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【要約】


成長著しい ASEAN は日本企業の投資先として、製造業における安価な労働力の活用
を目的とした投資から、有望な消費市場と位置づけて参入を目指す投資へと軸足が変
化しつつある。



ASEAN の魅力は多様性である。適切な市場を選択し参入を図る「点」アプローチと、異
なる特徴をつなぎ地域サプライチェーンの構築を目指す「面」アプローチの双方の検討
が可能であり、各々の検討に当たっては国毎に異なる特徴、「差」を見極めることが肝要
である。



市場拡大に伴い日本企業のビジネスチャンスは相対的に拡大が見込めるものの、韓国、
台湾、中国、ASEAN 企業との競争環境は激化する中で、日本企業優位の「高品質・高
価格帯」ゾーンからボリュームゾーンへの挑戦も今後の有効な戦略となる。



市場参入には地場企業との連携が有効である。日本企業の得意とする製品技術、高度
な運営管理、人材、資金に加え、地場企業が得意とする販売ネットワークや地場嗜好に
合わせた製品・サービス開発へのアドバイスなどを活かすことで、相互補完関係の構築
が期待できる。



日本企業は、ASEAN 各国の特徴、「差」を確認して各国の状況とビジネスチャンスを捉
え、自社の戦略や強みに沿った投資アプローチ及び投資国の選定をしていくことが必要
となる。

１． ASEAN 市場の魅力
ASEAN はモノを
「つくる」場所から
「売る」場所へ

ASEAN は地理的、精神的な近接性から、長年にわたり有望な投資対象地域
として、日本と密接な関係を有してきた。
かつて、日本企業の ASEAN 投資は、輸出加工型製造業に代表される安価
な労働力の活用を目的とした「コストダウン」指向の投資が中心であった。しか
し、近時 ASEAN 各国が高水準の成長を遂げるなかで、購買力を持った中間
層の拡大、若年層を中心としたライフスタイルや消費性向の変化を受け、
ASEAN 市場は日本企業にとって「売上増加」を指向できる有望な投資対象
地域になりつつあり、日本企業は市場参入を目的とした投資に軸足が移りつ
つある。

ASEAN では日本
企業ブランドの優
位性活用が可能

域内で 6.4 億人の人口を抱える ASEAN は、平均年齢 30 歳前後、直近 10 年
間の平均 GDP 成長率+5.1%などの定量的データからも、現在及び将来にわ
たって有望な市場であることは何ら疑いようもない。また、ASEAN 各国におけ
る対日感情・イメージは総じて良好であり、日本及び日本企業ブランドへの信
頼や憧れを有していることも日本企業が市場参入を図るうえで定性的に大き
なアドバンテージとなっている。

日 本 企 業 の
ASEAN 市場参入
は多様化

実際、「市場」としての ASEAN では、四輪、二輪など日本企業が先行して市
場参入を図ってきた産業に加えて、各国の規制緩和、法令やインフラなどの
投資拡張の整備が進んだこともあり、最近では小売、流通、飲食、不動産、コ
ンテンツなど新たな産業への進出も活発になってきている。
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持続的に成長する ASEAN を有望市場と位置付ける市場参入型投資は、今
後も拡大していくものと考えられる。ASEAN の変化・進化のスピードに遅れる
ことなく、ビジネスチャンスを見極め、捕捉していくことは、投資を成功に導く上
で益々重要となってくる。
ASEAN の魅力は
「差」

日本企業の有望な投資先として ASEAN は「地域」として一括りで語られること
が多いが、投資先として ASEAN の魅力を一言で表すとすれば多様性であり、
「差」という言葉をもって表現できる。
ASEAN 各国は、2015 年の ASEAN 経済共同体（以下 AEC）発足など地域内
の連結を強める方向に進んでいるが、現状は一人当たり GDP が 50,000 米ド
ル超から 1,000 米ドル前後まで、人口が 2 億人超から 1,000 万人未満まで状
況が異なる国々で構成されており、国土、民族、宗教、政治体制、規制、歴史
的背景などあらゆる側面においてそれぞれ大きく異なる特徴を有している。

「差」が有るが故
の多様なビジネ
スチャンス

仮に、経済水準や国毎の背景に大きな「差」がなければ、その地域各国への
投資は、受け入れられる商品・サービスのレベルや参入戦略に大きな差異は
なく、結果としてビジネスチャンスを見出し、投資を検討することが出来る企業
の範囲も限られたものになる可能性がある。しかし実際の ASEAN には多様な
「差」があるので、企業規模の大小や、取扱商品・サービスの別を問わず、各
国の「差」を見極めつつ各社想定のビジネスモデルに合致する最適な国を選
択してアプローチすることが可能となってくる。企業の特徴、強み・弱みや投
資判断基準に応じて、多様な選択肢を幅広い企業や投資家に対して提供す
ることができることが、投資先として ASEAN の最大の魅力といえよう。
このように ASEAN は多様であることから、各国を比較して具体的にどのような
特徴、「差」があり、想定しているビジネスをどの国で、どのように展開すること
が良いのかを見極めることは、ASEAN 市場参入を検討するうえで非常に重要
なことである。

「 点 」 と 「 面 」
二 つの 投資 ア プ
ローチ

ASEAN の魅力を活かして投資を検討するにあたっては、各国の「差」を踏ま
えて一国単位の投資戦略を検討する「点」アプローチと、同じく「差」を踏まえ
て各国の特徴を活用し、複数国単位で地域投資戦略を検討する「面」アプロ
ーチの二つの手法を検討することができる。

一国単位の市場
参入 ～「点」アプ
ローチ～

「点」アプローチは、各国市場への参入を目的とした投資であり、投資検討に
当たっては、投資検討対象国の経済水準や外資・業種規制、市場動向、競
合、物流・販売網に加えて現地提携企業の情報など、ビジネスを進める上で
不可欠な各種情報収集をおこない、各企業に最適な投資対象国、投資手法
の検討を具体化していくことが必要となる。また、最近の日本企業による進出
の傾向として、資金や人的なリソースの制約があるために、ASEAN 複数国を
「点」アプローチで比較検討し、優先順位をつけて進出国を決定していくケー
スが一般的である（【図表 1】）。

地域複数国連結
投資 ～「面」アプ
ローチ～

「面」アプローチは、近接する各国の特徴を踏まえ、「域内サプライチェーン」と
して各国機能をつなぎ、域内商流を構築するものである。地理的近接性もさる
ことながら、AEC 発足以降も加速する関税障壁撤廃や、インフラを含むクロス
ボーダー物流網の整備など、「面」としての事業環境が徐々に整備されるなか
で、今後、日本企業の域内各国における分業体制構築の進展も期待される
（【図表 2】）。
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【図表 1】 近時の各国進出事例（点の進出）
投資対象国

日系企業名

時期 / 事業

投資概要

ベトナム

東京急行電鉄

2017年/不動産

南部ビンズオン省で分譲一戸建てプロジェクト26戸の第
2期工事に着手（富裕層に向けに、棟割式戸建住宅（タ
ウンハウス）を建設）

タイ

大氣社

2017年/電気工事

現地の配電盤メーカー、BTEに出資し、機械電気設備工
事を含めた案件への対応力を強化

インドネシア

イートアンド

2017年/外食

中華食堂「大阪王将」を南ジャカルタの商業施設「プラ
ザ・スナヤン」に1号店をオープン

シンガポール

栗田工業

2017年/水処理

R&D拠点となる新会社を設立し、開発の加速と技術力
強化を目指す

ミャンマー

日本通運

2017年/物流

ティラワ経済特区（SEZ）に倉庫を新設し、クロスボー
ダートラック輸送、重量品輸送等の総合物流サービスを
提供

カンボジア

三井物産

2017年/通信

マレーシアの通信大手アクシアタ・グループのカンボジ
ア子会社の持ち株の一部を取得（高速通信規格の第4
世代（4G）サービス）

（出所）NNA 等各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【図表 2】 近時の日本企業進出事例（「面」の進出）
投資対象国

日系企業名

時期 / 事業

狙い・概要

シンガポール
ASEAN諸国

ソーシャルワイヤー

2017年/
レンタルオフィス

～サービス機能横展開～
シンガポールで日系最大のレンタルオフィスを運営。シ
ンガポール利用企業に無償提供しているBIZLAB機能を
複数海外国（ベトナム、フィリピン、タイ等）へ展開

シンガポール
インドネシア

曽田香料

2017年/化学

～販売機能拡充～
シンガポール、タイに同時に合弁会社設立。各国内に
加え、前者はマレーシア、インドネシア、後者はベトナム、
ミャンマー、カンボジアへの拡販を志向

シンガポール
ミャンマー

三井物産

2016年/肥料

～投資ビークル活用～
シンガポールに合弁で投資会社を設立し、同社を通じて
ミャンマーにおける新会社設立

タイ
マレーシア

ヤマト
ホールディングス

2016年/物流

～幹線輸送ネットワークの構築～
マレーシアを本拠地とするクロスボーダー陸上幹線輸
送事業者を買収し、ASEAN域内で本格的な小口混載を
実現するクロスボーダー輸送サービス提供機能を構築

シンガポール
ASEAN諸国

日本空調サービス

2016年/物流

～アジア統括会社設立～
シンガポールに統括会社を設立し、アジア全域を経済
圏として捉え、海外展開を積極的に推進

（出所）Asia Business Trend、各社 HP 等よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
「点」と「面」を組
み合わせた投資
戦略検討も有効

また、「点」と「面」は各々独立した戦略ではなく、例えば調達や製造などの上
流行程を「面」としての域内各国で分業や協業を駆使して行うことにより、｢点｣
アプローチの部材・商材調達において時間、コストの両面で効率化を図ること
が可能となるなど、相乗効果も期待できる。
次章以降では各々のアプローチの現状と今後の日本企業の ASEAN 市場参
入における課題について検証していく。
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２． ASEAN 市場参入の現状と課題
（１）「点」アプローチ ～ASEAN 各国市場参入の現状～

1

日本市場の将来
性に期待が持て
ない中で、注目
が集まる ASEAN
市場

成熟化や高齢化により、今後の日本市場の成長性に大きな期待を寄せられ
ないなかで、ASEAN 市場は未開拓かつ若年層が支える市場であり、将来的
に日本市場を補完する有望市場として、多くの日本企業の注目を集めている。

ASEAN 市場参入
に際しての検討
事項

市場参入を検討するうえで一般的に検討されるべき主な事項は、①市場、②
規制、③地場企業情報（提携、競合双方の観点から）、④現地化（製造、調達
の両面で）である。

①「市場」 ～購
買力のみならず、
多角的な検討を
必要とする～

「市場」の検討は、経済規模、所得水準など購買力を評価するうえでの指標か
ら、宗教や気候、トレンドなど行動様式や嗜好に影響を及ぼす要因まで、多
角的な検討によりその市場に求められる商品・サービスを明らかにするもので
ある。購買力の向上により、ハイエンドに強い傾向がある日本企業の提供する
商品やサービスを求める傾向は強まってきているものの、例えばマレーシア、
インドネシアにおいてはイスラム教戒律に基づくハラル対応が求められるなど、
個別の対応が必要となるケースもある。

②「規制」 ～市
場参入時に加え
て、事業開始以
降影響を及ぼす
規制にも留意～

「規制」については、一般的に国内産業保護の観点から、外資系企業の市場
参入に何らかの制約を設けている国が多い。例えば、フィリピンやインドネシ
アにおいて小売業として参入する際には一定金額以上の出資金が必要であ
ったり、外資出資規制により保有比率が制限されていたり、ミャンマーのように
そもそも外資系企業には 1 株の保有も認められていないなど1、国によって外
資系企業として可能なビジネスの範囲に大きな「差」が存在する。また、外資
参入規制のみならず、外貨管理規制や資金調達に関する規制などビジネス
に影響を及ぼす規制も国毎に存在するので、想定するビジネスモデルを踏ま
えて、どのような規制に影響を受けるかを精緻に検討することが必要である。

経済安定化など
のための規制の
「急な変更」に留
意

また、ASEAN における規制に関して留意するべき特徴として、「急な変更」が
あげられる。例えば、2016 年 12 月にマレーシアで輸出決済代わり金を一部
強制的に地場通貨に転換することを強いる外貨規制の変更が突如発出され、
現地企業のオペレーションに大きな混乱と影響を及ぼしたことは記憶に新し
い。通貨安、インフレなどに対するマクロコントロール手法として規制を用いる
ことは、ASEAN では頻繁に起こりうることであり、規制変更にかかる継続的な
情報収集と規制への柔軟な対応は安定的事業運営に不可欠な要素となって
いる。

ASEAN 市場における日本及び日本企業ブランドのイメージは、高品質、安
心・安全など多くの国で好意的な印象を持たれており、根強い人気を博して
いる。しかしながら、市場参入にあたっては日本企業ブランドを持ち込むだけ
でビジネスが成立するわけではなく、検討するべき項目を各々「差」がある投
資対象国毎に比較検討していくことが必要である。

ミャンマー政府は 2017 年 4 月、外国投資法と国民投資法を統合させた「新投資法」の運用を開始した。同法の告示
（Notification）にあるネガティブリストでは、小売事業は商業省の承認が必要とされた。外資企業に同事業が認められるかは政
府との交渉次第の側面が強く、不透明な要素は引き続き残っている。
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③「地場企業情
報」 ～適切なパ
ートナーシップ構
築に向けて～

「地場企業情報」は、市場参入を検討するうえで最も重要な情報といっても過
言ではない。市場参入を目的とした投資を成功に導くためには、各国の地場
企業との連携が不可欠な要素となっている。日本企業が持ち込むクオリティー
の高い商材、運営ノウハウ、資金、人材と、地場企業が有するローカル販路や
地元への適応に対するノウハウなど、双方の強み・弱みの補完を目的とした連
携が必要であり、連携の手法も、業務協力・合弁会社設立・M&A など多様化
している。

地場企業のネット
ワークを活用した
市場参入

コストダウン指向の輸出加工型製造業の場合は、規制の制約など特別な事情
がない限りは、外資 100%出資による事業を行っているケースが多いが、市場
参入を目的とした投資の場合は、何かしらの地場企業との協力関係を必要と
するケースが多く、適切な事業パートナーを確保することが市場参入を図るう
えで日本企業にとって喫緊の重要な課題となっている。
一方、ASEAN 地場企業側の日本企業との提携ニーズも総じて強い。ビジネ
スの成功のためのみならず、技術、事業運営、人材育成の面において、日本
企業の高度なノウハウを吸収できることも地場企業にとって大きな魅力となっ
ている。

有力地場企業と
のアライアンス実
現は難易度が高
くなることも

ASEAN 各国の地場企業も国の成長に合わせて急激に実力をつけ、市場に
おける存在感を増している。例えば、フィリピンでは、社数で 1%のシェアに満
たない大手財閥グループが国の GDP の 65%を担っており、規模で大手日本
企業にひけをとらない地場企業も数多く存在する。高度な技術やブランドを軸
とした品質の高い製品・サービス、場合によっては人材、資金まで持ち込むこ
とにより、自社がイニシアチブを取って、ASEAN 市場参入を進めていきたいと
考える日本企業は少なくない。しかし、国によっては効果的に事業を進めてい
くうえで、提携するべき地場企業が自社より規模の大きな企業であることもあり、
更に、日本企業が地場企業に「選ばれる」立場になることも現実に起こってい
ることを認識しておく必要がある。

ベトナム国営企
業民営化の事例
～市場参入への
新たな道～

個別の提携の動きに加えてベトナムにおいては、国営企業民営化の一貫で
非効率な国営企業運営を外資系企業の力を借りて改善していくことを目的に、
「ストラテジックパートナー」として国営企業の株式を外資に売却する動きが進
んでいる。対外債務が GDP の 60%に達するなどベトナムの財政状況が厳しさ
を増す状況も相まって、大手国営企業の株式が外資に開放される動きが実際
に進んでいる。日本企業でも航空業界、エネルギー業界でそれぞれ大手国
営企業への資本参加を通じて、ベトナム市場参入を果たしており、市場参入
に向けた投資機会として注目されている。

④「現地化」 ～
「点」アプローチ
の高度化を通じ
たコストダウンの
追求～

各国における調達、製造の「現地化」は、市場参入を成功に導くうえで、今後
の日本企業の課題となってくるものである。現状、日本企業、特に中堅中小企
業の市場参入の場合は、小規模な製造または販売会社設置など比較的小額
の投資からスタートし、原材料や製品の調達は輸入で対応するケースが多く
見られる。将来的にローカル市場で競争力のある製品を供給していくために
は、現地調達・製造を進めていくことが有効であるため、ASEAN 市場参入を
開始したステージの中堅中小企業などについては、近い将来にコストダウン、
現地ニーズに適合した製品供給の必要性から、現地調達・製造機能保有・拡
充にステージがシフトしていくことが想定される。
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「現地化」メリット
～為替リスクの
極小化～

また、特に ASEAN 新興国における調達、製造の「現地化」のメリットとして、
「為替リスク回避」が挙げられる。成長著しい ASEAN においては、その急激な
成長スピードと外貨準備高などの財政基盤充実にギャップが生じる場合や、
国債などへの海外投資家依存が高い場合において、世界的なマネーフロー
の変化の影響により、自国通貨安が生じやすい状況にある。商材・部材の輸
入依存、すなわち外貨決済が多い場合は、ASEAN 通貨安により為替差損を
負うと想定され、特に予期せぬ急激な通貨安発生の際は、その影響も大きい
ものとなる。調達・製造の「現地化」を図ることにより、回収・決済の通貨ギャッ
プを極小化し、為替リスクを回避することが可能となる。新興国通貨の動きを
見通すことは容易なことではないので、事業の不確定要素を排除する意味で
も、為替リスク回避への取組は重要な課題となっている。

（２）「面」アプローチ ～ASEAN 地域活用の可能性～
AEC 発足により
加速する地域連
結強化

ASEAN は地理的な近接性に留まらず、近年は様々な側面で「地域」としての
連結性を強めている。
2015 年 11 月に ASEAN10 カ国は AEC を正式に発足させ、単一市場形成を
目指して各国間のヒト、モノ、カネ（投資）の往来の自由化を図るとともに、各種
取組を実現する為の行程表（ブループリント）の見直しを実施した。現在は
2025 年の市場統合を目指して各種協議が進められている。
AEC に先行する形で ASEAN 域内の関税は AEC 発足時点で全品目のうち
96%が撤廃された。また、メコン地域（ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベ
トナム）及び中国におけるトラックの相互乗り入れを可能とする越境交通協定
（CBTA）を批准するなど、足下でも地域連結の障害となっていた課題が解消
されはじめている。

地域連携性の強
化により域内取
引が活性化

このような状況を踏まえて、貿易、投資の両面で ASEAN 域内各国の相互取
引も活性化している。ベトナムの完成車輸入元はかつて中国、韓国が上位を
占めていたが、域内からの完成車輸入関税が 2016 年以降段階的に引き下げ
られたことを受けて、2017 年に入ってからはタイ、インドネシアからの輸入が中
国、韓国に代わって上位を占めている。ベトナム小売業への投資では、日本
企業のみならず、タイの小売大手がフランス系、ドイツ系のベトナム小売事業
者を買収するなど、ASEAN 域内企業が存在感を増している。また、大型イン
フラプロジェクトにおいても、タイ政府とミャンマー政府が日本政府とともに、ミ
ャンマーのダウェー開発プロジェクト支援に関する MOU を締結して民間企業
の進出を促すなど、官から民、インフラ整備からビジネスまで幅広い領域での
交流が進んでいる。

地域連結の環境
整備に基づく、域
内サプライチェー
ン構築 ～面アプ
ローチ～

今後、AEC の進展に加えて、各国のインフラ整備の進捗や税関の電子化など
ソフト面の改善も図られる見通しであり、地域連結性の強化は着実に進んで
いくものと考えられる。このように、ASEAN 各国の経済の一体化や連結性強
化が本格化するなかで、各国の「差」を活用した域内サプライチェーン構築を
目指す「面」アプローチも、ASEAN 進出を検討するうえでの有望な投資手法
と考えられる。
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「面」アプローチ
事例 ～タイプラ
スワン～

2010 年以降、自動車産業を中心としてタイ国内経済が堅調に推移するなか
で、人件費の高騰や人材不足などがタイにおける製造業の大きな課題となっ
ている。隣接するカンボジアやラオスの人件費はワーカークラスでタイの半分
～3 分の 1 程度と低廉であり、産業も第一次産業中心であるため、農村から工
場労働者の人員確保が可能なことに加えて、タイ国内の道路インフラ網の整
備により国境地域へのアクセスが改善され、ラオス、カンボジア両国のタイ国
境付近に工業団地が整備されたことから、タイのサブ工場の位置づけで分業
体制の構築が進んでいる。
この動きは「タイプラスワン」と称され、「面」活用の一つの象徴的取組として認
知されている。2014 年以降、タイ経済の減速をうけてタイプラスワンの動きもや
や鎮静化しているが、タイは 2016 年に新産業政策「Thailand4.0」を掲げ、次
世代自動車やロボティクス、AI、先進医療など先端技術産業集積に舵を切っ
ていくことを標榜している。重点産業のシフトが具体化する過程で、従来型産
業の受け皿として近接するカンボジア、ラオス、ミャンマーが活用されることが
想定され、中長期的にタイプラスワンは幅広い産業で進展していく可能性が
ある。

「面」アプローチ
の将来像 ～ベト
ナム素材産業の
発展による原材
料調達から加工、
製造、販売まで
の域内サプライ
チェーン構築～

域内サプライチェーンの構築は、各国の経済発展に応じて、今後さらに多様
な可能性を検討することができるようになると考えられる。

セットメーカーは
既存生産機能の
効率化、高度化
とサプライチェー
ンの効率的活用
に主眼

また、ASEAN の成長に伴い各国の所得水準が上昇するなかにおいても、輸
出加工型製造業が、安価な労働コストを求めて製造拠点を域内新興国に新
たに展開していく動きは鎮静化の傾向にある。現状では、製造工場新設に代
わって、①既存製造拠点間のライン見直しや移設・集約などの合理化、②人
件費のコスト耐性を高めるための既存製造設備の自動化促進、③自社生産
工程の外出しなどサプライチェーン活用によるコストダウンなど、既存生産拠
点やサプライチェーンの活用、合理化に注力する傾向にある。物流インフラや
通関手続きの効率化などの改善が図られることを前提として、特に③「サプラ
イチェーン活用」の流れの中で、域内調達が拡大していくことも想定される。

一例を挙げれば、ベトナムにおける域内他国との「差」のひとつに素材産業の
発展が考えられる。北部では出光興産が関与する石油精製事業、中部では
台湾プラスチック、JFE による高炉プロジェクト、南部では主に台湾系、韓国系
企業の繊維素材調達用途の小規模石化プラントへの投資など、従来輸入に
頼っていた素材の現地調達プロジェクトが具体的に進展している。これら素材
を用いてカンボジア、ラオスの安価な人件費を活用して部品を加工し、最終
的には四輪などタイに集積するセットメーカーへ納めていくことも、域内物流イ
ンフラ整備状況次第で検討可能とする企業も出始めている。

このように、各国の産業や所得水準の「差」に着目し、物流網整備、関税撤廃
などの地域連結性を活用する「域内サプライチェーン構築」は進展していくも
のと思われ、ASEAN 事業展開の高度化の観点から大きな可能性が期待でき
る。
地域経済連携の
進展による地域
を越えた「面」展
開の可能性

将来的には ASEAN 地域内に留まらず、ASEAN と周辺国を一体の「面」とし
てサプライチェーンを構築していくことも想定される。既に ASEAN は「ASEAN
＋1」として、日本、中国、インド、韓国などとの FTA 発効により、特定の周辺国
と ASEAN 間の関税は撤廃ないしは低減の方向にある。東アジア地域包括的
経済連携（以下 RCEP）に代表される貿易協定に留まらない地域経済連携の
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実現により、ヒト（技術協力等）、モノ（貿易）、カネ（投資）の往来が自由度を増
し、より高度なサプライチェーン構築の可能性もあろう。

（３）ASEAN 市場参入の課題 ～ボリュームゾーンの壁～
有望なＡＳＥＡＮ
市場における競
争は地場企業も
交えて激化

「点」と「面」、両方の視点で日本企業にとって魅力ある ASEAN 市場は、今後
も成長に応じた市場規模拡大が期待できるものの、反面、その拡大する市場
における競争環境は、従来の韓国系、台湾系、中国系企業との競争に加えて、
投資対象国または ASEAN 他国の企業との競争も始まりつつある。今後も競
争環境は益々厳しくなるものと予想される。
ASEAN 各国の企業は拡大する市場を熟知し、各国を網羅する販売ネットワ
ークや監督官庁含む政府当局とのリレーションを活用して近年急成長を遂げ
ており、日本企業が市場参入を図るうえで大きな脅威となるケースも出てきて
いる。

高品質市場は日
本企業優位な領
域であるがボリュ
ームは相対的に
小さい

【図表 3】の通り、一般的に日本企業が持ち込む製品・サービスはクオリティー
が高く、価格も相対的に高くなる傾向にあり、各国の市場における日本企業
製品・サービスの位置づけは、技術の壁に守られつつも、市場ボリュームも限
られた領域を指向するケースが少なくない。

日本企業優位の
領域も非日系企
業の技術革新に
より優位性維持
に懸念

この領域でのビジネスは、全体市場規模拡大に応じての領域拡大や、輸入対
応から現地製造へのシフトなどにより一定の拡大余地は期待できるものの、商
品・サービスによっては、韓国、台湾、中国、ASEAN 企業（以下、非日系企業）
の技術力やサービス品質の向上により、優位性の壁に守られていた領域が狭
まっていく虞もある。

ボリュームゾーン
獲得による市場
成長取込み～二
輪産業成功事例
から～

従って、日本企業が ASEAN で永続的なビジネスの基盤を築くうえで、技術に
守られている壁を乗り越えて、非日系企業と競合するボリュームゾーンへの参
入を図っていくことも重要な戦略と思われる。

非日系企業との
連携が有効

日本企業単独でのボリュームゾーン参入が難しい場合は、非日系企業との連
携がひとつの有効な選択肢であり、各製品・サービスの市場におけるブランド
が確立する前に、日本企業の技術・サービスクオリティと非日系の販売ネットワ
ーク、地場嗜好の熟知を融合させ、ボリュームゾーン参入を図ることが有効な
戦略となる。

一般的に汎用・ボリュームゾーンは、機能より価格が重視される傾向にあり、
現状の ASEAN 各国の所得水準に鑑みれば、日本企業がボリュームゾーンで
シェアを握っている商品・サービスは必ずしも多くない。しかしながら、二輪車
など既にボリュームゾーンを握っている日本企業は、各市場で圧倒的なブラン
ド力を獲得しており、所得水準の向上に応じて市場が高機能・高価格帯商品
にシフトするなかでも高いシェアをとり続けることができている。
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【図表 3】 日本企業の ASEAN 市場における位置付け


日系企業のアセアン市場への参入領域は技術・品質の壁に守られた高機能製品・サービスの領域が中心



輸入対応と現地化の壁に挟まれた限定的な領域からの脱却に向けた企業自身の「現地化」への挑戦とそれを後押しする環境整備が必要

輸入対応領域（白）
⇒現地化への挑戦

技
術
・
製
品
レ
ベ
ル

【高機能】
日系が強み発揮

現状の日系企業の
中心的参入領域

現地化

日系優位性を活用した
参入が期待できる領域

壁
ボリュームゾーンへの挑戦

【汎用、低価格、ネットワーク】
中台韓・地場系が強み発揮

将来

現在

汎用・低価格化の波

技術

現地製造ボリューム
（出所）みずほ銀行国際戦略情報部作成

３． 各国投資環境概況
（１）シンガポール ～ASEAN 域内の「機能」の集約を目指す～
ASEAN 最高水準
の経済と成熟し
た市場

シンガポールは、人口約 550 万人であるものの、一人当たり GDP は 52,888
米ドルと ASEAN 諸国で最高である。近年、人件費などのコスト上昇から製造
業への投資は減少傾向にある一方、サービス業への投資は増加傾向にあり、
金融、サービス業など第 3 次産業が GDP 比で 7 割程度を占めている。製造
業は 2 割程度であるが、政府としては製造業も重視しており、現行の 2 割程度
を維持していく方針である。シンガポールは投資・外資規制が少なく、優遇税
制により、多国籍企業を積極的に誘致している。
所得水準は高いものの人口は少なく、またシンガポールの面積は東京 23 区
と同程度であるため、市場規模は大きくない。シンガポールの 2016 年 GDP 成
長率は 2.0%であり、2011～2015 年平均 4.1%と比較して減速感は否めない。
国内市場が小さく外需の影響を受けやすい環境下、中国の成長が鈍化して
いることが大きく影響している。シンガポールは既に成熟国であり、今後、発展
途上国のような高い伸びは期待できないと思われる。

知識集約型産業
構造の確立へ

シンガポールは知識集約型産業構造の確立を目指しており、投資促進機関
である経済開発庁（EDB）を中心として、先端技術・高付加価値産業・研究開
発（R&D）部門等を積極的に振興している。また、研究・革新・企業評議会
（RIEC）は 2016 年 1 月に「研究革新企業戦略 2020」を発表。2020 年までの 5
年間で 190 億シンガポールドルの予算を充て、政府機関・大学・民間企業の
R&D レベルの向上を支援している。
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アジアの物流
ハブと地域統括
拠点としての地
位確立

シンガポールはマレー半島の南端に位置する地理的特性から、アジアの物
流ハブとして機能してきた。政府も貿易・金融・法的紛争解決等の分野でシン
ガポールをアジアのハブとする政策を進めてきた。近年はシンガポールを
ASEAN の統括拠点として位置付け、ASEAN 全域を管理する企業も多い。タ
イやマレーシアが統括拠点誘致を積極的に進めているとはいえ、人材、イン
フラ、法整備、社会の安定性といった点で他の ASEAN 各国との開きはまだ大
きく、この差は容易には縮まらないであろう。

ASEAN 全 体 の
統括・物流・研究
開発・市場攻略
拠点としての存
在感

シンガポールは単一国家としての市場規模は大きくはないものの、政府主導
でビジネス環境の先進性を進化させてきており、地域統括・物流ハブ・研究開
発、及び市場攻略拠点としての ASEAN 域内の「頭脳」としての位置づけは、
揺るがないであろう。

（２）マレーシア ～2020 年先進国入りを目指す～
ASEAN 域内では
発展先行する国
家。マレー人優
遇政策が外資事
業展開にも影響

マレーシアは、政府による工業化推進政策により、長年製造業が経済を牽引
してきた。人口 3,172 万人と ASEAN の中では小規模ながら、一人当たり GDP
は 10,000 米ドル弱に達しており、ASEAN 諸国の中では、開きはあるもののシ
ンガポールに次ぐ水準。近年は、国民所得の向上等を受け、中間・富裕層の
厚みが増すなか消費市場としての魅力が高まっており、サービス業への投資
が増加傾向にある。政府は積極的な外資誘致策を取っており、特に製造業に
ついては法人税免除などの税制優遇がある。サービス業についても、マレー
系及び先住民族を優遇するブミプトラ政策により外資の出資上限などの制約
が一部あるものの、規制緩和が進行中。

製造業の高付加
価値化を目指す

製造業については、経済規模に比して労働力人口が少なく（労働人口は
1,460 万人）、人件費が周辺国よりも相対的に高いため、高付加価値産業に
移行する動きが見られる。また、人件費の上昇を受け、これまでの生産・輸出
拠点としての位置づけから消費市場として捉える動きが進んでいくであろう。
マレーシアはマレー系、中華系、インド系が入り混じった多民族国家であり、
所得格差や宗教の違いがあるため、ターゲットを明確にした取り組み・戦略が
求められる。

「面」の活用 ～
ハラルロジスティ
クスのハブとして
の活用～

マレーシアは貿易依存度が高い経済構造であり、二国間、地域多国間ともに
自由貿易協定の締結を積極的に推し進めている。製造業のうち、電機・電子
産業は世界的な輸出拠点を形成している。電機・電子産業に加え、マレーシ
ア政府は世界で唯一のハラルに関する国家認証機関 JAKIM を有しており、
海外での積極的なプロモーションを展開している。国内の厳しい取得基準（マ
レーシアイスラム開発局でハラル認証を取得した場合、他国でも同機関認証
商品の流通が認められている）を活かし、ハラルロジスティクスハブとしての地
位確立を狙っており、マレーシアでハラル認証を取得した企業が他国に輸出
するケースが現れている。

2020 年先進国入
りを目指す上で
の課題

近年は、経済成長率が年率 5%程度、インフレ率も 3%前後と、内需を中心に
マレーシア経済は安定的に推移している。政府は 2020 年までに一人当たり
国民所得 15,000 米ドルを超える先進国入りを目指しており、経済変革プログ
ラムなど様々な経済政策を発表している。しかしながら、高付加価値製造、研
究開発拠点、統括会社設置などの高度産業の誘致においては隣国のシンガ
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ポールをはじめ先行する周辺国との差別化を図りきれず、更なる発展の軸と
なる産業や切り口を明確に示しきれていない状況である。「中所得国の罠」に
陥ることが懸念される中で、高付加価値産業の具体的な立ち上げが課題とな
っている。

（３）タイ ～新産業政策「Thailand4.0」で先端技術産業導入を目指す～
国家施策による
着実な成長・発
展

タイは、廉価な労働力を背景に、四輪・二輪産業を始めとした日本製造業の
進出が早期段階より行われた国であり、結果として足下 7,000 社以上と、多く
の日本企業が進出を果たしている。人口は約 7 千万人と ASEAN では四番手
に位置し、一人当たり GDP は約 5,900（2016 年推計）米ドルと相対的に高い
水準を確保している。労働コストに加え、先進事業に対する投資恩典付与に
より、製造業を中心とした外資誘致にも成功しており、その外国からの投資を
産業高度化、市場成長に結び付けてきた結果として、四輪においては年間
120 万台を輸出するなど ASEAN の一大製造拠点の地位を確固たるものにし
ている。産業集積に裏付けされた安定した経済発展に伴い、市場としての魅
力も増してきたことを受けて、近時は、内需を狙う投資も増加している。

新 産 業 政 策
「Thailand4.0」 ～
先端産業誘致に
よ る産 業 の高 度
化を図る～

近時タイでは、洪水災害、軍事クーデター等のネガティブな事象が続いてい
るものの、2016 年の国王逝去でも経済的なマイナスインパクトは殆ど窺えず、
市場魅力度は依然高い状況にある。「Thailand1.0」から始まる一連の国家成
長戦略により、力を付けてきた自国企業がシェアの太宗を占める分野、成熟
市場と見られる分野も出てきている。しかしながら、足下では「中所得国の罠」
に陥ることによる経済停滞を回避する観点からも、新産業政策「Thailand4.0」
を掲げ、高度テクノロジーの導入、集積を推進している。「Thailand4.0」は次世
代自動車、ロボティクス、高度医療、ヘルスケアなど先進技術導入が期待でき
る 10 業種を定め、重点的にインセンティブを付与して産業育成を図ることを柱
としている。

新産業誘致に必
要な大規模なイ
ンフラ整備を計画

また、産業誘致に必要なインフラ整備としてバンコクから東南ラーヨン県に至
るエリアを東部経済回廊として、空港、港湾、高速道路、鉄道、工業団地など
約 5 兆円規模のインフラ整備を進める計画となっている。ASEAN において四
輪を中心とした産業集積を実現したタイにおける新たな産業政策の導入は、
その規模や実現可能性においても ASEAN 随一の有望プロジェクトとして位
置付けることができ、インフラ開発ビジネスへの関与、誘致対象産業としての
進出、いずれの視点でも日本企業にとって大きなビジネスチャンスと位置付け
ることができよう。

既存産業の事業
展開再検討 ～
＋1 で周辺国活
用の加速も視野
～

進んだインフラ整備、産業集積を背景に、タイの ASEAN 域内におけるプレゼ
ンスは高い。周辺国との「差」も明確である中、カンボジア、ラオス等を対象とし
て、タイ発の周辺各国市場への展開戦略や、賃金格差及び人員確保の観点
で「タイプラスワン」として周辺国との分業体制が進展することも考えられる。特
に、現在政府が推進中の東部経済回廊開発の進展次第では、タイと周辺国と
の「差」が一層拡大し、タイを ASEAN 中核とした広域エリアの視点の重要性
がより高まることが予想される。
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産業の蓄積のう
えに立った着実
な産業振興 ～
ASEAN の産業集
積を牽引～

現在、タイは ASEAN における中核国の一つに成長し、近年中国経済の減速
が囁かれる中、その存在感は一層高まっている。過去の単純な製造拠点から
脱却し、次世代自動車を始めとしたハイテク産業の集積を通じた、アジアのハ
ブとなるべく舵を切っている。その過程において超えるべき課題も多く残存し
ていることは事実であるものの、産業の高度化に向けた重要な転換途上にあ
り、新規ビジネスチャンスの観点からも、高い注目が集まっている。

（４）インドネシア ～ASEAN 最大の人口と国土を抱える大国～
世界第四位の
人口を有する
ASEAN 最 大 の
島嶼国家

インドネシアは、世界第四位の人口約 2 億 5 千万人を有する ASEAN 最大の
島嶼国家かつ世界最大のイスラム人口国である。足下の GDP 成長率は 5%
前後で推移しており、一人当たり GDP は 3,605（2016 年）米ドルに達している
が、近年は四輪・二輪業界の低迷により、やや成長が鈍化傾向にある。主要
産業は、四輪・二輪に加えて電子機器を始めとした製造業であり、豊富な労
働力等を背景とした外国企業の進出も多く、日本企業の進出数も 1,500 社を
超える。

消費市場としてイ
ンドネシアを目指
す動きが活発で
あるが、各種規
制が障壁

多数の島からなる国土的な要因もあるが、インドネシア国内市場は一様では
なく、またイスラム教を筆頭とした様々な宗教・民族・言語が混在する独特の市
場構成となっている。2 億 5 千万人の人口規模に加え、国民平均年齢が 29
歳前後と若く、2030 年頃まで人口ボーナス期が続くことから、消費市場として
インドネシアを目指す動きが活発化している。経済成長に向け、外資誘致は
不可欠との認識がある一方、国内産業への配慮もあり、厳しい外資規制（ネガ
ティブリスト）が参入障壁として存在しているほか、難解かつ頻繁に改正される
法制度などが障壁となり、必ずしも市場参入は容易ではない状況にある。ジョ
コウィ政権のもと、2015 年後半より経済政策パッケージが打ち出されたことを
契機に外資規制を緩和する傾向も窺えるものの、現時点での効果は不透明
な状況である。

ASEAN 域内で、
タイと並ぶ 2 大
生 産 拠 点 で ある
が、域内を牽引
する動きは示せ
ていない

島嶼国家のため地理的に隣接する国はほとんど無いものの、資源国として、
日本・米国・中国といった大国との関係も深い。また、アジアにおける製造拠
点としての位置付けも高く、特に四輪・二輪はタイと並ぶ ASEAN の主要製造
国でもあることから、今後の ASEAN 域内の関税撤廃等を勘案すれば、
ASEAN 諸国の牽引役としての存在感が一層高まることが予想される。
また、2015 年末に AEC が発足し、ASEAN 域内の経済活動の自由化・市場
統合が進められているが、他の ASEAN 諸国がインドネシアの巨大な内需を
有望市場として狙っていることもあり、インドネシアとしてはあまり積極的な動き
を見せていないのが現状である。
様々な問題を内包しているものの、ASEAN 全体の約 4 割の人口及び GDP を
有し、ASEAN の「大国」としての位置付けは大きい。賃金高騰により製造拠点
としての魅力は薄れてきているものの、旺盛な内需を見据えた投資は堅調で
あり、長年の課題となっているインフラ整備、物流システム効率化が進めば、さ
らに注目が集まるものと思われる。
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（５）フィリピン ～人口増加が継続する ASEAN の一大消費国～
人口増加が継続
す る 有望 な消 費
市場として注目さ
れるフィリピン

フィリピンは、ASEAN の中で、インドネシアに次ぐ人口規模を誇り、2015 年の
総人口は約 1 億 98 万人となっている。総人口の 8 割以上がキリスト教を信仰
し、人工中絶が法律により禁止されていること等を理由に、他国に比べ人口
増加率が高く、2010 年から 15 年の平均人口増加率は+1.7%と、インドネシア
の+1.3%より高い。平均年齢は 23 歳と若く、人口ボーナス期は、2050 年頃ま
で継続することが見込まれている。
2016 年の 1 人当たり GDP は 2,947 米ドルで、耐久消費財の売れ行きが加速
するとされる 3,000 米ドル目前となっている。豊富な人口とあいまって、近年フ
ィリピンは、消費市場として注目されている。

BPO 産業をはじ
め サ ー ビ ス産 業
が発展

フィリピンでは、農林水産業に従事する人が多く、総人口の約 3 割を占める。
国内向けとしてコメやとうもろこし等を生産し、輸出用換金作物として、ココナッ
ツやさとうきび、バナナ等を生産している。昨今は公用語の英語を生かしたビ
ジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）産業が大きく成長しており、従事する
人も増加している。

フィリピンで圧倒
的な存在感を示
す「財閥」

「点」の目線では、フィリピンは人口増加が継続する 1 億人超の市場として
ASEAN 随一の有望市場であるが、財閥のプレゼンスが非常に高く、フィリピ
ン経済の 7 割程度を財閥が牛耳っているとも言われ、金融、不動産、通信、小
売、食品等幅広い分野において事業を展開している。

自国産業保護の
観点か ら特に内
需産業への規制
は厳しい

外資の市場参入に対して、これら財閥を含む自国産業保護の観点から、ネガ
ティブリストにより外資参入を規制しており、例えば、外資小売業については、
払込資本金額が 250 万米ドル未満の場合、外資単独での進出は認められて
いない。また土地の所有については、ネガティブリストにより外資 40%以下で
なければ認められない。これらの外資規制が足かせとなり、直接投資が伸び
悩んでいる。

「点」の目線 ～
日本企業の強み
を訴求した財閥と
の連携～

「点」の目線では、フィリピン財閥と連携を図り、その強力なフィリピン国内ネッ
トワークを活用して、市場参入を図る方法も有効であるが、フィリピン財閥には
規模が大きい企業も多く、連携を実現する上で、日本企業からの連携メリット
の訴求が必要である。

「点」の目線の発
展型 ～日比連
合で第 3 国への
展開～

「面」の目線では、フィリピンは島嶼国であり、他の ASEAN 諸国と陸続きでな
いことから、地理的近接性を軸とした連携には向かないものの、フィリピン財閥
の中には、ベトナムなど ASEAN 他国のインフラプロジェクトへの参入や、飲食
市場への参入を図る企業もある。フィリピン国内におけるビジネス連携の成功
モデルを域内他国に展開していくことは、フィリピン財閥企業の動きを踏まえ
れば、今後の「点」目線の発展型ビジネスモデルとして検討に値するのと考え
られる。

社会課題解決の
為の政府支出
～新たなビジネ
スチャンス～

また、2016 年に就任したドゥテルテ大統領は「Build Build Build」のスローガン
を掲げて、インフラ支出を現行の GDP 比 4%から 7%へ引き上げることを表明
している。加えて、貧困対策に注力し、貧困率を現在の 25%から 2022 年に
16%まで引き下げることを目標として掲げるなど、社会課題解決に資する取組
に全力を挙げる姿勢を示している。
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日本企業の高い
技術、ノウハウへ
の期待

2017 年 2 月東京で行われた日比経済合同委員会の席上では、フィリピン政
府関係者から政策課題の解決に向けた政府調達の拡大を表明しており、事
業主体として日本企業の各種プロジェクトへの参加を期待する旨の表明がな
された。新政権が目指す社会公共インフラや環境や社会課題解決に対する
事業は、日本企業が高い技術とノウハウを持つ分野である。日本企業の優位
性を明確に打ち出すことが可能なプロジェクトへの参画は、ビジネスチャンスと
して検討できるものと考える。
財閥の存在や外資参入規制など、フィリピン投資を検討するうえで特徴的な
事項を前向きに活用しつつ課題を乗り越えることで、成長し続ける市場への
参入や政府プロジェクトへの参画など多様なビジネスチャンスを検討すること
が出来る。

（６）ベトナム ～製造の付加価値拡大と成長市場への参入～
輸出加工産業の
外資受け入れで
成長

ベトナムは 1986 年に始まったドイモイ政策の下、輸出加工型製造業の外資誘
致を推進し、安定的な経済成長を続けている。2016 年の一人当たり名目
GDP は 2,173 米ドルと直近 10 年間で約 2.7 倍に増加した。人口は約 9,270
万人と ASEAN の中ではインドネシア、フィリピンに次ぐ規模である。
2010 年 11 月の政府・中銀によるインフレ抑制を目的とした金融引き締め政策
により、2011 年以降は国内経済が停滞、2012 年には GDP 成長率は 5.0%に
落ち込んだものの、2016 年の成長率は 6.2%と緩やかに回復し、2017 年は政
府目標で 6.7%と高い成長率を継続する見込みである。また賃金の上昇や低
失業率を背景に個人消費は底堅く、今後も個人消費がベトナム経済を牽引
する公算が大きい。
外国企業による直接投資認可額は 4 年連続で 200 億米ドル超と堅調に推移
している。日本企業の投資は、販売・サービス業の投資が中心で 1 件当たりの
投資金額は縮小傾向であるが、2016 年は投資認可件数が 560 件（うち新規
341 件）、認可額は 17%増の 21 億米ドルとなった。また、ベトナムの日本商工
会加盟企業数も 2016 年で 1,637 社と 10 年間で 3 倍超に増加している。

日本企業主導か
ら韓国企業主導
の産業集積

製造業は、1990 年代後半の二輪、2000 年代前半のプリンターなど日本のセ
ットメーカーの進出を契機にサプライヤー企業の集積が図られ、産業クラスタ
ー形成に日本企業が大きく貢献してきた。しかしながら、2010 年以降、韓国系、
特にサムスンがスマートフォン製造工場をハノイ近郊に立ち上げたことをきっ
かけに、同業に関連する韓国系企業が多数進出し、スマートフォンは一時ベト
ナムの輸出の 15%程度を担う産業に成長した。加えて、ハイフォンに LG が家
電製造工場を新設し、韓国系サプライヤーの集積が進むなど、エレクトロニク
ス分野で韓国系企業の存在感が増しており、足下の年度国別進出企業数で
は韓国がトップとなっている。

素材産業の育成
による産業の重
層化 ～製造業
の付加価値拡大
～

製造業、特に輸出加工製造業においては、4 年間で最低賃金が約 1.6 倍（ベ
トナム政府指定の経済発展が進む第 1 地域、2013 年度対比）になるなど、労
働コスト面から事業環境は厳しくなりつつある。一方、鉄鋼や石油化学などの
素材産業が発展しつつあり、ベトナム製造業の長年の課題であった原材料の
現地調達が進むことで、組立工程中心の産業構造から、産業の裾野が拡大し、
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全体として付加価値が高まることが期待されている。製造業におけるベトナム
拠点の位置付けは、「域内サプライチェーン」構築の観点から、その重要度を
増すものと考えられる。
多様化が進む市
場参入

「市場」としてのベトナムも経済発展に応じてその魅力を増している。日本企業
では二輪業界においてホンダ、ヤマハ 2 社で 70%超のマーケットシェアを握
るなど、日本企業の製品、サービスに対する信頼感は非常に高い。規制緩和
の追い風もあり、髙島屋、イオン、ファミリーマートなどの小売業や、ホテル・住
宅などの不動産開発にも日本企業が参画するなど、参入業種の幅が広がっ
ている。特に不動産開発は 2015 年の不動産事業法改正により、従来困難で
あった不動産サブリースに道を開くなど、ビジネスチャンスが多様化している。
経済成長に伴う市場拡大のみならず、規制緩和によるビジネスチャンスの拡
大も、ベトナム市場参入を検討するうえで常にフォローすべきポイントである。

地場企業の急成
長により競争環
境は厳しさ増す
一方、日本企業
は高いプレゼン
スの活用が可能

これら市場参入によるビジネスチャンスの拡大を背景に、日本企業のみならず、
韓国企業、台湾企業に加え、タイ、フィリピンなど ASEAN 他国の企業も参入
を図りつつある。また、ビングループ（VIN Group JSC）に代表されるベトナム企
業も不動産、小売などの業種でプレゼンスを高め、外資系と競合する存在と
なっている。各国企業が攻勢を強める中で、二輪、四輪、プリンター他、現地
における長年の日本企業の努力によって確立している「日本ブランド」の優位
性を活用しつつ、地場企業との連携など市場攻略に向けた具体的戦略をもっ
て、早期にマーケットポジションを確立することが求められる。

（７）ミャンマー ～民政移管を実現した ASEAN のラストフロンティア～
民政移管を契機
に「手付かずの
市場」として注目
を集める

ミャンマーは 2016 年 4 月、アウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟
（NLD）への政権交代を実現し、続く 2016 年 10 月には米国によるミャンマー
経済制裁の解除を受け、外資企業の投資環境は大きく改善した。人口約
5,100 万人で 2050 年には 6,360 万人まで増加し、人口ボーナス期が今後 40
年間続くことが予想されている。
軍政からテインセイン前政権に移行し、外資の参入が本格化した 2012 年の
「開国」の際には「アジアのラストフロンティア」と呼ばれていたが、その背景に
はこうした人口ボリュームと「手付かず」のマーケットに注目が集まったからであ
った。ASEAN の中で一人当たり名目 GDP はわずか 1,292 米ドル（2015 年）と
カンボジアの 1,168 米ドル（同）と同水準。国としての電化率が 5 割程度と言わ
れるほどインフラ整備が遅れるなか、多くの国民がテレビや冷蔵庫といった
「三種の神器」を当たり前に買う時代にはもう少し時間がかかるものとみられて
いるが、マーケットとしては、それだけ伸び代があると言える。

投資法改正によ
る手順明確化、
外資参入余地の
拡大に期待

ミャンマー政府は、今後強化する経済政策として 12 項目を発表しており、その
中には①インフラ開発、②外国投資の促進、③金融システムの整備などが挙
げられている。経常的な外貨不足が続いていることから、特に外資企業の直
接投資は大歓迎の姿勢である。ミャンマー投資企業管理局（DICA）によると
2015 年の外国投資認可額は約 95 億米ドルであったが、新政権への移行に
伴う事務の停滞等により 2016 年度は約 66 億米ドルにとどまった。一方、2017
年 4 月には国民投資法と外国投資法を統合した「新投資法」の運用が開始さ
れ、業種毎に外資規制が明確化されたほか、早ければ 2017 年中には約 100
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年ぶりとなる会社法の改正も予定されており、投資環境の改善が急ピッチで
進んでいる。
官民挙げての日
本による投資が
進む

日本企業を含めた域外からの投資は、その多くがヤンゴンを中心に実行され、
一極集中の様相を呈している。ヤンゴン管区の人口は約 740 万人と全国でも
っとも多く（総人口の 14.5%が集中）、ヤンゴンの景色は劇的に変化している。
2017 年 4 月にはミャンマーを代表する企業グループが開発した複合施設
「Junction City」が開業したほか、ヤンゴン-マンダレー鉄道整備といった多くの
インフラ開発プロジェクトが形になりつつある。日本政府は 2016 年 9 月に
1,250 億円にのぼる円借款供与を表明するなど、継続的にミャンマーの発展
に深く関与してきている。日・ミャンマー関係を象徴する両国官民が協働して
開発を進める工業団地「ティラワ SEZ」へ入居する日本企業数も順調に増加し、
輸出加工企業に加え、成長するミャンマー市場を狙った投資としてヤクルトや
エースコック、味の素なども工場を立ち上げている。

外資系不動産業、
小売業の動きが
活発

今後もヤンゴンでは商業施設、ホテルや住居などに多くの外国直接投資の流
入が見込まれている。特に高級サービスアパートメントへの需要が高く、建設
業界の年間平均成長率は、2020 年まで 10.6%が予想されている。またヤンゴ
ンではパンパシフィック、シェラトン、ロッテなど高級ホテルのオープンが予定
されているほか、日本企業ではイオンがミャンマー企業と組んでイオンオレン
ジを設立し、まだ外資には解禁されていない小売り事業を先行して開始する
など市場参入を進めている。

メコン地域西の出
口 ～ダウェー開
発～

ヤンゴンへのマーケット参入を図る企業の動きと平行して、日本政府が注力し
ているのはアジアにおける連結性の向上である。ミャンマーはインドシナ半島
の西側玄関口として輸出の重要拠点に位置付けられ、その実現に向け打ち
出されているのがダウェーSEZ 開発である。同開発は長年にわたりミャンマー
政府とタイ政府の協議のもと進められてきたが、2015 年より日本政府も加わっ
て開発進展に向けた協議や取り組みが進められ、バンコク・ダウェー間（約
300km）のうちミャンマー側道路整備では日本の関与が 2017 年に入って明ら
かにされてきている。

日・緬・タイの多
国籍連携プロジ
ェクトとして推進

ASEAN 加盟国が一体となった経済発展を目指し、ホーチミンからプノンペン、
バンコク、そしてダウェーをつなぐ南部経済回廊は重要な経済交通網として位
置付けられ、ミャンマー側の道路及びダウェーSEZ の開発が進めば、ASEAN
域内で展開する日本企業に対しても大きなメリットをもたらすことになるだろう。
ダウェー開発は、ミャンマーの今後の政治安定や経済発展に寄与するものと
見られ、アウン・サン・スー・チー氏もティラワ SEZ の成功を事例にダウェーの
担当閣僚らに取り組み強化を指示しており、今後も日本政府とタイ政府を含
めた協議が継続されていくことが予想されている。

パイプライン施設
の運用開始など
ミャンマーにおけ
る中国の存在感
は大きい

ミャンマーは中国、タイ、インドという大国に囲まれ、各国とのバランスを取るこ
とを意識せざるを得ない地理的事情が政治にも色濃く反映されている。近年
では日本や欧米諸国との関係も強化され、多くの国と「上手に」付き合ってい
く必要がある。テインセイン政権時代には、中国と一定の距離を置く外交が展
開されてきたが、現政権では必ずしもそうでない動きがあることも認識する必
要があろう。ミャンマー北西部チャオピューにあるチャオピューSEZ が代表例
である。中国が一帯一路政策の一環として開発を主導し、チャオピューから雲
南省を結ぶ原油パイプライン（約 770km）も完成した。今後のミャンマーの経
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済成長も、政治動向の影響を一定程度受けることが見込まれるため、投資に
際してはビジネスだけでなく政治動向も合わせて分析していくことが重要であ
る。

（８）カンボジア ～外資規制の障壁が低い ASEAN 後発国～
安価な労働力を
背景とした労働
集約型産業の集
積により成長

カンボジアの面積は 18.1 万 km2 と日本の約半分であり、1970 年代後半のポ
ル・ポト政権下、大量虐殺が行われた悲劇的な歴史背景により、人口が 1,554
万人と周辺国に比べて少なく、特に 25 歳以下の人口が約半数を占める歪な
人口構成となっている。

金融、不動産な
どサービスセクタ
ーが中国からの
活 発 な 投 資 によ
り急成長

GDP 成長率は 7.0%（2016 年 IMF 推計）で、2011 年以来 7%台と ASEAN 内
でも比較的高い水準を維持している。他の ASEAN 諸国と比べ、安価で豊富
な労働力を背景に、縫製業を中心とした労働集約型の製造業進出が進み、
輸出品の約 9 割は縫製品が占める。昨今では首都プノンペンでの建設ラッシ
ュやマイクロファイナンスなどの金融セクターが牽引役となり、安定成長を続け
ている。一人当たり GDP は 1,230 米ドル（2016 年）と ASEAN で最も低いが、
昨今、首都プノンペンでは中間層が育ってきており、おしゃれなカフェや高級
ブランドの入ったショッピングセンターも立ち並ぶ。
主要産業は農業、縫製業、観光業などである。二次産業の担い手として国内
企業が育っておらず、外資に頼らざるを得ない環境から、カンボジアでは外資
参入に対する規制がほとんどない。2015 年の投資認可額は約 40 億米ドルで、
国別には中国からの投資が最も多い。中国からの投資額は 2012 年と比較す
ると 2 倍以上に拡大しており、ホテルやコンドミニアムなどの大型投資案件が
増える傾向にある。

「点」の視点 ～
外資に開かれた
市場。ASEAN 進
出のゲートウェイ
としての活用も～

日本企業は 2017 年 4 月現在、約 250 社が進出しており、貿易関連や製造業、
サービス業など多様な業種が進出している。
カンボジア市場の大きな特徴は外資による参入障壁の低さである。他の
ASEAN 諸国では自国産業保護の観点から、卸売・小売業に外資規制を設け
ている国が多いが、カンボジアでは外資 100%で事業展開を行うことができる。
さらに外貨管理規制もほとんどなく、カンボジアリエルという自国通貨はあるも
のの、市中を出回る通貨の 8 割が米ドルであることから、為替リスクの観点でも
外資企業が事業展開しやすい環境であると言える。
人口は ASEAN 内では比較的少ないものの、首都プノンペンには 184 万人ほ
どの人口がおり、中間層も徐々に育ってきている。限られた市場ではあるもの
の、今後 ASEAN 進出のゲートウェイとしてカンボジアを捉えることもできるだ
ろう。

「面」の視点 ～メ
コン地域のコネク
ティビティーの中
核としての期待
～

カンボジアは、周囲をタイ、ベトナムという ASEAN の中核国に挟まれ、南部経
済回廊沿いに位置する地理的優位性から、メコン地域のコネクティビティーの
中核としての役割が見込まれる。タイ、ベトナム進出企業が、カンボジアの安
価な労働力を活かすべく一部製造工程の移管や、サプライチェーンの拡大を
目的としたカンボジア進出を検討する動きがある。またタイとベトナムを繋ぐ物
流の経由地として、輸送品の一部加工や、運輸拠点の中核機能の担い手とし
ての役割も有望である。
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更に昨今 AEC 進展をにらんだタイ大手企業によるカンボジア市場進出の動
きも出てきている。今後日本企業としても、単独進出ではなく周辺国の大手企
業と連携し、リソースを共有することでカンボジアマーケットに参入するという進
出可能性もあるものと予想される。
人件費は継続的
に上昇し、労働コ
ストメリットは
年々縮減

カンボジアは歴史的な背景により国際化が遅れ、国内に主要産業が育ってい
ないことから、外資企業を積極的に誘致し、若く安価な労働力を活用し得る縫
製業などの製造業を取り込み、輸出で外貨を稼ぐことで、自国経済を成長さ
せてきた。しかし近年毎年約 9%と度重なる最低賃金の引き上げにより、コスト
面で周辺国対比の投資メリットが出しにくくなっている状況があり、留意が必要
である。

域内サプライチェ
ーンの加工拠点
として期待

カンボジアが、今後経済成長を継続させるためには、「点」としてではなく「面」
としての役割を果たしていくことが重要となる。昨今ではタイ国境沿いに、自動
車関連の製造業呼び込みを目的とした工業団地が開発され、カンボジアをタ
イのサプライチェーン拡大の受け皿として活用する動きも出てきている。今後
ASEAN 企業によるカンボジア投資の動向にも注目が集まっている。

（９）ラオス ～メコン流域国間のコネクティビティーを担う内陸国～
人口規模、面積
いずれも ASEAN
域内でも「最小」
クラス

ラオスは人口 703 万人、面積 23 万 6,800km2 と、日本の本州ほどの広さに埼
玉県と同規模の人口を有する、ASEAN のなかでも人口の少ない国である。首
都ビエンチャンに人口の 10%以上が集中しているが、国土の 70%が山岳地帯
であるため、多くの民族が各地に点在して暮らしている。周囲を 5 カ国に挟ま
れる ASEAN 唯一の内陸国であり、北は中国、東はベトナム、南をタイ、カンボ
ジア、西はミャンマーと国境を接している。

農業と鉱物資源、
周辺国への電力
供給が基幹産業

一人当たり GDP は 1,925 米ドル（2016）で、隣国タイと比較すると 3 分の 1 程
度であり、ASEAN ではカンボジア、ミャンマーと並び後発国である。主要産業
は、農業や手工業であり、労働人口の約 7 割が農業に従事し、自給自足の暮
らしを行っている。またメコン川がラオス国内を縦断しており、渓谷が多い地形
を利用した水力発電が盛んで、電力を周辺諸国へ輸出しており、貴重な外貨
獲得源となっている。また、金、銀、銅などの鉱物資源も主要な輸出品となっ
ている。

投資では中国の
存在感が大。加
工製造業を中心
に日本企業は約
80 社が進出

2015 年の海外からの直接投資額は 12 億米ドルで、国別には中国が最大の
投資国で、ベトナム、タイが続く。発電関連の大型投資や農業、縫製など加工
業への投資が中心だが、昨今では、大型商業施設建設に関する外資規制が
緩和され、首都ビエンチャンでは外資企業による不動産開発も目立つ。進出
済日本企業は現状約 80 社であり、製造業に加え、高原地帯を利用した農林
業や建設関連企業も昨今進出している。

市場規模が小さ
く、市場の成長に
は時間を要する

ラオスを「点」の視点で市場として捉えた場合、人口も少なく、ビエンチャン以
外に大きな都市もないため、マーケットとしての魅力は限定的である。2015 年
5 月に卸売・小売業に関する外資規制が緩和され、資本金条件（登録資本金
約 240 万米ドル以上）を充足すれば外資 100%でも進出可能となったが、一
人当たり GDP が未だ 1,000 米ドル台という所得・経済水準を鑑みると、販売拠
点としてのラオス進出にはまだ時間がかかる状況と言える。
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内陸国という立
地を活かした
ASEAN、中国＋1
としての役割

ラオスは隣国に ASEAN の製造工場であるタイ、ベトナム、さらに北には中国
があり、周辺国のコネクティビティーとしての役割を担うことができる。周辺国と
比べ賃金が低いことから、早くから中国企業が加工工程の一部をラオスへシ
フトするなど、中国、タイ、ベトナム製造業の「＋1」として、周辺国の補完的製
造拠点として活用されている。人口の少なさから大きな加工工場の展開など
は難しいが、ラオス人の手先の器用さを生かした小規模な手工業には強みが
あり、タイから一部の組立工程などをラオスに移管し、コストを下げつつも生産
効率を上げている日本企業もある。
物流インフラには課題が多く残るものの、2016 年 12 月に「ラオス・中国鉄道」
が着工され、中国からラオス、タイ、マレーシアを経由し、シンガポールまでを
つなぐ鉄道計画が始動し ている。 2021 年完工予定であり、今後中国 が
ASEAN という面へのアプローチを図る入り口として、ラオスへの投資が続くも
のと期待される。

中国と ASEAN を
結ぶ物流の要所
としてのインフラ
整備と発展に期
待

ラオスは豊かな自然に恵まれた山岳国であり、点在する人々が自給自足の生
活から抜け出して経済成長を遂げていくためには、他の ASEAN 諸国よりも時
間がかかるであろう。同じく一人当たり GDP が 1,000 米ドル台のカンボジア、ミ
ャンマーと比較しても、人口が極度に少なく、広い山岳地帯に点在しているこ
とから、労働集約型の産業育成も難しく、豊富な水などの資源を活かした電力
事業や、小規模な手工業、高原地帯における有機農業など、ラオスの特徴に
合致した産業でない限り、「点」としてのラオス進出は限定的と考えられる。
しかし、今後 AEC の進展により、ASEAN 域内の関税が撤廃されれば、域内
の物流が活性化され、メコン地域の中核「面」の一角をなすラオスの役割の重
要性が増すことも想定される。また中国から ASEAN の入り口としてのラオスへ
の期待は大きく、今後更なるインフラ投資による物流網の改善も期待される。

４． おわりに
ASEAN の「変化」
により検討可能
なビジネスも「変
化」

ASEAN 各国における「差」は多岐にわたり、その「差」を踏まえて想定し得るビ
ジネスもまた、多岐にわたる。加えて、ASEAN で着目すべきは成長を含めた
変化のスピードの早さである。現時点で想定し得るビジネスモデルが、環境の
変化により、短い時間の中で、検討し得ない状況になることも、現状検討し得
ないビジネスモデルが、同じく短い時間の中で、検討できるようになることも、
いずれも起こり得ることである。

現 時 点 で の
ASEAN の「変化」
の源泉は、分厚
い若年層

【図表 3】に示す通り、現状の ASEAN の変化の源泉は、若年層が過半を占め
る人口構成であり、人口増加と所得水準の向上により変化のスピードが加速
することが想定される。一方、一部の国では 2020 年に若年層のシェアが過半
を割り込み、高齢化への歩みを始める国も出てくる見通しであることも、多様な
ASEAN における現実の一端として認識すべきことである。

進化・変化を遂げ
ながら ASEAN は
日本企業にとっ
て 有 望 な 市 場で
あり続ける

ASEAN においては、国毎にその規模や発展スピードが異なり、今後の成長
の道筋も一様でないが、その「差」に応じたビジネスモデル導入を検討するこ
とが可能である。進化・変化を遂げながら、多様なビジネスチャンスを提供し続
ける ASEAN は、今後とも日本企業にとって有望な市場であり続けるものと考
えられる。
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【図表 4】 ASEAN 主要国の経済動向推移
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（出所）IMF, World Economic Database Outlook 2017 等公表資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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