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ASEAN経済共同体の現状と将来への展望

1．ASEAN経済共同体の実現は「通過点」
　ASEAN（東南アジア諸国連合）が 2003 年から
構築を進めてきた ASEAN 経済共同体（AEC）は
2015 年 12 月 31 日 に 創 設 さ れ た。ASEAN は
1993 年から ASEAN 自由貿易地域（AFTA）に向
けて域内関税の削減・撤廃を進め、AFTA は 2002
年に関税を 5％以下に削減するという当初目標を
実現した。AEC は「物の貿易自由化」を目指す
AFTA の次の段階の経済統合であり、「サービス、
投資、資本、熟練労働者の自由な移動」を目標と
していた。2008 年から実施されたマスタープラン
である AEC ブループリントでは、①単一の市場
と生産基地、②競争力のある経済地域（インフラ

整備など）、③公平な経済発展（格差是正）、④グロー
バルな経済への統合（ASEAN 域外との FTA など）
の 4 つの戦略目標が掲げられた。
　AEC は 2015 年末に創設されたが、正確には「創
設宣言」であり、ブループリントの目標が全て実
現した訳ではない。ASEAN 事務局によると、
AEC ブループリント 2015 の主要優先措置を対象
とした目標の実現率（2015 年 10 月時点）は
93.9％となっている 1。戦略目標別に見ると、①単
一の市場と生産基地が 92.4％、②競争力のある経
済地域が 90.6％、③公平な経済発展が 100％、グ
ローバルな経済への統合が 100％である。そのた
め、2015 年末の AEC 実現は「通過点」と見なす
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1    主要優先措置は 506 であり、全措置 611 を対象とした実施率は 82.3％に低下する。
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べきである。
　主要分野別に成果を見てみよう（図表 1）2。最
大の成果は関税の撤廃である。2016 年 1 月時点で
は CLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベ
トナム）の関税撤廃が終わっていなかったため、
関税撤廃率は 96.1％だった。CLMV は 2018 年 1
月に残存関税を撤廃し現在の関税撤廃率は 98.6％
に高まっている。これは世界的に見ても高いレベ
ルである。グローバル経済との統合では、日本、
中国、韓国、インド、豪州・ニュージーランドと
5 つの ASEAN ＋ 1FTA が締結された。
　一方で自由化や円滑化が遅れている分野もあ
る。非関税障壁の撤廃は進んでいないし、サービ
ス貿易や投資は自由化されていない分野が残って
いる。貿易手続きを電子化し ASEAN 各国で接続
しデータ交換を行う ASEAN シングルウィンドウ
も実施が遅れていた。ASEAN 高速道路網やシン
ガポール・昆明鉄道などインフラ整備は目標年次
が 2020 年となっている。
　こうした遅れている分野は ASEAN 経済共同体

（AEC）2025 の課題となっている。

2．次の目標はASEAN経済共同体2025
　ASEAN は、2015 年 11 月に開催された第 27 回
首脳会議で「ASEAN2025 に関するクアラルンプー
ル宣言」を発表、「ASEAN 共同体ビジョン 2025」
を採択した。ASEAN 共同体 2025 は、政治安全保
障共同体 2025、経済共同体 2025、社会文化共同
体 2025 の 3 つの共同体から構成されており、
ASEAN 共同体の基本構成を受け継いでいる。
　AEC2025 は、①統合され高度に結束した経済、
②競争力のある革新的でダイナミックな ASEAN、
③高度化した連結性と分野別協力、④強靭で包摂
的、人間本位・人間中心の ASEAN、⑤グローバ
ル ASEAN の 5 つの戦略目標で構成されている。
AEC2025 は統合の範囲やレベルについて 2015 年
に創設された AEC（以下 AEC2015）と大きく変
わってはいない。ASEAN 域外への関税率を統一
する関税同盟や非熟練労働者の移動は目標となっ
ていないし、政府調達の自由化も目標となってい
ない。AEC2025 の課題は、AEC2025 で達成でき
なかった目標の実現と環境の変化への対応である。
　AEC2015 で関税撤廃をほぼ実現したため、
AEC2025 では自由化よりも手続きの簡素化や迅

2    AEC の成果については、石川幸一・清水一史・助川成也編（2016）『ASEAN 経済共同体の創設と日本』文眞堂で詳細に説明している。

図表 1　AEC2015 主要分野の評価（2015 年末時点）
関税撤廃 ◎ 100％近い自由化を実現

非関税障壁撤廃 × 進展は極めて限定されている

貿易円滑化 △ ASEANシングルウィンドウなど遅れ

サービス貿易自由化 〇 最後の第 10パッケージ交渉中、例外を容認

金融・資本市場統合 △ 2020年が目標、実質的な取り組みを始めたところ

投資自由化 〇 最低限の規制を残し自由化

熟練労働者の移動 △
熟練労働者のみが対象、 8職種の資格の相互承認取
り決め、実効性は今後

交通運輸 △
2020 年目標、ASEAN高速道路網、シンガポール・
昆明鉄道との遅れ

域内格差縮小 〇 着実に格差は縮小したが、依然として大きい

域外との FTA ◎
5つの ASEAN＋ 1FTAを締結、香港と FTA交渉、
RCEP交渉中

出所：ASEAN事務局資料により執筆者が作成
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速化など貿易円滑化に重点が移されている。貿易
円滑化では、原産地規則、税関、規格・標準化な
どが重点分野となっており、たとえば原産地規則
では TPP で採用された完全累積の採用を検討す
るとしている。非関税障壁の撤廃は最重要課題だ
が、具体的な措置はまだ出されていない。サービ
ス貿易と投資は AEC2015 で残された例外分野の
自由化が目標になっている。
　AEC2025 の特徴は、生産性向上による成長、技
術革新、研究開発、良き統治、規制改革などの目
標が新たに加えられたことである。これらは経済
成長戦略というべき内容であり、ASEAN 主要国
が、1 人当たりの所得が 1 万ドル程度になると経
済成長が鈍化する「中所得の罠」を回避すること
に直面していることが背景にある。イノベーショ
ンでは、研究開発に加え、技術の応用、産学連携、
生産ネットワークへの参加など幅広く、企業の現
場に近い実践的なイノベーション政策が掲げられ
ている。ICT と e‒コマースも重点分野であり、デ
ジタル貿易、ICT インフラ整備、スマートシティ
やビッグデータ、越境電子商取引、消費者保護、
個人情報保護など多くの分野が挙げられている。
　多くの分野で強調されているのは包摂である。

「包摂（inclusive）」は、ASEAN 社会文化共同体の
戦略目標であり、貧困削減、人権、厚生、社会的
保護、ジェンダーなどが取り上げられているが、
AEC では経済統合への全ての利害関係者の関与と
恩恵の享受を意味しており、零細中小企業がとく
に重視されている。
　輸送インフラの整備と格差是正は AEC2025 で
も重視されている。ASEAN 高速道路ネットワー
クとシンガポール・昆明鉄道の完成が明記され、
ASEAN 連結性マスタープラン（MPAC）2025 が
作成されている。開発格差縮小は CLMV の人材育
成を支援する ASEAN 統合イニシアチブ（IAI）
の実施に加え、生産性向上、規制改革、金融アク
セス、グローバル・バリュー・チェーンへの参加
などが新たな行動計画となっている。

3．  着実に実施されるAEC ブループリント
2025

　日本ではほとんど報道されないが、AEC2025 の
行動計画は着実に実施されている。まず実施され
たのは、AEC2015 の未達成分野である。関税撤廃
では 2015 年末で撤廃されていなかった CLMV の
7％相当の関税が 2018 年 1 月に撤廃された。その
結果、CLMV の関税削減率は 97.7％となり、2010
年に関税撤廃を行っていた ASEAN6 の 99.3％と
併せて、ASEAN 全体では 98.6％となった（図
表 2）。たとえば、ベトナムの自動車関税は 2015
年 1 月の 50％から 16 年 1 月に 40％、17 年 1 月
には 30％に削減され、18 年 1 月に撤廃された。
ただし、ベトナム政府は 2017 年 10 月に「政令
116 号」を公布、他国政府が発行する認可証の提
出と輸入ロットごと・車両仕様別に交通運輸省登
録局の排気量と安全性能検査を受けることが義務
付けられた。これらは ASEAN の経済統合に逆行
する非関税障壁である。

図表 2　ASEANの関税撤廃率（2018 年 1月）
ブルネイ 99.2％ カンボジア 98.5％

インドネシア 98.8％ ラオス 96.7％

マレーシア 98.6％ ミャンマー 99.4％

フィリピン 99.2％ ベトナム 96.1％

シンガポール 100.0％ CLMV 97.7％

タイ 99.9％ ASEAN10 98.6％

ASEAN6 99.3％

出所：ASEAN事務局

　AFTA の原産地証明については、ASEAN 全体
での自己証明制度の実施が 8 月の第 33 回経済大
臣会議で承認された。AFTA を利用するための原
産地証明は政府が発行する第三者証明制度を採用
しているが、自己証明制度の導入が進められてい
た。具体的には、2 つの自己証明制度がパイロッ
ト・プロジェクトとして試行されてきており、そ
の統合が 2018 年の課題となっていた。自己証明
制度の導入により原産地証明取得の時間が短縮で
きるなど企業の利便性が高まる。
　遅れていた ASEAN シングルウィンドウ（ASW）
は、2018 年 1 月からインドネシア、マレーシア、
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シンガポール、タイ、ベトナムの 5 カ国が ATIGA
の電子原産地証明書（e‒FormD）の電子的交換を
開始した。ブルネイ、カンボジア、フィリピンも
電子的交換の最終テストまで進んでいる。電子衛
生植物検疫証明（e‒Phyto）と電子関税申告書（e‒

ACDD）は 2018 年中にテストを開始した。
　ASEAN は 1995 年から ASEAN サービス枠組
み協定（AFAS）による自由化を 10 段階に分けて
進めていた。2015 年末時点で第 9 フェーズである
AFAS9 の交渉まで進み、2018 年に最後の段階と
なる AFAS10 を実施するための議定書の調印が経
済大臣会議で行われた。並行して ASEAN はサー
ビス経済化と IT 化や輸送革新によるサービス貿
易の発展に対応して新たなサービス貿易協定

（ATISA）の策定を進めてきており、年内に調印
の見通しである。内容は発表されていないが、通
信サービス、金融サービスの取り扱い、自由化を
後退させないことを約束するラチェット条項が入
るかどうか、規制の現状を一覧的に示すため透明
性が高いネガティブリスト方式が採用されるかな
どが注目される。なお、金融サービスは財務大臣
会議で交渉されているが、2019 年 4 月末までに金
融サービス自由化の第 8 パッケージ議定書の調印
を目標としている。
　投資自由化では、WTO の TRIM（貿易関連投資
措置）協定を超える（TRIM プラス）パフォーマ
ンス要求の禁止を規定する ACIA 第 4 議定書の原
案作業が進展した。TRIM 協定で禁止されている
のは、ローカルコンテント要求、輸出入均衡要求
であるが、近年の FTA では輸出要求、現地調達
要求、国内販売制限要求、役員国籍要求など、よ
り広範な要求が禁止されている。どのような禁止
措置が追加されるかは分からないが、投資を行う
外資企業にとっては投資環境の大きな改善になる。
　以上は、AEC2015 の「やりのこし」の実施であ
るが、新たな分野では ASEAN 電子商取引協定が
2018 年の第 33 回 ASEAN 首脳会議で調印され
た。電子商取引協定は、① ASEAN 域内の越境電
子商取引の円滑化、②電子商取引への信頼環境作

り、③電子商取引利用の拡大への協力を目的にし
ている。
　 域 外 と の FTA で は、ASEAN 香 港 FTA と
ASEAN 香港投資協定が 2017 年 11 月に署名され
た。 香 港 は ASEAN と の FTA が 発 効 す れ ば
RCEP に参加する可能性が開かれ、香港を経由す
る中国との中継貿易で RCEP が使えることにな
る。ASEAN 中国 FTA（ACFTA）の改定交渉では、
品目別原産地規則の交渉で合意に至った。ACFTA
の原産地規則は締結当初は 40％付加価値基準のみ
だったが、品目別原産地規則の採用で関税番号変
更基準も利用できるようになっている。日本との
EPA（AJCEP）では、サービス貿易章、自然人移
動章、投資章を組み込むための第 1 改定議定書が
2018 年 11 月の第 21 回日 ASEAN 首脳会議で調
印の見込みである。
　
4．今後のASEAN統合の展望　　
　ASEAN の経済統合は 1993 年から 2002 年まで
の AFTA による物品貿易の自由化を第 1 段階、
2003 年から 2015 年までの AEC2015 創設を第 2
段階とすると、2016 年からの AEC2025 創設に向
けて第 3 段階に入ったといえる。AEC2015 は、「物
品、サービス、投資、資本、熟練労働者の自由な
移動」という明確で分かりやすく野心的な目標が
掲げられていた。一方、AEC2025 の目標は貿易円
滑化など地味となり分かりにくく、非関税障壁の
撤廃、サービス貿易の残存分野の自由化など実施
が難しい分野に取り組まねばならない。AEC2015
で自由化が相当程度進み、実施が困難な分野が残っ
たためであるが、取引コストを削減し、ASEAN
の産業・企業の競争力を強化し、経済統合を実質
的に進めるためには非関税障壁撤廃、サービス貿
易自由化は不可欠である。ASEAN はサービス、
投資、熟練労働者の移動などの自由化、規格の相
互承認や ASEAN シングルウィンドウの拡充など
の円滑化など今後も時間をかけて地道に統合を進
めていくであろう。
　途上国の集まりである ASEAN は、経済統合だ
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けでなく経済開発を重視しており、域内格差の是
正は依然として大きな課題である。マレーシア、
タイなど ASEAN の先行国は経済成長を持続する
には中所得の罠を回避することが課題となってい
る。賃金上昇などのコスト増から労働集約的な産
業など、資源投入の増加による成長に依存する産
業構造から技術革新など、生産性上昇による成長
を行う産業構造に転換する時期に来ているため
だ。経済成長戦略の実施は AEC2025 の重要な課
題である。
　EU は 1968 年に域内貿易を自由化するとともに
域外への関税を統一する関税同盟を実現し、その
後、人の移動など生産要素の移動の自由化を実現
する共同市場、通貨統合に進んだ。EU は経済統
合のモデルと見なされていたが、2009 年以降欧州

債務危機、難民危機、英国の EU 離脱、反 EU 政
党の躍進など危機的な状況が続いている。各国国
民に統合の最終目標を示さず統合を進める「モネ
方式」と民主主義の欠如が批判されるなど EU 統
合方式についての疑問や批判が出されている 3。
ASEAN は関税同盟、共同市場、通貨統合を目指
しておらず、「EU はモデルではない」としている。
主権の委譲を行わず、緩やかに統合を進める
ASEAN の経済統合方式に注目をすべきであろう。
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