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グローバル･マーケット･ストラテジー･チーム

シニアストラテジスト 岸義明

ＡＳＥＡＮ経済共同体が2015年末に発足
～モノ、ヒト、サービスの自由化で、域内経済が活性化

国の中間に位置し、ＦＴＡを通じて経済的
なメリットを享受大

SEAN経済共同体が2015年末に発足A

ASEAN諸国を取り巻く経済環境

（注）◎：計画通りの進捗、○：概ね計画通りの進捗、△：遅れ気味
（出所）各種報道等を基に三菱UFJ投信作成

 ASEAN（東南アジア諸国連合）は、中国やインド、さらに日本

や韓国、オセアニアなど（これら6ヵ国合計の名目GDP（国内

総生産）は世界の25％程度を占める）、巨大マーケットに近

いという立地上の優位性があります。

 このような立地上のメリットを踏まえ、ASEANは1992年、ASE

AN経済圏の確立・強化を目的に、加盟国が段階的に域内

関税を引き下げ、ASEANを自由貿易地域とする『AFTA（AS

EAN自由貿易協定）』の創設を採択しました。

 このAFTAの推進により域内関税の引き下げが行われるととも

に（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、

ブルネイの6ヵ国で2010年までに例外品を除き撤廃完了）、

周辺国とFTA（自由貿易協定）が締結されたことなどから、AS

EAN諸国は周辺国との貿易が活発化しています。

 近年、中国やインドが台頭するなか、ASEANは、政治・経済

的な地位向上を目指し、FTAをさらに進化・高度化した『ASE

AN経済共同体（ASEAN Economic Community: 以下、

AEC）』を2015年末に発足させる予定です。

 具体的には、加盟国の経済状況などを踏まえながら、①市

場の統合（関税撤廃等）、②政策の共通化（知的財産保護

等）、③公正な経済開発（域内での格差是正等）、④グロー

バル経済への統合（FTAの推進等）が柱となっています。

 現状、AEC発足に向けた準備の進捗は目標の8割程度に留

まっているものの、今後、域内においてモノ、ヒト、サービスの

自由化が促進され、高度な経済統合が段階的に進展してく

ことで、ASEAN全体の競争力は高まっていくとみています。

AECで掲げる自由化に向けた取り組みと進捗状況

（注）カッコ内は2013年の人口（推定値）
（出所）IMF（国際通貨基金）のデータ、日本アセアンセンターの資料を基に三菱UFJ投信作成

【インド（約12.4億人）】
FTA締結

【中国（約13.6億人）】
FTA締結

【韓国（約5,000万人）】
FTA締結

【日本（約1.3億人）】
FTA締結

【オーストラアリア（約2,300万人）】
【ニュージーランド（約450万人）】

FTA締結

【ASEAN（約6.3億人）】

モノの自由化 進捗状況

◆域内関税の削減

～2018年までに全加盟国が撤廃

◆通関作業の簡素化

～2国間にわたる通関の一元化を推進

ヒトの自由化 進捗状況

◆短期滞在ビザの撤廃

～ミャンマーなどを除きほぼ撤廃

◆熟練労働者の移動自由化

～エンジニア、看護師などの資格要件統一化を含む

サービスの自由化 進捗状況

◆小売などへの出資規制緩和

～2015年末までに出資比率上限引上げを目指す

◆金融機関の相互進出

～自由化を目指す
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ECの進展が経済成長の追い風にA

主要国の注目点と経済への影響

（注）モノ、ヒト、サービス分野の自由化による経済への影響は三菱UFJ投信予想、◎：効果大、○：効果あり、△：効果限定的。1人当たり名目ＧＤＰと人口は、ＩＭＦの2013年の推定値。
（出所）ＩＭＦのデータ，各種報道を基に三菱UFJ投信作成

 AEC発足による経済への影響は、ASEAN加盟国の経済状

況により大きく異なります。

 1990年代に入ってASEANに加盟したベトナム、ラオス、ミャ

ンマー、カンボジアでは、安価で豊富な労働力を武器に製造

業が発展しつつある状況の下、域内関税撤廃の恩恵を享受

する形でモノ（域内貿易）分野が活発化し、それが経済成長

の追い風になると考えられます。さらに、所得水準の向上を

背景に、ヒト・サービス分野の自由化の恩恵も経済に波及し

ていくことが見込まれます。

 一方、既に関税撤廃が完了している6ヵ国（シンガポール、マ

レーシ、タイ、インドネシア、フィリピン、ブルネイ）では、モノ分

野の自由化による経済的なメリットが限定的なものの、ヒトや

サービス分野の自由化によって、各種規制緩和が進展し、

経済活動が活性化することが期待されます。

（注）各国のGDP寄与率は、2011～15年までのベースラインでの成長に対して、AECの各種
規制緩和が行われた場合のGDP成長率への寄与度を累積

（出所）東アジア・ASEAN経済研究センターの資料を基に三菱UFJ投信作成

主要国におけるASEAN経済共同体の経済効果
（GDP寄与率、累積ベース）
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モノの自由化効果（物品税0％）

モノ・ヒト・サービスの自由化効果（物品税0％+

サービス関税20％引下げ+効率化による輸出入

に対する時間的費用20％引下げ）

（％）

人口/

面積 モノ ヒト サービス

ミャンマー 6,493万人 ◆安価で豊富な労働力が魅力的ながら、産業インフラ開発はこれから

869米ドル 約68万K㎡ ◆日本が支援する工業団地、タイ国境の工業団地等の開発が成長の源泉へ

カンボジア 1,541万人 ◆人件費の安さを武器に、労働集約産業が発展（タイプラスワンの候補地）

1,016米ドル 約18万K㎡ ◆南北経済回廊（バンコク～プノンペン～ホーチミン）により物流環境が改善

ベトナム 8,969万人 ◆労働集約産業が発達、次は資本集約型産業への移行に注力

1,902米ドル 約33万K㎡ ◆経済回廊（北部は中国、南部はメコン）の活用による物流面でのメリットあり

フィリピン 9,748万人 ◆ASEANで2番目の人口大国、旺盛な個人消費が経済をけん引

2,790米ドル 約30万K㎡ ◆英語が公用語、安価で豊富な労働力、優遇税制等が外資進出の追い風に

インドネシア 2億4,795万人 ◆世界第4位の人口大国で、中間所得層の拡大により巨大消費市場へ

3,510米ドル 約189万K㎡ ◆豊富な天然資源、地産地消の観点から製造業の進出メリットあり

タイ 6,823万人 ◆政治的な混乱が発生するも、その影響は限定的。製造業の優位性は不変

5,674米ドル 約51万K㎡ ◆カンボジア、ラオス、ミャンマーと一体化した製造業のサプライチェーンが構築

マレーシア 2,962万人 ◆充実したインフラ、専門・技術職の人材確保が可能等、良好なビジネス環境

10,548米ドル 約33万K㎡ ◆シンガポール国境開発の推進、イスラムビジネス（金融・食品）に注力

シンガポール 540万人 ◆世界トップクラスのビジネス環境で、金融センターとしての役割発揮

54,776米ドル 約710K㎡ ◆ASEANの中心に位置する利便性により、統括会社としての需要拡大

経済への影響
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ランスの取れた貿易構造バ

ASEAN中核5ヵ国の域内取引（輸出・輸入）

 経済規模の大きいASEAN中核5ヵ国（インドネシア、タイ、マ

レーシア、シンガポール、フィリピン）の主要国・地域別貿易構

成比をみてみると、ASEAN向けが輸出・輸入ともに20％強を

超えており、安定的な高成長が続く域内経済の恩恵を、貿

易を通じて取り込んでいます。

 また、中国や日本、米国、欧州などの大国に対して、輸出や

輸入面で過度に依存していないなど、バランスの取れた貿易

構造が強みと考えられます。

 今後、ASEAN中核5ヵ国については、域内経済の安定的な

成長や世界経済の緩やかな拡大を背景に、貿易拡大が見

込まれます。さらに、その恩恵が域内経済全体に波及してい

くと考えています。

当資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定は
お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。当資料に示されたコメント等は、当資料作成日現在の見解であり、事前の
連絡なしに変更されることがあります。投資信託は株式、公社債等値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動しま
す。したがって、金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。投資信託は、預金保険の対象とはなり
ません。金融商品取引業者以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。本資料は当社が
信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証・約束するものではありません。

（注）シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンの合計ベース
（出所）CEICのデータを基に三菱UFJ投信作成

ASEAN中核5ヵ国の輸出・輸入別貿易構成比
（2013年、米ドル建て合算ベース）

コン経済圏との貿易が拡大メ
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 現状、中核5ヵ国のASEAN域内向け貿易（輸出・輸入）にお

いては、大半の品目で関税が撤廃されているAFTA締結国

（中核5ヵ国＋ブルネイ）との貿易が大半を占め、メコン経済

圏に属するベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオスとの貿易

については小規模に留まっています。

 今後、メコン経済圏の国々の関税撤廃が段階的に進展して

いくなか、これらの国は生産拠点としての魅力を有しているこ

とから、ASEAN域内の貿易構造に組込まれ、域内貿易拡大

の追い風になるとみています。

 また、AECの発足により、ASEAN経済が活性化するととも

に、分業体制の進展（≒競争力の向上）も見込まれ、世界貿

易におけるASEANのシェアが高まっていくと考えています。 （注）AFTA締結国は、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ブルネイ （年）
（出所）CEICのデータを基に三菱UFJ投信作成
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