
 

1 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.    

 禁無断転載 

2010 年 8 月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 

第 3回スリン ASEAN事務総長と日本人商工会議所連合会

（FJCCIA）との対話について 
 

 

ASEAN 事務局スリン事務総長と ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）とは 2010

年 7 月 6 日、シンガポールで第 3 回目となる対話を行った。ASEAN は 2015 年に ASEAN

経済共同体（AEC）構築を目指すが、FJCCIA は AEC 構築に際して ASEAN 事務局のイ

ニシアチブにより優先的に解決、もしくは改善への取り組みが期待されるビジネス上の障

害等 6 項目を指摘した。 

今回の対話の内容について、ジェトロは日刊「通商弘報」1において 7 月 20 日から 29 日

にかけて 6 回シリーズで掲載した。シリーズ 1 本目から 5 本目は在 ASEAN 日系企業が抱

える問題点と具体的な要望提示、そしてその背景について、最後となる 6 本目は ASEAN

側の取り組みの現状について事務局側説明を紹介した。本レポートはそれを取りまとめた

ものである。 
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1通商弘報は、70 ヵ所を超えるジェトロ海外事務所の駐在員から送られる国際ビジネス関連情報を、いち早くお手許にお届けす

るニュースサービスです。ウェブサイトは 1 日 2 回更新、メールニュースが毎日配信（土日祝祭日除く）されます。購読方法な

ど詳細については、ジェトロのウェブサイト（http://www.jetro.go.jp/biz/kouhou/subscription/）をご覧ください。 
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ビジネス環境改善に向け６項目からなる要望書を提出 

 

＜これまでの経緯＞ 

2008 年から始まった対話は今回で第 3 回目を迎えた。第１回目は、主に ASEAN 各国で

の日系企業を取り巻く環境、現状、課題等についてスリン事務総長に説明、理解を促した。

第 2 回目は、FJCCIA として初めて統一した「在アセアン進出日系企業からの制度改善要

望書」を ASEAN 経済共同体（AEC）ブループリントの項目に沿った形で作成し、同事務

総長に提出した。 

もともとこの対話は、「ASEAN が抱える様々な問題を解決するには、ステークフォルダ

ーと良好なコミュニケーション関係構築が重要」との認識を持つスリン事務総長の発案か

ら始まった。同事務総長は、「ASEAN 単位で日本人商工会議所連合会のようなものを立ち

上げ、ASEAN 事務局に要望を出して欲しい」と在 ASEAN 日本側産業界に対話の場を持つ

ことを提案した。これを受けて、ASEAN 各国の日本人商工会議所（注）は、FJCCIA を新

たに組織、ASEAN 地域全体を見据えた活動や提言を行うことにした。 

第 2 回目の「在アセアン進出日系企業からの制度改善要望書」については、2009 年 10 月

にタイ・ホアヒンで開催された ASEAN 高級経済事務レベル会合（SEOM）の場で、ASEAN

事務局より加盟各国の経済関係省庁局長クラスに伝えられた。今回の会合では、前回

FJCCIA が要望した事項に関し、ASEAN 事務局側からその進捗状況、遅れていればその理

由などについてもあわせて説明がなされている。これについては別途シリーズの中で報告

する。 

＜税関手続など 6 項目の改善を要望＞ 

第 3 回目となる今回、日系産業界が抱えている問題点のうち、「ASEAN 全体として取り

組むべき課題」として ASEAN 事務局のイニシアチブにより解決されることが期待される

次の 6 項目を採りあげた。 

ア）税関手続 

イ）AFTA フォーム D 取得に関する問題 

ウ）基準、認証、表示制度の合理化及び調和 

エ）知的財産権保護の徹底 

オ）ASEAN+1 FTA について 

カ）産業人材の育成によるグローバル供給ネットワークへの参加 

 

このうち、ア）～ウ）は、「A.単一市場及び単一生産拠点」実現にとって最も重要であり、

域内における製造ネットワークを発達させることで、ASEAN が世界の製造センターまたは

グローバルサプライチェーンの強力な核として機能出来る。エ）は、域内での産業活動の
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付加価値を高め且つ競争力向上に重要な政策である。オ）は、ASEAN がグローバルサプラ

イチェーンの強力な核となり、且つ投資先としても「ASEAN の中心性」を維持していくた

め、ASEAN+1 FTA の魅力を増大させ、利用促進に資する改善が不可欠である。カ）は、

グローバルな競争が激化する中で、ASEAN 企業が競争力を強化し、域内での活動の付加価

値を高めていくことは不可欠との観点から、各国産業の優位性に基づき、産業の高付加価

値化、取引円滑化を担う人材の育成に注力することを要望している。 

提言書はこれら各項目毎に、①在ASEAN 日本企業が抱える問題、②改善要望、③ASEAN

事務局に対する提案、の 3 つで構成される。これら要望に ASEAN 事務局は回答を示すと

しており、同要望書は8月にベトナム・ダナンで開催されるASEAN経済相会議にもASEAN

事務局を通じて提出される。 

次回以降、FJCCIA が提案した 6 項目について詳しく報告する。 

（助川成也／本田智津絵） 

 

（注）ASEAN 各国によって呼称が異なる。その多くは日本人商工会議所であるが、カンボ

ジアは日本人商工会、ベトナムは日本商工会、インドネシアはジャパン・クラブと呼

ぶ。現在、ブルネイを除く ASEAN9 カ国の企業数は 4,447 社。 
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求められる税関手続き改善を通じた予見可能性の向上 

 

ASEAN 域内でサプライチェーンを構築する企業にとって、通関手続きの円滑化はチェー

ン全体の時間短縮に直結することから関心は高い。しかし、在 ASEAN 日系企業の中には

税関手続き上の問題点を指摘する声は多い。ASEAN 全体の競争力強化には、通関問題改

善は避けては通れない。ASEANグリーンレーン制度や ASEAN シングルウィンドウなど、

各種措置の早期導入とともに、「ASEAN カスタム・ビジョン 2015」実現に向け、ASEAN

事務局のイニシアチブが期待される。 

 

＜関心が高い税関手続き上の問題＞ 

税関手続きは、ほぼ全ての在 ASAEN 日系企業が原材料調達や製品輸出などを通じ関係が

深く、そのため関心も非常に高い。特に、通関手続きの遅滞や煩雑な手続き、不透明な手

続き等は、ASEAN 全体でサプライチェーンネットワークを構築している企業にとってコス

ト高のみならず、チェーン全体に影響を及ぼす懸念も指摘される。 

ジェトロが 2010 年 1 月に発表した在アジア･オセアニア日系企業活動実態調査（2009 年

9～10 月実施）（注）でも、経営上の問題点として通関問題を指摘された国も多い。例えば、

各国のアンケート回答企業のうち「通関等諸手続きが煩雑」と答えた企業の割合は、ミャ

ンマーで 76.9％、ベトナムで 76.2％と非常に高い割合を示し、これにインドネシア（57.7％）、

フィリピン（39.4％）が続く。また「通関に時間を要する」として日系企業が問題視してい

るのは、ベトナムが最も多く 54.0％と半数以上がその悩みを抱えている。またミャンマー、

インドネシア、フィリピンでもその比率は 4 割を超える。 

この 2 つの事項では、タイ、マレーシア、シンガポールの名前が挙がっていないが、タイ

では「関税の課税評価の査定が不明瞭」（35.9%）、「通達・規則内容の周知徹底が不十分」

（34.4%）、「関税分類の認定基準が不明瞭」（30.9%）などの問題点が指摘されている。一

方、マレーシアでは、「通達・規則内容の周知徹底が不十分」とする割合が 36.3%で最大、

これに「通関等諸手続きが煩雑」、「通関に時間を要する」が続くものの、28.7％に過ぎない。

一方、シンガポールは 6 品目を除き全て関税が撤廃されていることもあり、貿易制度面で

の指摘事項は 1 割台にとどまっている。 

＜求められる税関手続き簡素化＞ 

ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）は、税関手続き上の問題点として次の 2 点

について指摘、改善を求めた。 

(1)．税関手続の簡素化、特に優良事業者への税関手続の簡素化や ASEAN シングルウィン

ドウの構築・導入が進んでいない。また、品目と関税コード解釈が税関または税関担

当者によって異なり、不合理な関税徴収を強いられている。 
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(2)．ASEAN 加盟国の税関には密輸摘発にかかる報奨制度があり、企業は不合理な徴税を

強いられている。 

こうした問題点に対し FJCCIA は、(1)については、優良事業者への税関手続簡素化を行

う「ASEAN グリーンレーン制度」、「ASEAN シングルウィンドウ」及び「事前教示制度」

の構築・導入並びに世界関税機構（WCO）等が実施する税関担当者への教育プログラムの

実施を加速することを提言している。また(2)の報奨制度については、WCO の｢税関手続の

簡素化及び調和に関する国際規約｣（京都規約）で報奨制度は用いるべきでないと勧告され

ていることから、同報奨制度の廃止を求めた。 

＜「ASEAN カスタム・ビジョン 2015」の確実な実施を＞ 

ASEAN 事務局統計によれば、2009 年において ASEAN10 カ国の域内取引比率は、輸出

で 24.6％、輸入で 23.8％と各々ほぼ 4 分の 1 に達する。実際に、ASEAN 域内で複数拠点

を持ち、その複数拠点間で部品や完成品の相互補完をする企業も多く、それら企業を中心

に、域内取引の円滑化に資する施策を求める声がある。今回、FJCCIA は域内貿易につい

て以下の 2 点を指摘した。 

(1)．ASEAN 域内拠点間での製品・部品相互補完で使用される「リターナブルボック

ス」（通い箱）について、関税を非課税とする制度があるにも係らず、プロセス面

での処理要領が不備であるがために実質課税する国がある。 

(2)．ASEAN 加盟国間貿易にかかる通関関連書類が各国言語のみの国があり、域内取

引円滑化に支障をきたす場合がある。 

「リターナルボックス」の使用は、特に ASEAN 域内の複数拠点間で日常的に部品や完成

品の相互補完を行っている企業で使用される事例が見られるが、非課税制度運用に関する

処理要領を、日本をはじめとした国際的な水準に整合させ、ASEAN 域内での実質非課税扱

いを実現することが求められる。 

これら ASEAN 各国の税関に関する問題点について、もともと国毎に制度が異なることを

要因にその運用が異なっている。税関手続きの簡素化や品目と関税コード解釈に関する問

題点などについて、ASEAN は加盟各国の関税局長が参加し策定した「ASEAN カスタム・

ビジョン 2015」（http://www.aseansec.org/22019.pdf#search='ASEAN custom vision 

2015'）で改善やその調和を目指すことが明記されており、同ビジョン実現に向け適切な措

置の実施が求められる。FJCCIA は ASEAN 事務局に対し、各種必要措置の適切な施行を

各国に働きかけるとともに、これに盛り込まれていない措置については、ASEAN 事務局か

ら ASEAN 関税局長会議や高級経済事務レベル会議（SEOM）等に問題を提起し検討を促

すよう要望した。 

（助川成也） 
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（注）ASEAN 諸国で同調査対象国は、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、シ

ンガポール、ベトナム、ミャンマー。そのため、ラオス、カンボジア、ブルネイでの調査

は行っていない。 
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原産地証明書取得手続きの簡素化を求める 

 

ASEAN 事務局スリン事務総長と ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）との対話で、

ASEAN 自由貿易地域（AFTA）利用のための原産地証明書「フォーム D」についても取り

上げられた。FJCCIA は COO 取得申請の簡略化に加えて、COO に FOB 価格を記載しな

いよう求めた。依然として、COO 取得業務が「煩雑」と考える企業も多く、域内取引活性

化に向けた ASEAN 側の対応が求められる。 

 

＜フォーム D の二つの問題＞ 

ASEAN において今年 1 月から ASEAN 自由貿易地域（AFTA）により、先行加盟 6 カ国

の関税が撤廃された。しかし、関税撤廃の対象はあくまで「ASEAN 製品」である。そのこ

とを証明するのが原産地証明書（COO）「フォーム D」である。 

製品輸入時にフォーム D を税関に提示をすることで、輸入者は関税減免の恩恵が受けられ

る。しかし、当該製品の原産地を証明する手続きは製造者もしくは輸出者側が行わねばな

らない。ASEAN の製造企業もしくは輸出者の中には、原産地証明書取得に対し、求められ

る書類が多い等煩雑と感じている企業もある。また、フォーム D 自体が、実際の取引形態

に即していない点が利用を妨げている。今回、FJCCIA はフォーム D について主に以下の

問題点を指摘した。 

(1)．原産地証明書（COO）発給申請において、「インボイス」の提出が求められてい

る。また、関税番号変更基準での COO 取得にも関わらず、関税番号変更とは無

関係の「コスト分析表」の提出が求められている。 

(2)．COO に FOB 価格の記載が求められている。このため、仲介貿易において AFTA

の利用が進まず、ASEAN 域内貿易の拡大機会を逸している。 

これら問題から、FJCCIA は ASEAN 事務局に対し COO 発給申請書類のうち「インボイ

ス」の提出を、関税番号変更基準利用の際には「コスト分析表」の提出を、それぞれ省略

することを求めた。また COO には FOB 価格を記載しないことを求めている。 

 

＜「関税番号変更基準」での提出書類の簡素化を＞ 

2008 年 8 月以降、AFTA の原産地規則は、これまでの「域内累積付加価値率 40％以上」

から、同基準と「関税番号変更基準（4 桁）」との選択性になった。しかし、ASEAN 諸国

の多くは、新基準を企業が用いた場合であっても、これまで通りインボイスの提出を求め

るなど簡素化されてはいない。 
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在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2009 年 9～10 月実施）で、輸出において

FTA を活用している在 ASEAN 企業 216 社に FTA 活用に際しての問題点の有無とその詳

細を聞いたところ、「特に問題はない」とした企業が 34.3％を占めるなど、COO 発給申請

業務が根付いてきていることが表れている。その一方、依然として「原産地証明書取得手

続きが煩雑である」と回答した企業も全体で 30.1％ある。 

このため今回、ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）は ASEAN 事務局スリン事

務総長に対して、AFTA 利用円滑化のため、「インボイス」や「コスト分析表」等の提出省

略化を求めた。日本では、経済連携協定（EPA）利用に際し、当初は ASEAN と同様にイ

ンボイスの提出を求めていたが、企業の負担軽減を通じた EPA の利用促進を図る観点から

省略している。 

＜COO 上の FOB 価格が域内取引を妨げ＞ 

もう一つの問題点は、COO 上に FOB 価格が記載されていることである。ジェトロが 2007

年 11～12 月に行ったアンケート調査によると、在 ASEAN 日系製造企業 570 社のうち、ア

ジア域内向け輸出で仲介貿易を使っている企業は 91 社（16.0％）だった。輸出者と仲介者、

そして輸入者が全て同じグループ内企業であれば、大きな問題はない。しかし、最終輸入

者がグループ外企業であった場合、輸入者は「COO に記載された FOB 価格」と「仲介国

企業からのインボイス」を比較することで、仲介者のマージンを知ることが出来る。その

結果、仲介国企業は最終輸入者に自らのマージンを知られることを避けるため、域内取引

で関税が減免されたとしても AFTA 利用を回避することになる。 

これらフォーム D に関する問題点について、FJCCIA は ASEAN 事務局に対し、高級経

済事務レベル会合（SEOM）や経済閣僚で構成される AFTA 評議会にこの問題を提起し、

検討を促すことを求めた。 

（助川成也） 
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「単一市場」に向け基準・認証・表示制度の合理化・調和を 

 

ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）は ASEAN 事務局スリン事務総長に対し、真

の「単一市場」創設には域内共通標準の推進と相互認証が重要と訴えた。また、数年来の

エネルギー価格高騰で「省エネ」に注目が集まっているが、家電分野では省エネ性能表示

制度を実態に即したものへと改善を、また自動車分野ではバイオ燃料の品質規格の調和に

向けた対応策の検討を、それぞれ提案した。 

 

＜真の単一市場に向けて必要な ASEAN 共通標準＞ 

2010 年 1 月、ASEAN 自由貿易地域（AFTA）により ASEAN 先行加盟 6 カ国の域内関税

はほぼ撤廃された。2015 年には後発加盟 4 カ国も撤廃する予定であり、ASEAN は 5 億 8

千万人の市場となる。但し、ASEAN は関税同盟ではないため、域内で取引をする際も物理

的に「税関」は存在し、通関手続きが求められる。また、通関時には、当該製品の仕様が

輸入国側の製品・安全基準、環境基準などに適合している証拠書類を提示する必要がある。 

現在、ASEAN では域内「標準化」が進んでいるとは言い難い。ASEAN は ASEAN 品質・

規準認証諮問協議会（ACCSQ）のもと、優先する 20 製品と 81 種類の安全基準を調和した

に過ぎない。また、基準の相互認証では電子・電気、化粧品で比較的進んでいるが、他分

野では、医薬品、食料品、自動車製品、伝統薬・健康補助食品、木材製品、ゴム製品、医

療機器でワーキンググループが設置され、検討が始められている段階にある。 

各国は主に独自に基準を設置しているか、または基準自体が存在しない。そのため、

ASEAN 域内の複数国に輸出する場合、製品を仕向け地毎の基準に適合した仕様に変更する

必要がある。特に市場自体が小さい場合、仕様変更は生産コスト上昇に直結する。ASEAN

が目指す真の「単一市場」と競争力のある「生産拠点」を実現するには、様々な分野に存

在する基準制度を合理化し、その不統一を是正することが重要な課題となっている。 

 

＜性能が正当に評価される表示を＞ 

今後、ASEAN 先行加盟国の低所得層および後発加盟国を中心に、家電製品の本格的な普

及期を迎えることが期待される。ASEAN 市場において、日系家電メーカーはサムスン、

LG 等韓国メーカーと激しい競争を繰り広げているが、近年、韓国企業の攻勢に曝される場

面も多い。現在、ASEAN はエネルギーを主に輸入に依存しており、近年の原油高が高い電

気料金や慢性的な電力不足に拍車をかけている。その背景にもと、省エネ機能に優れた日

本製品が競争力を発揮できる可能性が高い。それには、消費者に正当な省エネ機能や性能

を示す必要がある。しかし、省エネ性能基準および省エネ性能表示制度があるのはタイや

シンガポール等一部の国に過ぎず、また制度がある場合でも省エネ性能基準の前提となる
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定格性能評価が実際の使用実態を必ずしも反映したものとはなっていない。 

例えば、エアコンのインバーターは、季節や時間帯によって変化する温度に応じ、コンプ

レッサーの回転数を制御することで低い消費電力ときめ細かい温度調節とを実現している。

しかし、残念ながらこれら各国の定格性能評価は「外気温 35℃」が継続する前提のもので

あり、実態に即した性能評価制度とはなっていない。また、省エネ性能表示制度も国ごと

にランク分けの閾値が異なっており、ASEAN で統一した表示が求められる。 

そのため FJJCI は ASEAN 事務局に対して、ASEAN での統一表示制度創設について議

論を始めることを要請するとともに、その際、ACCSQ の電気電子分野の相互認証協定に関

する統合委員会を活用するのが有効とアドバイスを行った。 

 

＜導入が進むバイオ燃料の早期基準化を＞ 

自動車分野では、自動車に使われる部品点数は多く、各国もしくは ASEAN 独自で環境や

安全に係る技術基準を策定するのは難しく、国際的に活用されている基準を準用すること

が現実的である。製造業者のコスト削減には、各国の事情を踏まえながらも、各国基準を

UNECE（国連欧州経済委員会）規則に可能な限り調和させるとともに、「自動車の相互承

認に関する国連 1958 協定の枠組み」に基づき相互承認を実現することが求められる。 

これらは「ACCSQ 自動車ワーキンググループ」で既に議論が始まっているが、各国の事

情を踏まえながら着実に進めることが重要である。これらを背景に、FJCCIA は ASEAN

事務局に対して、自動車の構造および装置の安全・環境に関しては UNECE 規則に準じる

よう、また国連 1958 協定未参加国に対して参加を働きかけるよう、それぞれ要請した。 

また自動車産業では、前述のエネルギー価格の高騰により、国や企業によって注力する分

野は異なるものの、省エネを目的に様々な車種が登場している。例えば、ハイブリッドカ

ーや電気自動車に加え、エコカー、天然ガス車、バイオ燃料車等が併存している。タイは、

エコカーを自動車産業振興策の柱に据えながらも、同時にパーム油、キャッサバ、サトウ

キビ等自らが持つ豊富な生物資源由来のバイオエタノールが使用可能な車両の物品税引き

下げで普及を後押しするなど、省エネに対する取り組みを強化している（注）。 

しかし、バイオ燃料には ASEAN 各国で統一した品質基準はない。そのため、品質が異な

るバイオ燃料の使用により、エンジン自体を傷めることが懸念される。今後、バイオ燃料

について、各国の事情を踏まえつつ、品質に関する規格の調和を進めることが不可欠であ

る。 

FJCCIA は ASEAN 事務局に対し、東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）で策

定している軽油混合用バイディーゼル燃料品質のベンチマークと各国の品質規格との整合
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性など、バイオ燃料の品質規格に関する各国の状況を調査し、今後の対応策について検討

を進めることを要望した。 

（注）自動車物品税は通常30％であるが、バイオエタノールが20％混合されたE20は25％、

同 E85 では 22％へと軽減されている。 

（助川成也／秦茂則） 
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知的財産権の保護強化を求める 

 

知的財産権保護問題について、ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）は域内での制

度調和、模倣品対策などを求めた。依然として模倣品が市中に流通し、特許をはじめとし

た各種知的財産権の取得に時間がかかる中、知的財産関連の人材育成や制度整備など中長

期的なインフラ整備も含めた域内の知的財産権保護強化が求められる。 

 

＜域内共通制度の構築など 3 点を要望＞ 

 知的財産権の保護強化を通じた ASEAN 諸国の貿易・投資環境の整備は、それらの国で

事業を行う日系企業のビジネスコストを引き下げるだけでなく、対内直接投資の拡大によ

る経済発展を通じて、世界経済の持続的な成長に寄与する。 

 特許や商標などの権利取得に際しては、ASEAN 各国で制度や運用が異なることによる労

働負担やコスト高に加え、審査の結果が得られるまでの期間の長期化と審査の質の問題が

指摘されている。 

 知的財産権の取得後も、その行使（エンフォースメント）に際し、制度上の未整備や運

用の不透明性の問題がある。そのため、ASEAN でも日系企業の製品の模倣品や海賊版が流

通しており、市場での利益喪失だけでなく製品安全性の面で各企業のブランドイメージを

損ないかねない状況になっている。これらを踏まえ、FJCCIA は知的財産権問題について、

以下の 3 つの改善要望を提示した。 

 

（1）ASEAN 域内の共通制度（特許・意匠・商標）を構築する。 

（2）職員の能力向上や他国審査結果の活用を図り、審査の迅速・的確化を図る。 

（3）マドリッド協定議定書、世界知的所有権機関（WIPO）著作権条約などの国際条約の各

国での早期批准・発効を進め、水際や市中での模倣品・海賊版問題への対策を強化す

る。 

 

＜迅速で簡便な知的財産の権利取得に向けて＞ 

 質の高い特許や商標などの知的財産権を、より低コストで適時に取得することは、

ASEAN 地域での企業活動に不可欠で、特に 2015 年の ASEAN 経済共同体（AEC）に即し

た各国共通の知的財産制度の構築が求められる。AEC ブループリントでも、商標の国際出

願制度であるマドリッド協定議定書に加入することが各国の努力規定とされるとともに、

ASEAN 意匠出願システムの創設など、域内の制度調和や協力強化がうたわれている。 

 こうした取り組みは、96 年に設立された ASEAN 知的財産協力作業部会（AWGIPC）を

中心に進められている。AWGIPC の枠組みで、ASEAN 内の複数の知的財産庁で審査結果
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を活用することによって、特許取得プロセスの時間を短縮し、各知的財産庁での審査の質

を改善することを目的に、09 年 6 月 15 日から ASEAN 特許審査協力（ASPEC）プログラ

ムが開始された。今回の対話では、この取り組みの一層の促進も要請した。 

 これらの制度的な整備に加え、制度を運用する良質な人材の確保も重要で、官民を問わ

ず知的財産問題に関する知見を持つ専門家の養成に力を注がなければならない。また、権

利付与・登録機関や取り締まり機関の事務が適切かつ効率的に機能するよう、国を超えた

必要な情報の収集・整理やその共有に向けて ASEAN 事務局に主導的な役割を求めた。 

 

＜域内での模倣品・海賊版の撲滅対策を＞ 

 ASEAN でも、日本企業製品の模倣品・海賊版問題は深刻で、自動車・バイク部品をはじ

め、ゲーム、映画・ビデオ、キャラクターグッズの偽物が市場に流通している。日本国特

許庁が 09 年に行った調査によると、ASEAN 域内で流通する模倣品は、もっぱら中国で生

産され、国境を越えて各国に持ち込まれていることが分かる（表参照）。 

(表) 日本企業製品への外国製模倣品の域内流通状況・被害者数(2008年度)
（単位：社数)

日本 中国 台湾 韓国
インド
ネシア

タイ
マレー
シア

シンガ
ポー

ベトナ
ム

フィリ
ピン

中国 188 384 94 74 56 63 52 43 50 34
台湾 41 40 89 20 8 9 6 6 3 5
韓国 39 23 16 91 3 3 2 2 1 1
インドネシア 1 2 0 1 13 3 3 3 1 1
タイ 7 5 0 1 3 19 2 2 3 2
マレーシア 3 4 0 1 3 5 15 5 3 3
シンガポール 1 2 0 0 2 0 0 4 0 0
ベトナム 8 6 1 2 4 3 3 3 11 3
フィリピン 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4

(注)複数回答、中国は香港も含む。2008年度に産業財産権登録出願の上位8,000社に対して実施。
（出所）2009年度模倣被害調査報告書(2010年3月特許庁国際課)

製
造
国
・
地
域

販売・消費国・地域

  

 このような状況を踏まえ、ASEAN 事務局に対して、税関関係者をはじめとした当局の情

報共有の場を主導する役割を期待するとともに、模倣品・海賊版の域内への流入や流通の

防止に向けて、各国の取り締まり関連法令の整備や運用体制の強化を促すよう求めた。 

 また、中国で生産される模倣品・海賊版が ASEAN 域内に流入している問題への対策と

して、ASEAN・中国 FTA などの交渉会合を通じて、ASEAN 事務局と ASEAN 諸国から

中国に対して問題解決に向けて働き掛けるよう要請した。 

（大畑通隆）  
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求められる経済統合における日本の積極関与 

 

これまで 5 回に亘って在 ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）がスリン ASEAN 事務総

長に対し提示した具体的な要望とその背景を解説した。FJCCIA の具体的な要望提示は 2 回目

になるが、シリーズ最後となる本稿では、前回の対話で提示された課題を含め、ASEAN の取り

組みの現状について、事務局側説明を紹介する。ASEAN 各国政府の規制緩和や自由化措置

は、ASEAN 経済共同体措置の一環で実施されている場合も多い。日本企業は統合体としての

「ASEAN」に積極的に関与し、ルール作りに参画していくことが重要である。 

 

＜フォーム D 上の FOB 価格省略化は困難＞ 

本対話には、ASEAN 事務局側からスリン事務総長とともに経済共同体を担当するプッ

シュパナタン事務次長が出席した。同事務次長は前回の対話で FJCCIA 側から提示された

要望を含め現在の ASEAN の取り組みとその進捗について説明した。 

物品移動の自由化では、関税削減の進展状況について説明した。2010 年 1 月 1 日時点で

ASEAN6 カ国の関税削減・撤廃対象品目（IL）のうち「関税が撤廃された品目の割合は

99.65％にのぼり、その平均特恵税率は 0.05％にまで低減している」とした。一方、後発加

盟 4 カ国では、98.86％の品目が関税率 0～5％にまで削減されていることを報告している。 

AFTA は現在、利用される FTA へと変化を遂げてきているが、今回 FJCCIA は利用上

の課題として、(1) 各国とも原産地申請の際に求められる書類が異なること、(2) 原産地

証明書フォーム D に FOB 価格が記載され、商流上第 3 国を経由する貿易について（仲介

貿易）仲介者のマージンが明らかになるため、最終輸入者が第 3 者である場合は利用でき

ない、ことが問題点として挙げられていた。この問題に対してプッシュパナタン事務次長

は、①については、「各国のリスク管理上必要な水準が異なり、申請手順や提出書類を調和

することは難しい」としながらも、「申請手続きガイドラインを設置することにより、加盟

各国は継続的に改善努力を続けている」とした。また、②については、「ASEAN 原産地規

則タスクフォースに問題を提起し議論したものの、フォーム D 上の FOB 価格は、その検証

用途に加え付加価値を累積させる用途にも使用されるため必要」とのタスクフォース側の

見解を説明した。 

ASEAN の標準化に向けた取り組みについて、今回の FJCCIA から改善を要望した省エ

ネ性能基準および省エネ性能表示制度に関する問題点については言及がなかったものの、

プッシュパナタン事務次長は「電気・エレクトロニクス製品について、ASEAN 電気電子機

器共通規制スキームに関する協定（AHEEERR：The ASEAN Harmonized Electrical and 

Electronic Equipment Regulatory Regime）統一規格リスト策定に取り組んでおり、2011

年 1 月に運用を目指す」と進捗を報告した。 
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一方、自動車の構造および装置の安全・環境に関する UNECE 規則の採用については、

「同分野での日本と良好な関係構築が重要」とした上で、「日本自動車工業会（JAMA）か

らの協力を求めたい」とし、JAMA と連携して取り組む姿勢を示した。 

 

＜サービス分野の外資出資規制緩和へ＞ 

サービスおよび投資の移動自由化について、現在、ASEAN は国境を越えるサービス貿

易とサービス消費にかかる市場アクセスおよび内国民待遇の制限の除去に取り組んでいる。

同分野の投資については、2015 年までに外国人出資比率を 70％以上にまで許容すべく外資

出資制限を徐々に緩和していることが報告された。また、ASEAN の投資先としての魅力を

高めるべく 2009 年 2 月に ASEAN 経済相会議で ASEAN 包括的投資協定（ACIA）に署名

したことが紹介された。投資協定は、海外に投資した企業や投資財産の保護・円滑化、そ

して投資規制の明確化を通じて予見可能性を向上させ、投資リスク減尐を目指すものであ

る。ACIA は、製造業、農業、漁業、林業、採掘・採石業の 5 分野とそれら 5 分野に付随す

るサービス業を対象範囲とする。ACIA は、従来 ASEAN の投資保護協定、紛争解決機構に

関する議定書、ASEAN 投資地域（AIA）枠組み協定を一つにまとめた包括的な協定である。 

現在、交渉が行われている WTO ドーハラウンドでは「投資ルール整備」は交渉対象外

である。そのため、これまで日本政府は、経済連携協定（EPA）の枠組みの中で投資章を

設けるか、またはベトナムやカンボジア、ラオスなどに見られる通り二国間で投資協定（BIT）

を締結するなどにより、日本企業の保護を図る枠組みを構築してきた。同事務次長は

「ASEAN で事業を展開している日系企業も ACIA の傘下で保護される」ことを強調した。

現在までに署名は終了しているものの、ASEAN 加盟各国の批准作業は終了しておらず、「8

月にベトナムで開催される ASAEN 経済相会議までに批准するよう呼びかけている」と語

った。 

＜資本移動の自由化に向けた取り組み＞ 

資本移動の自由化に向けた取り組みについても幾つか同次長より報告された。まず、輸

出入取引にかかわる支払いや送金等の規制除去について、ラオスとミャンマーを除く 8 カ

国で取り組んでいる。投資に関する資本ついては、現在目標として掲げているのは、2008

年から2015年までに自由化措置に着手すること、ポートフォリオ関連資本移動については、

規則が 2011 年から 15 年にかけて自由化されることになるとした。加盟国間では資本市場

の開放度に大きな格差があり、各国が同じ水準で自由化することは難しく、加盟各国毎の

状況を踏まえながら自由化に取り組むことが目標となっている。 

また、ASEAN 加盟各国民のビザなし旅行の枠組みは既に先行加盟 6 カ国は有している

ものの、それ以外の国については各々二国間ベースでの協定締結が促進されている。加盟

各国間で大きな経済格差がある中、人の移動の完全自由化は、各加盟国の労働構造の根幹
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を揺るがしかねず実現は難しい。ASEAN は、熟練労働者や特定分野で資格を有する人材に

限定し、人の移動の自由化を推進している。現在までにエンジニア、看護師、建築士、測

量技師、歯科医、会計士、開業医の 7 つで相互承認協定（MRAs）を締結している。加盟各

国は現在、それら MRA の実施に向け国内手続きを進めている。 

＜後発加盟国で目前の問題は電力問題＞ 

ミャンマーやカンボジア、ベトナムの日系企業にとって、目下の課題は、電力問題の改

善である。カンボジア日本人商工会議所は、同対話の中で個別国の問題として「電力不足

と電気代の高さが投資にマイナスの影響。問題解決には、例えば水力発電やスマートグリ

ッドも問題解決方法の一つ」と指摘した。またベトナム・ホーチミン日本人商工会議所は

「電力不足の主な原因は降雨量の尐なさに起因。しかし、急激な経済発展に電力供給量に

追いつかないという構造的な問題がある」と指摘している。 

ASEAN 経済共同体ブループリントでは、ASEAN における電力問題について、「ASEAN 

電力配電網（APG）の開発を促進する」と明記されており、その実行の加速と民間企業の

参画の促進が謳われている。同事務次長は、「ASEAN としても地域統合と地域開発のため

には電力問題の解決が不可欠である」との認識を示したうえで、「ミャンマーやラオスなど

の一部の地域では水力発電の有効活用が可能であり、これをどのように ASEAN 域内全体

への電力網に組み込んでいくか検討の必要がある」とした。更に、「電力担当大臣らは 2015

年までに域内の電力供給の 15～20%をバイオ燃料とし、またエネルギー強度（注）を 8％

削減する目標を立てている」とした。石油や石炭による発電の比重を減らすとともに、エ

ネルギー効率を高めることを通じて効率・効果的な経済発展を目指している。これらの問

題への取り組みについて、今後、域内で議論の上、方針が策定される予定である。 

＜ASEAN への政策提言・制度改善要請を強化すべき＞ 

今回、在 ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）の抱えている課題や提案は、7 月

中旬に日 ASEAN 経済高級事務レベル会合（SEOM-METI）で提示された上で、8 月にベ

トナムで開催される日 ASEAN 経済相会議の場で報告され、問題点の共有化が図られると

ともに、これら問題点解決に向けた何らかのアクションが示されることが期待される。 

現在、在 ASEAN 日系企業は、ASEAN スリン事務総長を通じて高級経済事務レベル、そ

して閣僚会議に課題や抱える問題を提起している。将来的には、在 ASEAN 日本人商工会

議所連合会と ASEAN 経済相との間で定期的な対話の場が設けられることが望まれる。既

に、米国は早くから（1984 年）米国企業で構成される ASEAN・US ビジネス評議会を設

置し、各国および ASEAN 事務局に対するビジネス環境改善のための政策提言・制度改善

要請活動を行っている。実際に、毎年開催される ASEAN の税関局長会議、財務相会議、

そして経済相会議では、これら会議にあわせ同局長、財務相、経済相との間で定期対話を

行い、米国企業の要望を直接伝えている。 
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在 ASEAN 日系企業の場合、これまでの「投資環境改善」の意見具申や「ロビーイング」

相手はあくまで各国政府であり、「ASEAN」ではなかった。しかし現在、ASEAN 各国政府

の規制緩和や自由化措置は、ASEAN 経済共同体実現に向けた統合措置の一環である場合も

多い。日本は今まで以上に、ASEAN に対し積極的に意見を具申し、投資環境の整備を要請

することに加え、「ASEAN に生きる企業の一員」としての ASEAN 統合に協力していく姿

勢を示すことが必要である。ASEAN にとって最大のステークフォルダーでもある在

ASEAN 日系企業の活動円滑化・活発化は、ASEAN 統合や競争力強化に繋がることは間違

いない。 

（助川成也／山﨑織江） 

（注）エネルギー総消費量を GDP で除したもの。経済のエネルギー効率を表す。 

 


