省が日ASEAN二国間金融協
力を開始し、インフラ整備や中小企業金融などを中心に
各国ごとに異なるニーズにきめ細かく応えようとしてい
る。金融庁も、インドネシア・タイ・フィリピン・ベトナ
ムなどを主要対象国に、ワークショップやセミナーを主
体とする金融インフラ整備支援を実施している。これら
の取り組みは、後発国の金融システムの底上げにつなが
り、域内統合の促進に資するものと考えられる。また、
アジア諸国の金融システムの未整備やそれを保護するた
めの金融規制の存在により、現地で活動する日系企業・
金融機関は現地通貨建ての資金調達に苦労しているが、
金融技術支援の拡大はこの点の改善にもつながると考え
られる。

一方、近年、新興国アジア向けの銀行融資の担い手
に大きな変化がみられる。世界金融危機後に経営が悪
化し事業の縮小を余儀なくされたユーロ圏の銀行のプレ
ゼンスが大幅に低下した一方、アジア地域（オーストラ
リア・日本・シンガポールなど）の銀行による融資がこ
れを代替して伸びている。中国・インド・韓国などの銀
行も、アジア諸国に多くの支店や現地法人を設けている。

アジア地域の銀行による融資の拡大は、域内の経済成
長にプラスに働くものと思われる。邦銀の融資も、国内
の資金需要の低迷や利ざやの縮小、日本企業のアジア進
出の拡大などを背景に急増している。これらはある程度
構造的な現象と考えられ、メガ３行を中心とする邦銀の
アジア重視は中期的に持続しよう。各行は現地金融機関
に対する買収・出資・提携などによりビジネスの多様化
を図るとともに、活動の幅も民間ベースの金融技術支援
や社会貢献などに広がっている。このような動きが、現
地日系企業の活動支援につながることが期待される。

アジアの経済発展と金融の役割

各国の金融システムの基本的な役割は、経済成長を
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支援することにある。したがって、今後もアジアの経済
発展のあり方に即した整備が行われていくことになろう。

効率的な資金供給や長期金融手段の提供は、投資の
増加や生産性の向上を実現していくうえで不可欠であ
る。しかし、課題は依然多い。たとえば、インドネシア
では、中央銀行が資金調達コストの高さや長期資金調達
の難しさを金融システムの問題点としてあげている。こ
れらの背景として、債権者の権利やコーポレート・ガバ
ナンスなどの法的枠組みが脆

ぜい

弱
じゃく

であり、金融システムに
対する信認が確立していないことが指摘されている。

Group of Thirty（国際的な問題を議論するハイレベ
ルのフォーラム）の分析によれば、途上国の銀行融資の
平均期間は2.8年にとどまる一方、投資適格債券の平均
発行期間は6.0年となっている。アジアでも長期金融手
段を拡充するために債券市場の整備や機関投資家の育
成が試みられているが（図表２）、債券の発行体はイン
フラ関連企業や金融機関などにおおむね限定され、同地
域の特徴とされてきた銀行中心の金融構造に基本的な変
化は生じていない。

アジアでは所得水準の上昇による中間層の増加や高齢
化の進展がみられ、こうした変化に応える資金運用を可
能とする年金・保険・投資信託などの機関投資家の育成
が求められている。また、いわゆる「中所得国の罠」を
回避する観点から、生産性の向上をもたらす技術革新や
インフラ整備などが重要と考えられ、これらの目的のた
めに長期金融手段を整備することは喫

きっ

緊
きん

の課題といえる。
さらに、前述のとおり、金融包摂の進展に遅れがみら

れる。国民の銀行取引比率を引き上げることや中小企業
の資金調達を円滑化することが、経済成長をより多くの
人々に行き渡らせるために欠かせない。今後、以上のよ
うな重要な金融サービスを拡充する取り組みが各国の努
力と域内協力の中で強化され、改善が実現していくもの
と思われる。

９月にフィリピンで開かれたAPEC財務大臣会合で

は、金融システム整備の新たなロードマップ（セブ・ア
クション・プラン）が示されたが、そこでは金融統合の
促進、財政改革の推進、金融頑健性の強化、インフラ整
備・ファイナンスの加速が注力すべき政策とされており、
具体的な課題としては前述の項目とほぼ同様の分野が列
挙されている。

以下では、インフラ・ファイナンスに焦点を絞って述
べる。インフラ整備は包摂的な経済成長の促進や連結性

（コネクティビティ）の改善に重要な役割を果たすことか
ら、経済統合とも大いに関連する。

ADBに加盟する32の途上国を対象とした推計によれ
ば、2010～20年に必要とされるインフラ投資額は約８
兆2200億ドル（１年当たり7470億ドル）である（図表３）。
アジアには豊富な貯蓄があることを考えれば、資金が絶
対的に不足しているわけではなく、いかに民間資金を取
り込んでいくかが課題となる。

そのためにはPPP（官民連携）の活用が有効と考えら
れるが、実績をみると東アジアでは1997年がピークであ
り、通貨危機後は減少し、近年はほぼ横ばいとなってい
る（図表４）。アジア地域のPPPに関しては、法規制の
枠組みが脆弱であること、プロジェクトの形成過程にお
いて契約モデル、紛争解決メカニズム、入札基準などに
関し未成熟な点が多々残されていること、官民双方に人
材が不足していること、資金調達環境の整備が不十分
であることなどが指摘されている。近年、ASEAN諸国
では法規制枠組みの強化などの動きが加速しており、こ
れがPPPの拡大につながることが期待される。

民間部門の資金についてみると、世界金融危機以降、
ユーロ圏の銀行の事業縮小やバーゼル３に代表される
国際金融規制改革の進展などから、銀行による長期資金
供給は伸び悩んでおり、今後もある程度抑制されるもの
とみられる。こうしたなか、プロジェクト・ボンドの発
行などによる債券市場の活用やこれに投資する機関投資
家の育成などが重要性を増しており、今後、一段と注力
されることになろう。

（％）
年金基金 保険会社 投資信託 合計

中国 10.2 14.3 5.1 29.6
日本 50.5 98.8 30.5 179.8
韓国 51.7 58.1 18.2 128.0
インドネシア 5.1 7.0 6.1 18.2
マレーシア 65.9 23.0 58.9 147.8
フィリピン 10.7 8.1 6.5 25.3
シンガポール 68.6 41.7 488.2 598.5
タイ 12.2 22.5 32.9 67.6
ブルネイ n.a. 6.9 n.a. 6.9
ベトナム 7.4 3.7 2.5 13.6

注：原則として2014年末。カンボジア・ラオス・ミャンマーのデータは
得られていない。

資料：図表１と同じ。

図表２　機関投資家の資産の対GDP比率

（100万ドル、％）

地域 投資需要 対GDP比
東・東南アジア 5,472,327 5.54
南アジア 2,370,497 11.00
中央アジア 373,657 6.64
太平洋地域 6,023 3.55
合計 8,222,503 6.52

注：対GDP比は各年の投資需要に関するもの。
資料：ADBI Working Paper Series No.248 (Sep. 2010), p.12, p.15

図表３　インフラの地域別投資需要（2010～20年、08
年基準）
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一方、インフラ投資のリスクを民間部門のみで負うこ
とは困難であり、民間部門の参加を可能とするための公
的部門の役割は大きい。実際、世界のインフラ整備資金
の７～８割は公的部門から供給されているとみられる。
公的部門の中でも、自らの健全性に対する信認や高度な
技術的専門性を背景に多様な役割を果たす国際開発金
融機関の存在は特に重要である。今年５月、日本政府
は「質の高いインフラパートナーシップ――アジアの未
来への投資――」と呼ばれる基本戦略を発表し、アジア
開発銀行と連携して今後５年間で従来の約30％増とな
る1100億ドル（約13兆円）のインフラ投資資金をアジア
地域に提供するとした。今後はこれを推進すると同時に、
新設のアジアインフラ投資銀行（AIIB）に対しては、
健全な機関として機能するように働きかけていくことが
重要である。AIIBに関しては、その活動に中国の利害
が強く反映される懸念があるため、「インフラ整備資金
が不足しているのだからその設立は望ましい」というか
たちで既存体制との単純な補完関係を期待することには
無理があることが指摘されている。

金融の安定に対するリスク

最後に、最近の不安定な国際金融情勢に鑑
かんが

み、金融
の安定に関する問題に触れたい。万一、安定が失われ、
通貨危機が再来することになれば、アジアの経済成長は
大きく損なわれる。もちろん、現在は各国とも十分な外
貨準備を保有しているため、深刻な危機が発生する可能
性が低いことはいうまでもない。

2000年以降、アジアに向かう資本フローは増え続けて
いる。特にリーマン・ショック以降、先進国の金融緩和
やアジア経済のプレゼンスの高まりなどから流入が急増
した。銀行融資については前述したが、証券投資の拡大
も顕著である。国債市場の海外投資家保有比率は、イン
ドネシアやマレーシアを中心に大幅に上昇している。ま
た、ASEAN ５カ国による国際債券の発行も、2010～

14年に倍増した。
資本流入の拡大にはメリットもあるが、同時にリスク

も高まる。第一に、信用の増加により、家計や企業の債
務が拡大する（量的チャネル）。リーマン・ショック以降、
途上国の民間債務は急増しており、タイ・フィリピン・
インドネシアでも、2007～14年に企業債務の対GDP比
率がいずれも10％前後上昇した。

第二に、為替レートや株式・債券・不動産価格が上
昇し、バブルが発生する場合も多い（価格チャネル）。
米国の利上げなどにより情勢が変化し、資本が流出に転
じれば、これらの価格は下落し、債務を抱えた家計や企
業の信用リスクも高まる。これにより、やがては銀行の
健全性にも影響が及びかねない。14年秋以降、インドネ
シアやマレーシアを中心に為替レートの下落が深刻化し
ており、各国当局は対応に苦慮している。

米国金利の低下を主因にドル建て債務が増加したこと
も、大きな問題である。2014年末の企業債務の外貨建て
比率はインドネシアでは50％を超えており、フィリピン
でも30％近くに達する。もちろん、ある程度の為替リス
クヘッジは施されているであろうが、米国金利の上昇に
よりアジア通貨の下落が加速すれば、ヘッジされていな
いドル建て債務の返済負担は大幅に膨らむことになる。
さらに、ASEAN地域には最近の商品価格下落の影響を
受けている企業が多いことにも注意しなければならない。

金融当局には、金融の安定維持に注力することが求め
られる。外貨準備を維持し、緊急時の流動性供給体制
を万全なものとすることが重要である。また、民間債務
の動向を把握し、健全性規制の強化などによって急激な
増加を抑制することも欠かせない。

さらに、金融の安定の問題に関しても、中国の存在が
無視できなくなっている。中国の株価の急落や人民元の
切り下げなどにより、従来の実体経済の経路に加えて金
融の経路でも世界的に大きな影響が生じている。中国の
2014年の企業債務の対GDP比率は、07年対比約25％上
昇した。これは途上国の中で最も大きく、国内の金融動
向にも十分な注意が必要である。また、長期的には人民
元の国際化や資本取引の自由化が進み、アジアにおける
人民元建て取引の増加が加速するなど、中国がアジア地
域の金融資本市場に大きな変化をもたらす可能性が高い。

経済統合の進展に伴い、域内金融統合を促進するこ
とはアジア地域の重要課題となっている。しかし、グ
ローバル化の進展とともにクロスボーダー金融取引に伴
うリスクが増大していることは明らかであり、統合の推
進と同時に地域全体でリスク管理体制を整備していくこ
とが求められよう。 
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図表４　PPP投資額の推移

資料：World Bank, Private Participation in Infrastructure Database
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TPP大筋合意のニュースに揺れるASEAN

10月５日、米国のアトランタで行われた環太平洋
パートナーシップ（TPP）閣僚会合において、TPP交
渉が大筋合意に至ったというニュースは、ASEAN各
国で大きく取り上げられた。TPPが発効すれば、高度
で包括的な自由化や貿易・投資ルールがアジア太平洋
諸国に広がることになる。

ASEAN10カ国のうち、TPP交渉には、シンガポー
ル、ブルネイ、マレーシアおよびベトナムの４カ国が
参加している。ASEAN各国のTPP大筋合意に対する
受け止め方は、TPP交渉に参加していない残り６カ国
も含めて、三者三様の装いだ。それでは、ASEAN経
済共同体（AEC）の年内発足を控えるASEAN総体
にとって、このTPP大筋合意はどのような影響を与え
るのだろうか。識者に聞いてみたところ、事情は複雑
なようだ。

１つめは、AECの年内発足を前に、ASEAN各国
の足並みの乱れがあらためて浮き彫りになるのではと
いう点である。AECは、ASEAN域内の関税を原則ゼ
ロとする取り組みをはじめとした、単一市場づくりを
目指している。実は、AEC発足に伴い、域内の物品関
税は原則撤廃されるが、域外関税は引き続き各国の裁
量に委ねられる。AECは欧州連合（EU）と異なり関
税同盟ではないためだ。そのため、近隣のASEAN諸
国の外資誘致政策に見劣りしないよう、域外関税をは
じめ、外資誘致に向けた優遇措置を整備するなど、
ASEAN各国間での競争・競合も激しくなってきてい
る。マレーシアやベトナムなどのTPP交渉参加国にお
いては、TPP参加に伴う国内対策が別途必要となる側
面もあるが、日本、米国、オーストラリア、カナダと
いった域外のTPP交渉参加国企業からのアクセスが広
がるため、外資誘致という点で、TPP交渉不参加国と
の比較で優位に立つ。

現在、11月のASEANサミットに向けて、非関税障
壁の削減・撤廃や、サービス貿易の自由化など、AEC

実現に向けた取り組みの中でも進捗が遅れているとさ
れる分野についても、最後の調整を鋭意進めていると
ころであるが、この立場の差が、新たな変数として加
わってしまったという。

２つめは、AECが埋没してしまうのではないのかと
いう点である。ASEANを取り巻く広域の経済連携と
しては、TPPのほかに、ASEAN10カ国に日本、中国、
韓国、オーストラリア、ニュージーランドおよびインド
を加えた16カ国が交渉に参加する東アジア地域包括的
経済連携（RCEP）がある。去る８月24日、マレーシ
アで開催されたRCEP交渉の第３回閣僚会合において、
物品貿易のモダリティ（自由化率などに関する基本的
な約束事）合意がなされた。しかし、当初指針として
いた「ASEAN＋１FTAよりも相当程度改善」した約
束には程遠く、また、目標とされた本年末までの交渉
妥結も延期されてしまった。AECは、RCEPとの相対
比較で高度な自由化度の確保を意識しているため、こ
のモダリティ合意の影響もあり、AECの積み残し課題
の協議加速が遠のいたとの声が聞かれる。

このような状況でのTPP大筋合意のニュースは、
TPPが、AECおよびRCEPと別の次元のハイレベルな
枠組みとして脚光を浴び、AECが、RCEPとともに埋
没してしまうとの懸念が高まったというのである。

３つめは、米国および中国との距離感の問題である。
米国のオバマ大統領は、TPP交渉が大筋合意に達し
たことを受け、10月５日、声明を発表した。「中国の
ような国に世界経済のルールをつくらせるわけにはい
かない。新たな市場を開拓するため、われわれがルー
ルをつくるべきである」という内容だ。

米国は中国による一帯一路構想やアジアインフラ投
資銀行（AIIB）創設の動きについて批判的ながら、
市場あるいはパートナーとしてのアジアに対する米国
の具体的なコミットメントはなかなかみえなかった。そ
のため、今回、ようやく米国の姿勢が明確にみえたこ
とのインパクトは大きいようで、TPP交渉不参加国も
含めて、ASEAN各国は、米国および中国との距離の

AEC発足後、より求められる
ASEAN諸国間の団結
——競争力ある市場と
	 産業の形成に向けて——

国際協力銀行　シンガポール駐在員事務所
（アジア大洋州地域統括事務所）首席駐在員

町田　史隆



2015.11 　23

ASEAN 特集

置き方に相応の修正を加えてくる可能性があるという。

中国からの輸出品に押される
ASEANの輸出競争力

このようなTPPをめぐる外部交易環境の変化ととも
に、ASEAN経 済にとって気になる数 字 がある。
ASEAN・中国間の貿易額の推移だ。2010年には、中
国からASEANへの輸出額と、ASEANから中国への
輸出額は約1100億ドルでほぼ均衡していたところ、14
年には、前者が2161億ドルと順調に倍増したのに対し、
後者は、13年の1525億ドルをピークに、14年には1504
億ドルと減額に転じたのである。ASEANでは依然と
して内需が堅調であり、その堅調なASEAN市場の需
要を目がけて、中国製品が流れ込んできている様子が
うかがえる。すなわち、中国経済の減速に伴って、
ASEANから中国市場への輸出が減少しただけではと
どまらず、実は、地元のASEAN市場においても、
ASEAN製品の競争力は相対的に低く、中国からの輸
入品に押されている状況にあるというのである。この
ため、ASEAN企業の競争力への懸念があらためてさ
さやかれ始めている。

昨年、ASEANは、2025年に向けたコンセプトであ
る『AEC2025』を発表し、同コンセプトのもと、①統
合され高度に団結力のある経済、②競争力があり革新
的で動的なASEAN、③強靭で包摂的、人間志向で人
間中心のASEAN、④分野統合と協力の高度化、およ
び⑤グローバルASEAN、という５つの柱を掲げた。
ASEAN事務局や、ASEAN各国の政府高官に聞いて
みると、このようなASEAN企業の競争力への懸念が
高まってきたこともあり、最近では、ASEANの市場
環境を競争的で魅力的なものにするとともに、競争力
のある企業・産業の育成に向けた課題や議論が増えて
きているという。

また、あるASEANの政府高官は、⑤の「グローバ
ルASEAN」について、補足的に説明してくれた。「従
来、『AEC2015』のもとでは、これは『グローバル経
済への統合』とされていた。これは、もともと、他地
域との経済連携と結びついた競争力あるASEAN市場
という意味であった。それを今回『グローバル
ASEAN』としたのは、競争力のある国際市場として
のASEANという意味を超えて、グローバルに活躍す
る、競争力あるASEAN企業・ASEAN産業を育成し
なければならないという問題意識に基づくものだ」と
いう。

競争力ある市場環境と産業を
同時に形成する必要性

このように、現在、ASEANは、競争力のある魅力的
なASEAN市場の形成と、その自由経済の中で勝ち残り
得る競争力のあるASEAN企業の形成の両方を追い求
めなければならない状況におかれている。ダボス会議で
有名な世界経済フォーラムの東南アジア会議の議論を
リードする、Global Agenda Council（GAC）のメンバー
と話をする機会があったが、彼らの問題意識も同じであ
る。チャイナプラス・ワンで注目を集めるASEAN。日
本との政治的な関係でも、経済的な安定性でも中国より
優位に立つASEANという構図は、タイをはじめとした
政治的な不安定さや、マクロ経済的な脆

ぜい

弱
じゃく

性
せい

、そして
労働賃金の高騰といった諸問題を抱えて、その真価を
問われ始めている。それにもかかわらず、GACメンバー
内での議論は、少なくとも今年においては、ASEANの
団結・連携やアイデンティティといった、非常に概念的
な整理から進めないと次に進めない状況だという。

話を聞いたGACメンバーによると、やはり、カンボジア、
ラオス、ミャンマー、ベトナムの新規加盟４カ国と原加盟６
カ国との間の経済格差、南シナ海で中国との直接的な領
有権問題を抱える国と抱えない国の温度差、そしてTPP
に参加する国と不参加の国との立場の違いなど、10カ国
がまとまるうえでの障害・課題は大きいそうだ。ASEAN
連結性などのインフラ整備や、ASEAN大での中小企業
育成のための取り組み、競争力のあるASEAN企業の形
成のための産業協力などの個別具体的な課題を議論して
いくためには、まだ一定の時間が必要だという。
「今まで、ASEANは、中国やインドといった大国と

の 相 対 的な比 較 で、そのあるべき姿を議 論し、
ASEAN流の緩やかな合意形成で成功を収めてきた。
しかしその時代は終わった。相対的な考え方から卒業
し、安定的に成長するASEAN市場を基礎としつつ、
グローバルな課題設定や、課題解決に向けて世界を
リードするぐらいの気概がないと烏

う

合
ごう

の衆で終わって
しまう。」というGACメンバーの発言が印象的であっ
た。ASEANの難しさとポテンシャルを感じた。
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