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【第 1 部】 

 司会 それでは第 1 部「日本企業のチャンスとリスク」につきまして、ジェトロ海外調

査部アジア大洋州課長の若松勇様にご講演をお願いします。若松様のご経歴を簡単にご紹

介させていただきます。若松様は 1966 年のお生まれで 1989 年 4 月、現在のジェトロに

入会。1992 年 3 月から 1993 年 12 月までタイ国タマサート大学などにて海外研修。1994

年 3 月から 1998 年 4 月までジェトロバンコクセンター駐在。1998 年 4 月ジェトロ海外調

査部アジア大洋州課課長代理。2006 年 10 月ジェトロ企画部事業推進主幹。2010 年 4 月

現職にご就任されました。それでは若松様、どうぞよろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 若松 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきましたジェトロの若松と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 廣冨理事長様からもお話がありましたが、先々週、

ベトナムでは反中デモが起きました。日本企業への影響はそれほどなかったわけですが、

そういった予想外のことが起きますし、さらに先週はタイでもクーデターという、これも

我々もそこまで予想はしていなかったのですけれども、そういったことも起きるというこ

とで、いろいろなビジネス環境上の変化が見られるようになってきております。 

 本日は「日本企業のチャンスとリスク」というテーマですので、まずはチャンスという

ことで特に消費のマーケットの拡大している様子、そしてそのマーケットがアジアの中で

どんどん一体化しているといった面、さらにインフラの部分もずいぶん進んできていると

いうところをご紹介させていただきます。 

 その上で実際の、逆に日本企業が進出先でどのような課題やリスクに直面しているのか

という面をご紹介させていただき、そういった中での日本企業の進出状況と今後の展望と

いうところにお話を持っていきたいというふうに思っております。 

 本日は、中国も一部アジアですけれども、どちらかというと ASEAN を中心に、一部イ

ンドも含めてお話をさせていただきたいと思っております。ひと口で ASEAN と言いまし

てもいろいろ宗教も違いますし、人口構成から経済の発展レベルまでずいぶん違うわけで

す。さらに南のアジアではまたインドを取り巻くような、バングラデシュ、スリランカ、

パキスタンといった国もあって、非常に多様性に富んでいるということであります。こう

いったところがマーケットとしてそれぞれどんどん盛り上がってきていて、かつ経済統合、

貿易の自由化によって一体化してきているというところが最近特に目立ってきております。 

 まず世界の経済成長率をご覧くださいこれは IMF が最近発表したものをご紹介してい
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ますが、先進国は少し良くなってきているとはいえ、やはりこれからの成長は新興国がけ

ん引するということで、特にアジアの成長が世界経済全体を引っ張っているという状況が

ございます。 

 その中で ASEAN につきましては成長率もそれほど高いというわけではないですが、全

般的に 5％前後の成長を持続しているということであります。タイは、後ほどもう少し話

をさせていただきますけれども、少し景気が減速しておりますし、他の国も少し減速しつ

つある面がありますけれども、それでもまだまだ全般的には底堅い成長を続けています。 

 そして本日、特にマーケットというところでご紹介したいデータがこちらです。これは

何を示しているかといいますと、世界の市場を GDP と考えた場合に拡大している部分が

どこで生じているのか、それを先進国と新興国あるいは途上国という二つのグループに分

けて見たものです。 

 ご覧の通り、1980 年代から 1990 年代というのは成長する市場の拡大部分というのはほ

とんどが先進国部分だったわけですけれども、これが 2000 年代に入りまして、だいたい

同じぐらいの割合になっております。2010 年代、もう今は 2014 年ですけれども今後はさ

らに新興国、途上国の拡大する部分がより大きくなってくるということです。先進国から

新興国にマーケットがシフトしてきているというのがこういったデータでうかがえると思

います。 

 特に 2010 年から 2019 年まで GDP が増加した、あるいは増加する部分がどこで生まれ

てきているのかというのを地域別に見たものが、こちらのグラフでありますけれども、ご

覧の通り半分以上が新興国であります。中国がやはり一番大きいのですけれども、そのあ

と、その他の新興国の中に ASEAN、インドというところもかなりの割合を占めています。 

 本日はお話の対象ではありませんけれども、それ以外の新興国の部分も大きく成長して

きていて、先進国に代わって新興国が世界経済をけん引してきているということでありま

す。残念ながら日本はそういう中では拡大する部分というのは、今後は分からないですけ

れども今の予想ではそれほど大きくないだろうというふうに見られております。 

 マーケットを見ていく中で、人口ピラミッドというところからお話をしたいと思います。

アジア主要国の人口ピラミッドで日本の人口ピラミッドもご紹介しておりますけれども、

日本はご承知の通り、高齢化がどんどん進んでいるということでピラミッドの形ではなく

なっています。アジアの国はだいたいピラミッドといわれる形をしているわけですけれど

も、この中でやはり中国が少し少子高齢化の傾向が出ております。 
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 かつ、タイも少し少子化の傾向が出ているということで、国によってもずいぶん違いま

す。ただ、基本的には非常に若い人たちでありまして、これからこういう人たちがどんど

ん労働力になり消費者になっていくというところで、人口構成上から今後、マーケットと

して、非常に期待ができるということであります。 

 そういう点で、生産年齢人口、15 歳から 64 歳までの人口、いわゆる労働力、働き手と

なる人たちの人口の推移も今後の見通しも含めて紹介しております。国連の予測に基づく

ものでありますけれども、大きく見れば中国の場合はもう、生産年齢人口はすでにピーク

に来ていて今後はどんどん減っていく。一方でインドはどんどん増えていきまして、いず

れ 2030 年くらいには中国を上回るというふう見られます。ASEAN はちょっと規模的に

はそこの二つの国ほど大きくはないですけれども、全般的には伸びていくということであ

ります。 

 ASEAN の中も先ほどのピラミッドの形も違うように、このデータでも国によってずい

ぶん違います。ここでポイントとしてはインドネシアとかフィリピンといった国はどんど

ん増えてきます。生産年齢人口がしばらく伸び続けるという中で、タイは今の予測ですと

2020 年くらいまでの間に生産年齢人口が減少局面に入っていくというふうに見られてお

ります。 

 日本がそういう生産年齢人口の減少に入ったのがだいたい 1995 年前後ということであ

ります。この時、日本はすでに先進国だったのですけれども、タイは少し早いペースでそ

ういう段階を迎えてきているということであり、ここから今後、労働供給のほうが徐々に

減っていく見通しです。ベトナムについても基本的にはまだどんどん生産年齢人口が増え

ていくのですけれども、少し伸びが緩やかになってきています。その辺も将来を予測する

上では参考になると思います。 

 こういう規模も大きくて基本的には若い人たちなのですけれども、より重要なのはこう

いう人たちがどんどん豊かになってきているということです。経済成長が着実に進んでい

るということで、所得水準がどんどん上がってきています。実際、2000 年代の初めくらい

はそんなに大きく動かなかったです。特に 2000 年代の後半になってから明らかに 1 人当

たりの GDP が高まってきています。 

 過去の経験則から言って、3000 ドルを超えるとモータリゼーションが始まって車がどん

どん売れたりして、消費も活性化してくるというふうに言われております。インドネシア

はちょうど数年前にそういった段階を経ていまして、他の例えばタイとかマレーシアはも
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っと先を行っていますし、残りの他の国々もそれにキャッチアップしてきているというこ

とで、ちょうど消費が活性化するような所得水準にアジアの国々がようやく入ってきた。

そこがもう一つの重要なポイントであります。 

 そういうことによって、中間層といわれる人たちが増えてきております。こちらでは 4

段階の所得水準、世帯当たりの可処分所得ですけれども、に分類して、それらの所得水準

に属する人口が今後どう推移していくのかというのを見たものです。民間の調査会社の推

計でありますけれども、一言で言えば低所得者層がどんどん減って、富裕層、あるいは上

位の中間層というのが増えていくということであります。 

 もうすでに 2014 年ですから、だいたいこの真ん中ぐらいのグラフにいま近づいている

のかなと思いますけれども、今後は特に中国での成長というのは非常に大きく、富裕層が

この推計ですと 3 億人ぐらいになるという大変な数になります。インドはそれよりもまだ

まだ遅れてはいますけれども、それにしても徐々にこういう低所得者層が減っていって、

今後は富裕層とか上位中間層というのが増えていくということです。 

 インドでも 2020 年には富裕層が 5000 万人くらい、上位中間層ですと 2 億人を超すと

いうような予測になっております。それだけよりいいものを求める人たち、所得に余裕が

あって安心とか安全といった日本製品の持っている価値を理解して、よりそれに対して支

払うことができる人たちというのが今後増えていくというところで、非常にアジアのマー

ケットというのは見通しが明るくなっております。 

 ご参考までに、中国の市場の拡大が今後も見通しとしては一番大きいわけですけれども、

アンケート調査によりまして、いわゆる尖閣問題による日本製品の購買の買い控えの様子

についてアンケートをしたものであります。今年の 1 月と前の年の 8 月と比較をしており

ますけれども、やはりいまだに影響はあるということです。 

 なぜ日本製品の利用を控えるのかという理由は、日本に腹が立つからというところもあ

りますけれども、本当は、本音のところは利用したいのだけれども、愛国心を優先します

という人たちが一番多いです。今後も日本製品の利用をどうするかというのは、やはりか

なり長期にわたって買い控えるという人たちがまだかなりいらっしゃるという結果になっ

ております。 

 同じアンケートで特定分野の製品について、どこのブランドのどこの国の製品を買いた

いかとという質問に対しては、漫画とかアニメですとやはり日本ですし、デジカメも日本

ということですす。また、日本というのは礼儀正しい、省エネ環境に優しい、サービスが
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良いといったところで、他の国に比べても評価されています。ここは中国の消費者もよく

理解しているというところがございます。 

 我々はいろいろな輸出促進のための事業をやっていまして、中国人のバイヤーともいろ

いろお付き合いがあるわけですけれども、そのバイヤーから聞いた日本製品の優位性とい

うところですけれども、日本ブランドだからというのはほとんど評価されなくて、むしろ

品質、デザイン、機能とかこの辺が非常に評価されているという結果になっております。

ここはちょっと ASEAN とは違うのかなというふうに感じます。 

 一方、ASEAN のほうでありますけれども、ちょっとこれはまたごちゃごちゃしていて

やや見づらいですけれども、同じように所得階層を四つに分けて今後の推移を見たものな

のです。もちろん国によってずいぶん状況が違うといえば違うのですけれども、総じてい

えば、そういう富裕層あるいは上位中間層というのがどんどん増えていくということであ

ります。 

 そういった点では、マレーシアというのはちょっと生産国としてはややいま関心が薄れ

てきているところがありますけれども、マーケットとして見ると 1 人当たりの GDP が今

1 万ドルを超えていますので、ますます購買力が上がってきているということであります。

タイもそういう意味ではどんどん所得水準が高まってきていて、こういう富裕層ですとか

上位中間層というのがかなり増えてきます。インドネシアも全体的に人口がまず大きいで

すから、その中でも富裕層というのがかなり出てくるというような見通しになっておりま

す。 

 実際に我々の事業で、いろいろな日本企業の生活用品を ASEAN 側に売り込むための

ASEAN キャラバン事業というものをやっております。この中にもひょっとしたら参加し

ていただいている企業さんもいらっしゃるかもしれないですけれども、昨年初めてそうい

う現地商談会をやったわけです。 

 そういった出展者の方に話を実際聞いてみても、例えばマレーシア市場に対して、キッ

チンのテーブルウエアを作っている企業さんでも、「2 年前より購買意欲がかなり高くなっ

ていると感じる」という話ですとか、またこれは別の企業さんですけれども、「遊びを求め

る市場が成長している」ということであり、「やはり 10 年前だったら全然うちの商品は売

れなかったのではないか」と、ここはいろいろなキャラクターを使ったような、そういっ

たデザイン性の高い陶磁器を作っている企業ですが、そういったコメントです。 

 あるいは自動車のカーワックスを製造している企業さんは、タイの人たちというのはど
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んどん車のメンテにお金をかけているということで、十分売れそうだといった感触を持た

れたり、あるいは高級ハンガー、洋服をかけるハンガー。こちらのほうも「最初はあまり

需要はないのではないか」、「暑い国だしスーツなんか着ないのではないかと思われたけれ

ども、実際はかなり高級なものも売られていて、商機があるのではないかというふうに感

じた」とか、そういった前向きの実感を得られております。これもやはりここ数年の変化

ではないかと思います。 

 そしてさらに ASEAN の場合、日本のブランドに対するイメージが非常にいいのです。

ですから別のこのアンケート調査によっても、それぞれの化粧品ですとかキッチン用品と

かそれぞれについてそれぞれの都市で聞いてみても、非常に品質面あるいは安全面といっ

たところで共通して高い評価が得られているということであります。 

 つまり、日本ブランドに対するイメージと消費者が求めているもの自体が非常にフィッ

トしてきているということでありますので、価格の競争ではなかなか地元の商品ですとか

中国製品には競争するのは難しいかもしれませんけれども、逆にこういった品質を求める

人たちというのが増えてきているというところが非常に期待が持てるところというふうに

思います。 

 自動車についてもマーケットが非常に拡大しているということでございます。こちらも

消費市場の一端ということでご紹介しておりますけれども、特に中国の自動車市場の拡大

が著しいです。10 年弱前ぐらいですと、日本のマーケットと中国のマーケットというのは

だいたい同じぐらいだったのですけれども、ここ 7、8 年の間にこれだけ差がついてしま

ったということであります。 

 一方でインドとか ASEAN の自動車販売というのも着実に増えておりますので、しばら

くするとおそらく日本を抜くことは間違いないと思います。ASEAN の中でも特に伸びて

いるのがタイとかインドネシアです。タイについては少し政治の問題等もあり、やや消費

については少しマイナスになってきている面もありますけれども、インドネシアもタイも

いずれも中長期的には拡大していく。 

 おそらく今年は自動車の販売台数はインドネシアがタイを抜くことはほぼ間違いないと

思います。両国は今後もまだまだ車を欲しいという人たちが大勢いるので伸びていくと思

いますし、マレーシアもこの二つの国ほどではないですけれども着実に増えています。ち

ょっとフィリピンとかベトナムのほうはこれからというところでありますけれども、非常

に伸びています。 
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 海外マーケットの拡大に合わせて、日本の自動車メーカーの海外生産がどんどん拡大し

ているということをご紹介しております。これは日本のメーカーの合計でありますけれど

も、従来は輸出で対応していたものが、だんだん海外生産に代わっていくといいますか、

むしろ国内販売とか輸出は横ばいで、拡大する部分をどんどん海外生産で対応していると

いう言い方が一番合っているかなと思います。海外生産の伸びのここ数年の上昇というの

はすごいです。非常に海外生産が増えています。 

 しかも、この ASEAN の中でのマーケットの特徴は、日本車のシェアが非常に大きいと

いうことです。ASEAN の場合、特にタイとかインドネシアなのですけれども、走ってい

る車のほとんどは日本車ということであります。一方で中国の場合は、残念ながら日本車

のシェアというのは 2 割を満たないということであります。 

 ですから、販売台数だけを足していくと、中国はまだ大きいのですけれども、ASEAN

は 300 万台を超えていますので、そんなに大きく変わらないです。マーケット自体はもの

すごく大きさは違うのですけれども、日本車の販売市場という意味ではそんなに差がない

です。そしてさらにタイの場合はこれに 100 万台以上の輸出がありますので、生産台数で

いうと、実は中国で作っている日本車よりも ASEAN の中で作っている車のほうが多いで

す。 

 そういうことでありまして、ASEAN がやはりより重要な市場になってきていると思い

ます。インドもそういう意味ではスズキさんをはじめ、現地に根差して販売をしていてシ

ェアは半分を超えているということであります。ですから、非常に高い割合を示していま

す。 

 アジアの消費者の購買力が非常に高まってきているというところを紹介するもう一つの

データとして、日本への観光客急増ということがあります。例えばタイの場合ですけれど

も、昨年は 45 万人のタイ人が日本に来たということで、45 万人というのは大変な数です。

前の年に比べて 7 割増えています。円安というのが一つ大きな要因になっていると思いま

すけれども、ビザも例えばタイの場合は 4 月に緩和されるということで、より来やすくな

っているというのがあります。それよりも何よりも、やはりそういう旅行に来られるだけ

の余裕を持った人たちというのが増えてきているというところが大きいのかなというふう

に思います。 

 こういう人たちは日本でいろいろ買いものをして、日本で食べたものがやはり現地でも

食べたいとか、日本で行ったレストランとかそういったところに行きたいとか、そういっ
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たことでまた現地での需要が出てくると、そういったかたちで日本からの輸出にもつなが

りますし、場合によっては日本企業の海外展開にもつながっていくということで、非常に

この観光をうまく利用していくということが今後、重要かなと思います。今後、日本もオ

リンピックが 2020 年にありますし、そういったところをうまく利用して海外の需要、マ

ーケットを取り込んでいくということが必要かなと思います。 

 こういう流通の近代化もどんどん進んでいます。昔はこちらの写真にあるような、よろ

ず屋といいますか近所にあって何でも売っているようなそういったお店があったのですけ

れども、やはり最近はスーパーマーケットですとかハイパーマーケットとかデパートとか

いったものが、よりマーケットチャネルの中では重要になってきています。 

 その背景としてはやはり、オートバイとか自動車というのが普及したというところもあ

ります。こういう写真を見るともうどこの場所か分からないですね。下にキャプションが

ありますけれども、どこと言われても分からないですね。例えばこれはマニラの高級デパ

ートだと言われても、バンコクだと言われても分からないくらい、それだけ似たようなか

たちショッピングセンターというのがいずれの国でも増えておりまして、週末になるとこ

ういったところで買いものをする。 

 特に東南アジアの場合、暑いです。日中、年中 30 度を超えるようなところなので、と

ても外で散歩というわけにも休みの日は行かないので、だいたい日本人駐在員もそうです

けれども、現地にいる人たちも、特に中間層以上の人たちがだいたい週末はこういったと

ころで買いものをしたり食事をしたりということがライフスタイルになっていて、それが

また消費を刺激しているという面がございます。 

 今後、有望となる市場はどこかということなのですけれども、こちらはジェトロが毎年

実施している国内の日本企業さんにアンケートを実施しているもので、ちょうどこれは昨

年の 12 月ぐらいに実施したアンケートです。なお、この市場という意味はコンシューマ

ーの市場プラスいろいろな部品とか中間財の市場も含まれているというふうに理解してい

ただければと思います。 

 5 年前の調査と比べて非常に ASEAN の比重が高まっているのです。ですから日本企業

にとって有望市場という順位でいくと、今はもうタイとかインドネシアが中国よりも先に

来ているということであります。もちろん中国自体も決して低くはないのですけれども、

より ASEAN に対する日本企業の見方というのが、ここ本当に 5 年の間にドラスティック

に変わったのかなというふうに思います。 
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 こういうアジアの消費につきましては、ぜひご紹介したい資料がございます。衣食住と

いったそれぞれの生活の中で、現地の人たちがどんな生活をしているのか、どんなものを

買っているのか、普段家の中どういう食事をしているのかとか、そういった現地の生活を

ビジュアルに紹介する、写真をふんだんに使った「ライフスタイルシリーズ」というもの

を出しています。 

 いろいろな都市についてご紹介していますので、ぜひご関心があればこちらの下の URL

のほうにアクセスしていただければ無料でダウンロードできますのでご活用いただければ

と思います。以上、マーケットの拡大というところをちょっと時間をかけてご紹介させて

いただきました。 

 もう一つアジアにおいて動いている大きな流れとしまして、自由貿易協定といいますか

貿易の自由化というのがずいぶん進んできております。そちらのほうを少しご紹介してい

きたいと思います。まずはこの地域で一番先行している FTA といいますか自由貿易協定は

ASEAN の AFTA といわれています。最近は ASEAN 経済共同体というふうに呼んでおり

まして、2015 年の来年の末までに完成を目指しているということであります。ただ、

ASEAN については関税の引下げが中心でありまして、他の投資の自由化とか人の移動に

ついては少し遅れているというのが実態であります。ですから関税についてはほぼフリー

になっていますが、それ以外のところはまだちょっと時間がかかっているという状態です。 

 少し細かく言えば、遅れて加盟してきたベトナムとかミャンマー、ラオス、カンボジア

といった国は一応 2015 年まで関税撤廃が猶予されており、かつさらにそのうちの数パー

セント、7、8％の品目は 2018 年まで猶予されているということなので、完全に ASEAN10

カ国の関税が撤廃されるのが2018年ということになります。それでもそう遠くない将来、

関税がなくなる。少なくとも ASEAN の先発の国はもうほぼ関税がかからなくなってきて

いるということであります。 

 ただ、ちょっと注意しなければいけないのは、「共同体」という名前が EU を連想させ

るのですけれども、EU のようなかたちではないのです。まず「関税同盟」という言葉が

ありますけれども、対外的に共通の関税を設けるような関税同盟ではないのです。ですか

ら、対外的には別々の関税率をかけているので、結果的として通関手続というのは必要に

なるのです。FTA なので 0％の税率を使うためには原産地証明書という手続も必要です。 

 いまそれを簡素化するために自己証明制、自分で勝手に申告して書類は必要ないという

パイロットプロジェクトなんかも進んでおりますので、今後はより使い勝手がよくなって
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くると思いますけれども、ASEAN についていえば関税のところが中心であり、どちらか

というと FTA に若干プラスされたような、そう言ったほうがイメージに近いのかもしれま

せん。 

 29 ページは具体的にこの AEC が実現する、目指しているものを書いてありますけれど

も、関税以外のところは進捗が遅れております。とはいえ、実際、その関税部分はかなり

下がってきておりますので、ASEAN の経済の一体化がずいぶん進んでいるということで

あります。 

 こちらのデータは、進出日系企業がそれぞれの進出先でどこに輸出しているのかという

ものを見たものです。青が日本向けの輸出ですけれども、例えばタイを見てみますと輸出

先は日本ももちろんあるのですけれども、ASEAN もかなり多いです。中国とかインドも

一定の割合がありまして、これらを足すとむしろ日本向けよりも多いということでありま

す。 

 つまり、進出先でのビジネスはかなり第三国展開といいますか「外－外」と我々は言い

ますけれども、日本を介さないような取引がどんどん増えてきているということであると

思います。そういうところは先ほどの FTA といったところが制度的に後押ししているとい

うところが実態でございます。 

 さらに ASEAN を中心とした FTA、中国とか韓国とか日本とかいった FTA がもう実は

かなり進んでいます。かっこで赤色で書いてあるは、最初のほうが ASEAN の先発国の関

税撤廃時期です。スラッシュの後が新規加盟国の撤廃時期ですけれども、そういったとこ

ろで見ていきますと、もうだいたい中国と韓国は関税撤廃をほぼ終えているということで

あります。他の国も徐々に時間をかけながら、もうすでに一部使えるようになっておりま

すので、ASEAN の中もそうですし ASEAN の周辺国との FTA ももう活用する段階になっ

ております。 

 さらに今後は、昨年ぐらいから大きな流れとなっておりますのが「メガ FTA」と呼ばれ

る、非常にたくさんの国々による自由貿易協定です。代表的なものが TPP です。ASEAN

も四つの国が交渉に参加しておりますけれども、そういう協定。さらに RCEP と呼ばれて

いる東アジアの包括的経済連携。これは「ASEAN＋6」と我々は呼んでいますけれども、

ASEAN にパートナー国の 6 カ国を加えた 16 カ国の FTA でありまして、世界の人口の約

半分を占める世界最大規模の FTA です。これの交渉が昨年から始まっております。 

 もちろん日中韓の FTA も同時にスタートしておりますので、もう少し時間はかかるかも
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しれませんけれども、すでにいろいろな FTA が利用できるようになった上で、より広域の

FTA もどんどん交渉が進んで利用できるようになるというふうに考えております。具体的

にそういう FTA が使えることによって、よりビジネスがしやすくなるというところをこち

らでご紹介しています。 

 将来的には FTTAP と呼ばれる APEC 内、アジア太平洋自由貿易連携を目指していると

いうことであります。ですから、先ほどご紹介したように、マーケットが拡大し、そのマ

ーケット自体がこういういろいろな経済協力、経済連携によって一体化してきている。今

後もより一体化していくという方向性になるのかなと思います。 

 38 ページは日本から見た FTA ですけれども、ASEAN の国とはずいぶん FTA が締結さ

れています。実際 ASEAN との FTA を使うとこんなに関税が低くなるというのをご紹介

しています。一番左が一般の関税率です。真ん中が FTA を使った関税率ですけれども、例

えば家具をタイに輸出する場合、普通 20％関税がかかるのがもうかからなくなるとか、だ

いぶ利用する価値が出てきているということであります。 

 もし、皆さんの関心品目がございましたらジェトロのウェブサイトに「世界の関税率」

というデータベースがありますので、こちらで FTA を利用した場合の関税率をお調べいた

だけます。もし分からなければジェトロにお問い合わせいただければご説明をさせていた

だきますので、ぜひご利用ください。 

 実際、日本から FTA を使うのに必要な原産地証明書の発給がどんどん増えているという

ことで、これだけ最近ですとどんどん増えている。ちょっと見づらい図ですけれども、特

にタイとかインドネシアの FTA が非常に最近利用されているというのがこちらでご覧い

ただけるかと思います。 

 マーケットの話と市場統合の話と来まして、もう一つご紹介したいのがインフラの開発

です。特に途上国といいますか伸び盛りの国なので、インフラの開発もどんどん進んでい

ます。特にその中で目立っているのが、このメコンといわれる地域であります。今、陸路

がずいぶん整備されてきていて、以前のように港を使わずに、例えばホーチミンとバンコ

ク、あるいはハノイとバンコクという主要都市間を輸送できるようになっていたり、さら

に最近はタイの人件費上昇というのを背景に、いわゆる「タイプラスワン」といわれてい

る動きが出てきております。 

 ですから一部の、特に労働集約的な工程を例えばカンボジアあるいはラオスとかいった

ところで生産して全体的にコストを下げていくという動きが目立ってきています。これも
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やはり陸路の整備が進んできているという面が背景にあると思いますし、インフラの整備

が進むことによって、これまでそういう調達ですとか販売ができなかったような場所から

もそういったことができるようになり、より立地とか調達の幅が広がってきているという、

インフラ開発によるそういうメリットも見られております。 

 さらに注目されるミャンマーですけれども、ミャンマーもいま工業団地がないというこ

とで日本の ODA で港とか発電所を作り、民間の日本の商社が経済特区を開発するという

プロジェクトが進んでいます。「ティラワ SEZ」といわれていますけれども、ヤンゴンか

らだいたい 20km くらい離れたところですでに売出しを開始していまして、かなりもう予

約が入ってきているという話ですけれども、我々ジェトロもプロモーションはお手伝いさ

せていただいています。 

 今後もティラワ SEZ はまだ第 1 期がスタートしたところですけれども、そういう受け

入れ先が広がっていけばミャンマーへの投資というものも今後増えていくというふうに思

います。 

 インドもインフラの問題というのは非常に大きくて、問題は非常に他にもあるのですけ

れども、やはりインフラの問題が非常に大きいということでありまして、デリー・ムンバ

イ産業大動脈構想は日本政府がインド政府と協力して、日本の昔の太平洋ベルト地帯のよ

うな工業地帯を作っていくという構想であります。 

 以前、スズキ自動車の鈴木修会長がおっしゃっていたということなのですけれども、デ

リーで新車で出荷するとムンバイに着くころには中古車になっているという、それだけ物

流が悪いと、冗談ですけれどもそんな話もあるぐらい非常に時間がかかるところを、日本

の ODA を使って貨物専用列車の工事を始めておりまして、それに沿ったかたちで工業地

帯を作っていくという構想で、日本とかインド政府も少しファンドでお金を出しながらそ

ういった構想を進めていくというところです。 

 こういったところも企業さんにとってはビジネスチャンスになりますし、それを利用す

る側にとってもまたビジネス環境の改善につながっていくというところでございます。 

以上、どちらかというとチャンスのほうをお話しさせていただいたのですけれども、リス

クもあるということでございます。アジアにはいろいろリスクがあるということでありま

して、ちょっと具体的に例示をしたものでありますけれども、いまこの地域の情勢を見て

いますと、いろいろな面でリスクが高まっていると思います。 

 例えば、民主化とか労働者の権利意識の高まりといったこともあります。この後、タイ
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のお話もしますけれども、そういった面で労働争議が起きたりしておりますし、最近はや

はり携帯電話とか SNS とかいった通信手段の発達によって情報が瞬時にして広がりやす

くなっているというところもあって、よりこういう運動は広がりやすくなっているという

ところがあります。 

こちらにご紹介したような要因がアジアで起きていて、よりそういうリスクが起こりやす

くなっている。かつ内部要因として進出する企業さん自体が中小の方とか小規模の企業の

方がどんどん出るようになってくると、やはり人材とかノウハウといったところが不足し

ているという面もありますし、サービス産業の進出が増えているというところで、どうし

ても外資規制が多いとかパートナーを組む機会が多くなり、そことのトラブルが出てくる

という状況がみられます。 

 さらに進出先がいまどんどん広がっていると思います。タイとか中国から、いろいろな

先ほどのメコン諸国も含めて広がっているということで、やはり情報不足とか受入国側も、

そういう外資を受け入れる経験が薄いというようなところで、やはりトラブルになりやす

いというようなことが全体的に言えるところであります。 

 タイについては皆さん関心があると思うのでお話をさせていただきます。タイについて

はいま非常に大きな転換点迎えていると思います。もう 8 年前ですか、2006 年にタイで

クーデターがありました。ちょうど私もバンコクに駐在していて、2006 年、クーデターが

あった時には現地にいたのですけれども、その時には何も特になかったです。平常通りで

した。今回のクーデターでも、いまこちらで得ている情報ですと、現地では特に日本企業

の操業に影響は出ていないということでございます。 

 ただ、クーデターが起きたということでちょっと心配をされている方もいらっしゃると

思いますけれども、基本的には大丈夫だと思います。価値判断はあるかと思います。また

クーデターかという、いわゆる一般的な民主主義とずいぶん相反する手法ということで、

もうクーデターの時代ではないのではないかと思われる方も大勢いらっしゃると思います

けれども、ビジネスに関していえば、逆にこのことによってこれまで滞っていたいろいろ

な行政の手続きとか予算の編成といったところが進むということで、2006 年の時も実際そ

のクーデターの後、経済の見通しが上方修正されたのです。ですから短期的に見れば景気

については逆にプラスに働くのかなというように思っています。 

 もちろんこれからどんな首相が選ばれるのかとか、これから憲法を新しく作って、おそ

らく総選挙は 1 年以上あとになると思いますけれども、その間にどれだけ関係者が納得で
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きる改革ができるのかとか、いろいろな難しい面はありますけれども、とりあえず短期的

にはいろいろな混乱というのは収束していくのかなと思います。 

 昨日、日本のバンコク日本人商工会議所の代表とジェトロバンコク事務所の所長が、国

家平和秩序評議会の議長のプラユット陸軍司令官と面談したということであります。どこ

の外国企業の団体よりも一番早く日本企業の代表と会って、それだけ不安を払しょくした

かったということだと思いますけれども、日本の企業の操業には極力影響を及ぼさないよ

うにするというふうにおっしゃったと聞いております。 

 それだけ日本企業に対しては配慮をする姿勢を示しているということでありまして、政

治的な対立を短期的に解決するのは難しいのですけれども、ビジネスを展開するという意

味においては逆に見通しが立ってくるのではないかなと、もう少し様子を見たほうがいい

のかもしれませんけれども、そういうふうに考えています。 

 景気自体は今はどちらかというと下方修正になっておりますけれども、特に消費への影

響というのがあるわけですけれども、こういう新しい体制でどう展開していくのか、どう

いうかたちでビジネスに対してのコンフィデンスといいますか、信頼感を取り戻すのかと

いうのは注目していきたいと思っております。皆さんで心配されていらっしゃる方がいた

ら、そんなに心配することはもうないかなというふうに思います。 

 いろいろ現地のほうではリスクがあるということで、お手元のほうにも「ASEAN と南

アジアのリスクをどう見るのか」という資料で配付しておりますので、詳しくはそちらの

ほうもご覧いただければと思います。ちょっと冒頭、ご紹介いただきましたけれども、い

まその出版物も作っているところであります。国によってもいろいろリスクが違いますけ

れども、こちらもアンケート調査の結果のほうもご参考にしていただければと思います。 

 例えばインフラの問題でありますと、やはりインドネシアとかベトナム、ミャンマーも

インドも、この辺の黄色になっているところがそれぞれの項目で日本企業から見て問題が

あるということになっております。例えば政情ですと、やはりタイが今ですと高いです。

中国もそういうようになっていますし、そういったかたちでちょっと比較をしていただけ

ればと思います。 

 賃金なのですけれども、所得水準が上がっているのと、コインの表と裏の関係なのです

けれどもやはり人件費も上がってきているということであります。例えば進出日系企業の

アンケート調査によって基本の月額の給料、中国を 100 とした場合には、だいたいタイと

中国は同じくらいで、それに比べるとベトナムがだいたい 4 割ぐらいということになりま
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して、もう賃金についてはタイはかなり高くなっています。ベトナムについてはまだそう

いう意味では競争力がある。人件費の面でのメリットというのはベトナムはまだかなり得

られるようなことになっております。 

 あとは外資規制のほうもご参考までに小売と卸売など、やはりサービス関係というのは

いろいろな規制がかかっているというのを一部ご紹介しています。 

 最後にちょっと残った時間で日本企業のアジア進出の現状と展望についてお話します。

ここは中国から ASEAN へのシフトというのが見られております。日本の財務省の国際収

支統計から見ても、中国と ASEAN を比較していますけれども、4、5 年前はだいたい拮抗

（きっこう）してきていたのですけれども、昨年、一昨年くらいから ASEAN をトータル

すると中国を上回るようになってきています。昨年はちょっと特に大型の投資があったと

いうことで ASEAN がかなり多かったですけれども、今年の第 1 四半期を見ても ASEAN

がかなり上回っているということです。こういうところから見て、やはり潮目の変化とい

うのが現れてきているのかなというふうに思います。 

 例えば JBIC さんがやっている「今後、中長期的な有望国」というアンケート調査でも、

1992 年からずっと 1 位だった中国が昨年初めて順位を下げたということでありまして、

その代わりにインドネシアがトップになったということであります。あとインド、ベトナ

ム、タイというふうになっているということであります。こういったところからも変わっ

てきている面が見られるかなと思います。 

 59 ページは、海外でどの機能をどこの国で拡張しますかと質問したアンケート結果です。

それぞれの国で海外機能を拡大するのも販売機能だったり生産機能だったり、生産機能の

中でも汎用品だったり付加価値品だったり研究開発だったり、その投資の中身もいろいろ

あるわけですけれども、今後、どこの国のどこの機能を拡大していきますかというアンケ

ートです。 

 これは日本でアンケートしたものでありますけれども、こうして見ますとやはり中国が

一番多いのですけれども、それにタイ、インドネシアというのがだいたい続いているとい

う結果になっております。しかもわりあい中国との差が小さいです。こういった点からも

ASEAN に対する見方の変化というのがうかがわれます。 

 60 ページはそれをもう少し過去から時系列で見たものであります。ASEAN の割合が上

がっているというのをこちらの 60 ページのほうで示しています。 

 それでは中国から ASEAN にどんどん投資が移っているのかと、中国から撤退して
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ASEAN にどんどん行っているのかというと必ずしもそうではないです。中国にはやはり

部品産業の集積とかマーケットとかありますので、中国を撤退するというのはまだ限られ

ていて、特に縫製業とか労働集約的な産業を中心に拡大する部分は ASEAN に持っていく

とか生産している部分の一部を ASEAN に移すとかいったところが多いです。 

 実際に移す先としては、やはりこういう流れでいくとベトナムが多いと思います。とい

うのは人件費がまだ割安なのがベトナムなので、そういった流れではベトナムが一番本命

かなと思います。タイとかインドネシアについてはむしろ人件費自体はそれほど中国とも

う変わらなくなってきているのですけれども、拡大するそれ自体の市場を目指して進出し

ている企業さんが増えていますし、先ほどご紹介しましたタイプラスワンという流れでカ

ンボジアとかラオスとか、今後はミャンマーというところも出てくると思います。 

 フィリピンもこれまであまり注目されてこなかったのですけれども、やはり労働力が豊

富ということで、特にプリンタメーカーをはじめとして新規の工場の建設が続いておりま

す。自動車部品メーカーの進出を見ると、だいたい中国、そしてタイという展開の様子が

見られます。 

 あとは小売業、コンビニの進出が増えています。特にタイのセブンイレブンが大きく増

えています。何とタイのセブンイレブンの店舗数世界で日本、アメリカに続き、7000 店舗

を超えていて非常に突出しておりますけれども、それ以外のコンビニも日本で発展したビ

ジネスモデルということで現地で受け入れられてどんどん増えてきております。物流関係

といった分野でも進出が増えております。 

 今後の展開の方向性。これは今後１、2 年、事業を拡大するかどうかということを聞い

ているのですけれども、拡大するという回答の割合が大きいのはやはり新興国です。ミャ

ンマー、カンボジア、バングラデシュという国もありますし、こういったところが進出日

系企業の拡大意欲が強いということです。 

 反日デモ以降に進出した中国への進出事例ですけれども、だいたい中国国内市場を目指

したような投資です。あるいは中国国内の生産に向けた投資というのが多いかなと思いま

す。小売も含めてそういった傾向でございます。 

 あとは事例をいくつかご紹介しています。70 ページからタイ進出の日系自動車メーカー

も非常に生産設備の増強しているという状況を紹介しています。タイの場合は国内向けの

生産に加えて輸出の生産も増えているということで、それに向けて自動車部品メーカーも

どんどん出ているということで、ちょっとこの辺はご参考にしていただければと思います。
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インドネシアも同様に設備の増強が進んでいるということで、74 ページはタイとインドネ

シア、それぞれやはり生産が増えているという状況をご紹介しています。インドネシアは

サービスも含めて出ているということです。 ベトナムについては、どちらかというとチ

ャイナプラスワン的な投資ですとか、ベトナム国内の市場を狙った投資というのも増えて

きているということを紹介しております。 

 最後、インドなのですけれども、インドはご承知の通り総選挙がありました。1 カ月く

らいかけて選挙を実施したということで、こちらの写真に映っているナデンドラ・モディ

さんが率いる野党の BJP という政党が単独過半数を取りました。事前の予想では過半数を

取れる政党はないだろうと言われていたのですけれども、前の政権に対する不満が非常に

高まったということで政権が代わりました。 

 モディ氏ははグジャラート州という州でインフラの整備とか投資融資で非常に実績があ

ります。インドの場合は経済が少し停滞しています。汚職の問題があったりいろいろな税

制の改革ですとか投資の自由化についてもなかなか進まなかったというところで、こうい

う改革への大きな期待というのが高まっています。株式市場も一時期歴史的な高値を記録

したということで、ビジネス界も非常に期待しているということであります。 

 また、親日的なところもあるということで、非常にビジネス的には期待が持てるかなと

思います。これまでの停滞を払しょくするような原動力になるのではないかなという期待

を持っております。 

 実際に、インド向けの投資というのは ASEAN ほどではないのですけれども着実に増え

ておりまして、進出日系企業もようやく 1000 社を超えています。こちらは、黄色のほう

が進出数で青が拠点数なのです。インドの場合、非常に大きな国なので一つの会社でイン

ド国内に複数拠点を持っているところも結構あります。 

 実際、インドのどこに集積しているのかというのも、こちらのほうをご覧いただければ

と思います。だいたいインド国内で数カ所、日系企業が集積しているところがございます。

さらに日本企業専用工業団地というものも作っております。インドの場合どうしてもイン

フラの問題もありますし、土地の確保が難しいのです。工業団地もなかなか空きがないと

いうところで、このデリーの周辺のニムラナという工業団地と連携しまして、ジェトロが

州の政府と日系企業の間をもって情報提供などのサポートをしているということでありま

す。 

 そういうことを見て、このグジャラート州にいたモディ当時の州首相が、うちのところ



18 
 

でも日本企業専用団地を作るのだということで、これも始まっております。非常に親日的

な方ということで日本でのセミナーでも講演されていますし、日本企業に対しても非常に

期待を持っているということでございます。それ以外の場所でも日本専用の工業団地の計

画が出てきております。 

 さらに、インドの場合は内需向け、インドの国内市場を狙った投資というのがいま大半

なのですけれども、実はインドというのは非常に戦略的な拠点でありまして、インドとい

うのは非常に中東とかアフリカに近い、ヨーロッパにも近いということであります。今後

はインドを輸出拠点にこういう新興国、あるいはヨーロッパに輸出していくというビジネ

ス展開を、しかも日本企業とインド企業が提携することで取り組んでいくということが新

しい方向性として可能性があるのではないかと思います。実際そういう取り組みを始めて

いる企業さんもあります。そういった目でも見ていただければと思います。 

 バングラデシュは、ちょうど今日、ハシナ首相が来日していて、明日東京でセミナーも

ありますけれども、この首相も日本専用の工業団地を作るという、今回、それを目玉に持

ってきているということでジェトロ本部にも訪問いただけるということになっています。 

 スリランカという国もまだ、投資の検討の対象にはなっていないと思いますけれども、

実はこの国もインドのすぐ隣にあって、2009 年に内戦が終わっていますので、非常にビジ

ネス環境的には改善をしているところがあり、インド向けの拠点だったり、あるいはそう

いう中東とか世界向けの拠点として可能性があるかなと我々は思っております。もし関心

があれば我々はいろいろな調査をしておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思い

ます。 

 まとめに入りますけれども、今日ご紹介したかったポイントは、市場が非常に拡大して

いるというところと、同時に FTA を通じた市場の一体化が進み、むしろ「外－外」といい

ますか第三国の間の取引というのが今後、どんどん拡大していくのではないか。同時にそ

ういう制度に加え。インフラの開発も進んでおり、より国を越えたビジネスというのが可

能性が出てくるのかなと思います。 

 中国は一方で市場としての拡大はある中で、やはり生産拠点としては少し変化が出てき

ていると思います。いま ASEAN 向けの投資が増えていますし、インドの場合も政権交代

で今後、成長路線に戻るのではないかという期待があります。時間はかかると思いますけ

れども非常に期待が持てるというふうに思います。 

 今後は「経営の現地化」という古くて新しい問題が重要になってくると考えています。
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経営の軸足が地産地消といいますか現地市場に重点が置かれてくると、いかに現地の経営

資源を活用していくか、パートナーとしても人材としても重要です。CSR 活動といわれて

いるような、いかに現地に貢献するのかというところも、いい人材を獲得したり現地に日

系企業が受け入れられるという活動につながってくると思うので、こういったところはも

っと重要になってくると思います。 

 リスクもありますけれども当然チャンスも多いですし、重点を置くそれぞれ内容によっ

て最適な展開先というのは異なると思いますけれども、いろいろなアプローチ方法が出て

きていると思いますので、その辺をご検討いただければと思います。その際にはジェトロ

の情報とかサービスもぜひ、ご利用いただければと思います。タイの最新の政治情報とい

うのもこちらのウェブサイトでご紹介しているのでご覧いただければと思います。 

 ちょっと超過しまして恐縮でございます。私のお話としては以上とさせていただきます。

ご清聴どうもありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは質問をお受けさせていただきますが、恐れ入

ります、時間の都合上おひとり様でお願いさせていただきます。挙手のほどでお知らせい

ただけますでしょうか。質問おありの方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では

もしまた質問が出てきましたら、財団のほうを通じてご連絡を賜りますようにお願い申し

上げます。では、いま一度、拍手をお添えくださいませ。ありがとうございました。 

（拍手） 


