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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

中田

部長

徹

ASEAN経済共同体（AEC）発効は経済活性化に

入することで成長路線の実現を図ってきた。2000年代

つながると期待されるが、自動車産業に与える影響は

前半に１トンピックアップトラックを世界戦略車に衣

限 定 的と考 えられ る。自動 車 産 業をめぐ っては、

替えし、米国などを除くほぼすべての国・地域に輸出

ASEAN各国が内需育成と国際競争力の獲得・強化に

できる体制を整えた。これに続く輸出製品の獲得に向

取り組んでいるが、すでにタイとインドネシアを中核

けて、2007年 ６ 月に小型乗用車生産奨励策、
「Eco

拠点とする２本柱体制が確立している。ただ、この２

Car」プロジェクトを発表。
「Eco Car」では、物品税

カ国の自動車市場は足元では低迷しており、先行きへ

を優遇（軽減）することで自動車メーカーの生産・販

の不安感が顕在化している。一方で、フィリピンやベ

売計画を側面支援するほか、法人税免除などの恩典を

トナムといった新興市場の成長加速が見込まれてお

車両メーカーに与えることで投資意欲を喚起した。一

り、ASEAN全体としては2020年にかけて自動車生

方で、主要なエンジン部品の現地化を求めており、国

産・販売の拡大が続くと予想される。

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

国産車優遇を軸とする投資誘致策

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

ASEANでは、域内関税の引き下げ・撤廃による市

を超えたが、
「Eco Car」対応の小型乗用車の新車効

場アクセスの改善が進む一方で、投資獲得競争が繰り

果に後押しされた格好である。タイ政府は、さらに

広げられてきた。先行したのは「アジアのデトロイト」

「Eco Car」第２弾を2013年に導入。これにより四輪

構想を打ち出したタイで、法人税減税を柱とした投資

車生産を年間300万台に引き上げたい考えである。

誘致戦略を成功させた。これに続いたのがインドネシ

「Eco Car」第２弾をめぐっては各社の対応に濃淡

アで、内需の成長性を武器にASEAN第２位の自動車

がみられ、市場の先行きの不透明さを背景に投資計画

生産国の地位を築いている（図表１）
。

を実施できないメーカーが出てくる可能性があるが、

タイは、1997年のバーツ切り下げに端を発する経済

年産目標300万台を含む成長シナリオについては維持

危機の後、輸出拠点化を軸とする自動車産業政策を導

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

図表１

東南アジア主要５カ国：自動車生産台数

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
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一部の車種の生産がタイに移管されると
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、
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タイ自動車産業の最大の優位性である。
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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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Fordが完成車工場を閉鎖する予定で、
考えられる。輸出競争力の源泉であり、
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ラリアでは2017年までにトヨタ、GM、
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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
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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
わな

づいている。
「中所得国の罠」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

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）

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

を20万台に拡大したい考え。タイの「Eco Car」とイ

いる。最大の懸案事項は国産化の成否である。2013年

ンドネシア「LCGC」では排気量などのスペックに関

９月に始動した低価格低燃費車（LCGC）プロジェク

する規定があり小型セダン／ハッチバックが中心と

トでは、タイの「Eco Car」政策同様に奢侈税を優遇

なっているが、
「EEV」には車種の規定がなくすべて

（全額免除）する一方で、現地調達を推奨しており、

のセグメントが対象となっている。間口を広げること

特定の部品の現地化の状況や計画を６カ月ごとに報告

で投資誘致競争での遅れを挽回したい考えだが、内需

するよう求めている。LCGC政策の最大の目的は国産

の成長余力が大きくないこと、輸出に必要なコストと

化促進であり、貿易赤字対策だと考えられる。すでに

品質の面で競争優位が高くないこと、優遇・恩典の内

四輪生産が年間100万台を超えるインドネシアでは今

容が不透明であること（投資開発庁MIDAとの個別交

後、モータリゼーションの本格化が期待され、さらな

渉により決まる）を主な理由に、乗用車生産125万台

る需要拡大が見込まれる。しかし、部品産業・裾野産

を達成することは難しいだろう。

しゃ し

業の育成が遅れればタイなどからの部品・部材の輸入

１億人前後の人口を抱えるフィリピンとベトナム。四

に依存するかたちを続けざるを得ない。インドネシア

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

政府は、貿易赤字というかたちで成長の果実が流出し

ともあり、自動車産業の育成は進んでいない。ASEAN

てしまうことを抑えたい考えで、国産化強化という体

域内製の完成車にかかる関税が撤廃済みのフィリピン

質改善に取り組んでいる。また、近年は完成車輸出の

においてはすでに自動車各社が現地生産車を絞ってい

拡大にも本腰を入れており、内需と輸出の２輪走行が

る。市場シェア１～２位のトヨタと三菱自が設備投資を

始まっている。

継続する考えだが、市場全体の輸入車比率は今後も

国際競争力の獲得を目指す馬比越

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。

マレーシアとフィリピン、ベトナムも新しい自動車

世界４位の二輪車生産・販売国となっているベトナ

産業政策を示しており、車両組立セクターの活性化や

ムだが、四輪車の組立産業は現地調達率の低さを理由

グローバルサプライチェーン（供給網）におけるプレ

にコスト競争力に乏しい。ベトナム政府は自動車産業

ゼンス拡大を狙っている。ただ、現実にはタイとイン

の活性化を目指して、将来への基本方針となる「2025

ドネシアからの輸入車が増加する傾向が続く見通しで

年までのベトナム自動車発展戦略および2035年までの

ある。

ビジョン」を2014年７月に示しているが、目標達成に

60万台市場のマレーシアは、EEVと呼ぶ低燃費車

向けた具体的な方策は正式発表されておらず、省庁間

を軸に2020年までに乗用車の生産を125万台に、輸出

の調整が難航しているもよう。産業育成に注力したい
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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

れており、市場規模や裾野産業、投資優遇策といった

明である。しかし、新産業政策導入のいかんにかかわ

事業環境の優位性を理由に今後もタイとインドネシア

らず、タイ製車両とのコスト競争力の差を埋めること

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。

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

タイでは、2013年１月に最低賃金が全国一律300バー

予想される。一方で、安価な労働力を目当てに部品分

ツに引き上げられており、人件費上昇が顕著である。

野への投資は引き続き増加する見通しで、グローバル

カンボジアやミャンマーから多数の労働者が流入して

サプライチェーンでの存在感は高まるだろう。

いるが、失業率は低く、賃金の上昇プレッシャーは強

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。

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

これによりヒト・モノ・カネの移動の円滑化、自由化

利用した分業・補完体制の構築が今後さらに広がる可

がさらに拡大する見通しで、単一市場および単一生産

能性がある。また、インドネシアのジャカルタ周辺で

拠点の形成に向けた取り組みが前進する。また、こう

も毎年10％を超える賃上げが続いており、生産工程

した動きと並行して、タイおよびカンボジア・ラオス・

（の一部）を労務費の低廉なCLMなどに移管する動き

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。

てい れん

がみられる。

TPP 発効の恩恵はベトナムに

AECは、ASEAN自由貿易協定（AFTA）を深化

タイが１トンピックアップトラックや小型乗用車の

させるもので、経済統合や域内協力を目指す枠組みで

世界有数の輸出拠点となっていることは先述のとおり

ある。域内経済の活性化につながるとの期待があるが、

である。タイは自動車部品の輸出拠点としても機能し

一方で自動車産業を含む製造セクターへの影響はあま

ており、供給先はASEAN域内だけでなく、日本、南

りないとの見方が中心である。ASEANでは、関税回

アフリカ、米国、ブラジル、インド、オーストラリアな

避を目的に主 要 各国に生 産 拠 点が 配 置されたが、

ど世界の主な自動車生産国が含まれる。また、フィリ

AFTAの共通効果特恵関税（CEPT）スキームなどに

ピンとベトナムも自動車部品の輸出国である。完成車

よる関税引き下げ・撤廃が2015年までにおおむね完了

分野では苦戦を強いられているフィリピンとベトナム

しており、こうした市場アクセスの改善に合わせた生

だが、低コストの生産国として注目度が高まっている。

産・供給体制の再編・最適化の動きもひとまず完了し

こうしたなか、2015年10月５日に環太平洋経済連携協

ている。先述のとおり、100万台前後に内需が成長し

定（TPP）が大筋合意に至っており、ベトナムへのプ

たタイとインドネシアを軸に生産・供給体制が整備さ

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、

図表２
（万台）
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東南アジア主要 6 ヵ国：自動車販売実績・予測
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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
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リピンなどは参加していない）
。今後、
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最終合意・署名、各国の国内手続（議
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会承認）などを経て発効を目指すことに
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なっており、早ければ2016年後半に発効
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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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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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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

図表３

東南アジア主要６カ国：自動車販売台数

（万台）
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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
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出所：各国自動車工業会資料などより FOURIN 作成

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

なかったことに加え、市場の先行き不透明感が影響し

いてベトナム製品の付加価値分を加算できるようにな

た。GMと同 様 の 理 由 で、VWと上 海 汽 車も「Eco

るとみられ、日本経由の輸出も拡大する可能性がある。

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

成長機会と事業リスクが混在

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

ASEANの自動車市場は、人口大国のインドネシア

響、中国経済の停滞、タイの政情不安といったマイナ

やフィリピン、ベトナムなどの経済成長に支えられる

ス要因は当面続くだろう。原油などの資源価格の下落

かたちで、2020年までに400万台に達すると予想され

は、エネルギー輸入国にはプラス効果もあるが、マ

る（図表２）
。さらに2025年までに500万台を超える可

レーシアなど一部の資源国の経済や財政にマイナスの

500000

影響が出始めている。また、AFTAやTPPなどによる
400000

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

関税引き下げ・撤廃がさらに進めば、各国の税収減少

桁減に沈む見通し（図表３）
。景気悪化が長引く可能

につながりかねない。経済発展の影で肥大している所

300000

性もあり、成長速度の下振れリスクがある。また、中

200000
得格差の問題が今後さらに広がる可能性があるほか、

国や資源国の経済失速を受けて、域外への輸出も伸び

タイでは人口ボーナスの終了や高齢化といった社会構

悩む可能性があり、生産計画の下方修正に迫られる

造の変化もみられる。日系企業にとって最も重要な生

100000

0
産・販売拠点のひとつに育ったASEANだが、成長機

ケースが想定される。

会と事業リスクの再検証が問われている。

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

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
（万台）
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