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①競争政策 
②消費者保護 
③知的所有権 
④インフラ開発 
⑤税制 
⑥電子商取引 

①物品の自由な移動 
②サービスの自由な移動 
③投資の自由な移動 
④資本のより自由な移動 
⑤熟練労働者のより自由

な移動 
⑥優先統合分野 
⑦食料・農業・林業 

ASEAN経済共同体（AEC）ブループリント2015の構成 

ASEAN経済共同体「４つの柱」と17の「コア・エレメント」 

競争力のある 

地域 

単一の市場と 

生産基地 

公平な経済発展 グローバルな経
済への統合 

①中小企業 
②ASEAN統合イニシアチブ 

①対外関係 
②グローバル・サプライネットワークへの参加 

（注） 
 ○：実現している（あるいは目指している）、 

 △：対象としているが実現は不十分、 

 ×：実現していない、あるいは、対象としていな
いことを示している。 

ＥＵ ＡＥＣ ＥＰＡ ＦＴＡ
関税撤廃 ○ ○ ○ ○
非関税障壁撤廃 ○ ○ △ △
共通域外関税 ○ × × ×
サービス貿易自由化 ○ △ △ ×
規格相互承認 ○ △ △ ×
貿易円滑化 ○ ○ ○ △
投資自由化 ○ ○ △ ×
人の移動 ○ △ △ ×
知的所有権保護 ○ ○ ○ ×
政府調達開放 ○ × △ ×
競争政策 ○ △ △ ×
域内協力 ○ ○ ○ ×
共通通貨 ○ × × ×

▽AECのEU、EPA、FTAとの比較 

〔ASEAN経済共同体の特徴〕 

  「物品・サービス・人・資本が自由に移動す
る」のは共同市場。ＡＳＥＡＮ経済共同体は
「共同市場」ではない→「FTAプラス」 

  共通関税は採用されていない 

  人の移動も熟練労働者に限定 

  日本が進めるEPA（経済連携協定）と類似 
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(出所）亜細亜大学石川幸一教授 



ASEAN経済共同体（AEC）ブループリント2015の実施状況 

▽主要優先措置数：５０６措置 
▽実施措置数：４７５措置 

（実施率：９３．９％） 

AEC実現に向けた取り組むべき全措置数： 

６１１措置（ 2008～2015年） 

「ASEAN共同体構築のための
『プノンペン・アジェンダ』」 

※大きな影響を及ぼす可能
性のある措置を優先して取
り組む（2012年首脳会議） 

▽全措置数：６１１措置 
▽実施措置数：５０３措置 

（実施率：８２．３％） 

（ ※ASEAN高級経済事務レベル会議（SEOM1/47、2016年1月）で報告されたもの。
計測時点は2015年12月末） 

「ASEAN経済共同体（AEC）２０２５」の「５つ」の柱 

「2015年末のASEAN経済共同体の発足は、真の地域経済統合に向
けた重要なマイルストーン。2016年からASEANが単一の経済的実体
（Single Economic Entity）になることを意味するものではない」 

▽ASEAN非公式経済相会議（AEMリトリート） 
（2015年2月28日～3月1日＠マレーシア） 

高度に統合さ
れ一体化され

た経済 

競争力があり革
新的かつ躍動的

なASEAN 

回復力ある包括的な
人民主導かつ人民中

心のASEAN 

強化された連
結性とセク
ター協力 

グローバル 
ASEAN 
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サービスの種類と所管するASEANの閣僚会議 

1．実務サービス 7．金融サービス
　A．自由職業サービス 　A．全ての保険及び保険関連のサービス
　B．電子計算機及び関連のサービス 　B．銀行及びその他の金融サービス（保険を除く）
　C．研究及び開発のサービス 　C．その他
　D．不動産に係るサービス
　E．運転者を伴わない賃貸サービス 8．健康に関連するサービス及び社会事業サービス
　F．その他の実務サービス 　A．病院サービス

　B．その他の人に係る健康サービス
2．通信サービス 　C．社会事業サービス
　A．郵便サービス 　D．その他
　B．クーリエサービス
　C．通信サービス 9．観光サービス及び旅行に関連するサービス
　D．音響映像サービス 　A．ホテル及び飲食店（仕出しを含む）
　E．その他 　B．旅行業サービス
　　　電気 　C．観光客の案内サービス

　D．その他
3．建設サービス及び関連のエンジニアリングサービス
　A．建築物に係る総合建設工事 10．娯楽、文化及びスポーツのサービス
　B．土木に係る総合建設工事 　A．興行サービス
　C．設置及び組立工事 　（演劇、生演奏及びサーカスのサービスを含む）
　D．建築物の仕上げの工事 　B．通信社サービス
　E．その他 　C．図書館及び記録保管所のサービス

　D．スポーツその他の娯楽のサービス
4．流通サービス 　E．その他
　A．問屋サービス
　B．卸売サービス 11．運送サービス
　C．小売サービス 　A．海上運送サービス
　D．フランチャイズ・サービス 　B．内陸水路における運送
　E．その他 　C．航空運送サービス

　D．宇宙運送
5．教育サービス 　E．鉄道運送サービス
　A．初等教育サービス 　F．道路運送サービス
　B．中等教育サービス 　G．パイプライン輸送
　C．高等教育サービス 　H．全ての形態の運送の補助的なサービス
　D．成人教育サービス 　I．その他の運送サービス
　E．その他の教育サービス

6．環境サービス
　A．汚水サービス
　B．廃棄物処理サービス
　C．衛生サービス及びこれに類似するサービス
　D．その他

出所：外務省ホームページより
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko
/wto/service/gats_5.html） 

ASAEN財務相会議
（AFM）が管轄 

ASAEN運輸相会議
（ATM）が管轄 

ASAEN経済相会議
（AEM）が管轄 

▽WTO事務局のサービス分類（MTN．GNS／W／120）） 

（備考）WTOはサービスを、「その他」も含め、 

「12分野155業種（サブセクター）」に分けている。このうちAEMが所管し
ているのは「128業種」 
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（参考）［ A2.サービス貿易の自由化］で実施する措置（抜粋） 7 

［資料］ASEAN経済共同体ブループリントをもとに作成 

１）４優先サービス分野（航空輸送、e-ASEAN、保険医療および観光）においては2010年までに、また第5の優先
サービス分野である物流サービスにおいては2013年までに、実質的に全ての貿易上の制約を撤廃する。その他
の全てのサービス分野については、2015年までに実質的に貿易上の制約を撤廃。 

２）2015年まで隔年（2008年、2010年、2012年、2014年および2015年）毎の交渉（ラウンド）を通じて自由化を保
証。それぞれのラウンドにて目標とする最低新規サブセクター数（ GATS W/120サービス分類に基づく）は、2008
年：10、2010年：15、2012年：20、2014年：20、2015年：7。  

３）全ての交渉ラウンド毎に約束されたパッケージは、次のパラメーターに従い、作成。 

•第1および第2モードについては制限を撤廃。ただし善意に基づく規制理由（公共の安全など）は例外。 

•第3モード（外国(ASEAN)からの資本参加の容認）は次の通り。 

a)4 優先サービス分野については2008年までに51%以上、2010年までに 70%の外資参加を容認。 

b)物流サービス分野は2008年までに49%以上、2010年までに51%、2013年までに70%の外資参加を容認。 

c)その他のサービス分野は、2008年までに49%以上、2010年までに51%、2015年までに70%外資参加を
容認。その他の第 3 モード市場への参入制限を2015 年までに段階的に撤廃。 

４）内国民待遇制限の自由化、第4モードおよび各交渉ラウンドの分野横断的コミットメントの制限の自由化に対す
るパラメーターを2009年までに定め、コミットメントの実行予定表を作成。 

５）サービスに対する障壁一覧表の編集を2008年8月までに完了。 

６）各交渉ラウンドにおける自由化の約束の予定には、次の柔軟性を持たせる。 

• 定められた約束のパラメーターを達成できない時、次ラウンドで遅延回復を可能にする。 

• 自由化が合意されたサブセクターについて約束出来ない国がある場合、別な分野への置き換えを容認。 

• ASEAN－X方式により自由化を実施。 

７）その他の専門的サービスに係る相互承認協定（MRAs）を、2012年までに特定・策定し、2015年までに完了。 



サービス貿易の4態様（事例）  

モード 態様 内容 事例

第1モード 国境を超える取引
いずれかの加盟国の領域
から他の加盟国の領域へ
のサービス提供

オンライン授業提供（サービス供給者から）
A大学（日本）／B大学（タイ）
在日A大学：オンライン授業実施
↓
タイB大学：受講

第2モード 海外における消費

いずれかの加盟国の領域
内におけるサービスの提供
であって、他の加盟国の
サービス消費者に対して行
われるもの

外国人に授業を聴講させる（サービス供給者から）
A大学（日本）／B大学（タイ）

在日A大学：授業実施
↑
タイB大学：A大学訪問・授業参加

第3モード
業務上の拠点を通じての
サービス提供

いずれかの加盟国のサー
ビス提供者によるサービス
の提供であって他の加盟
国の領域内の業務上の拠
点を通じて行われるもの

外国に分校設立（サービス供給者から）
A大学（日本）

在日A大学：投資
↓
A大学タイ分校設立・開講

第4モード
自然人の移動によるサー
ビス提供

いずれかの加盟国のサー
ビス提供者によるサービス
の提供であって他の加盟
国の領域内の加盟国の自
然人の存在を通じて行われ
るもの

外国の大学に教師を派遣（サービス供給者から）
A大学（日本）／B大学（タイ）
在日A大学：教師派遣
↓
タイB大学：A大学教師が授業実施。

出所：外務省ホームページより（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/service/gats_5.html） 
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ASEAN加盟各国のFTA毎のサービス自由化状況 

ブルネイ インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール タイ ベトナム

GATS 7.99 17.26 27.47 16.41 37.59 19.39 34.18
AFAS第7パッ

ケージ 30.78 41.58 43.39 34.95 42.03 37.86 38.27
ASEAN中国

FTA 9.18 17.52 28.66 18.75 42.37 20.32 34.18
ASEAN韓国

FTA 9.52 23.43 33.89 21.47 40.31 19.69 34.18
ASEAN豪州NZ

FTA 10.2 22.3 32.36 21.47 40.31 19.69 34.35
日本の

二国間EPA 11.73 n.a. 29.08 27.68 59.62 20.37 34.18

（注）指標は各々の業種において0～100で表される。100は業種内横断的に「制限なし」を意味。 
 また、GATSはGATS上の各国の約束表とドーハ開発アジェンダでの各国のオファーを反映している。

指標はモード1とモード3で計測。詳しくは、Juan Marchetti, Martin Roy, Laura Zoratto(2012)参
照のこと。 

(資料）Martin Roy(2011)をもとに作成。 

▽ASEAN加盟国のFTA別サービス分野の自由化約束インデックス 
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AFASにおける第3モードの外資出資比率緩和スケジュール 

分野数
外資容
認比率

分野数
外資容
認比率

分野数
外資容
認比率

分野数
外資容
認比率

合計分野数

優先統合分
野

29 51% 29 70%

ロジスティ
クス分野

9 49% 9 51% 9 70%

その他サー
ビス

27 49% 42 51% 66 51% 90 70%

［注］分野横断的制限も含む
〔注〕優先分野は、e-ASEAN、観光
〔注〕その他モード3における市場アクセス制限の除去は2015年迄に漸次実施。
〔注〕サブセクターの一部のみの自由化であっても、「当該分野自由化済み」とカウント。
〔資料〕ASEAN Integration in Services（ASEAN Secretariat)

外資
制限

第10パッケージ
2015年経済相会議

128

第8パッケージ

80

2012年経済相会議

第9パッケージ
2013年経済相会議

104

パッケージ
目標終了期限

第7パッケージ
2008年経済相会議

65

2015年11月27日 
フィリピン署名・成立 
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ASEANのサービス貿易自由化に向けた取り組み 

市場アクセス制限 事例

（ａ）サービス提供者の数の制限
（例）需給調整に基づく新規レストランへの免許
の付与

（ｂ）サービスの取引総額又は取引
資産の制限

（例）Ａ国における銀行の総資産のうちに占める
外国銀行の資産の割合を制限

（ｃ）サービスの事業の総数又は指
定された数量単位によって表示さ
れたサービスの総産出量の制限

（例）外国の放送サービスの提供者に対して、外
国映画の放映時間を一定の割合に制限する措
置

（ｄ）サービス提供に必要であり、か
つサービス提供に直接関係する自
然人の総数の制限

（例）外国の１企業の雇用者のうち、外国人の比
率を一定の割合までに制限するような措置

（ｅ）サービスを提供する事業体の
形態の制限

（例）自国企業との合弁企業の形態でのみ外国
企業の拠点設置を認めるとの措置

（ｆ） 外国資本の参加の制限 （例）外国人による株式の取得制限

▽市場アクセス制限とその事例 

（出所）外務省・経済産業省 

▽内国民待遇（NT）制限とその事例 
（例）音響映像サービスの「国内」事業者は、国内放送周波数優先割当を受けられる 

（例）サービス提供資格の発給について「国内」居住を要件とする措置 
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市場アクセス（制限）と内国民待遇（制限）の緩和 

市場アクセス 分野数 外資比
率

分野数 外資比率 分野数 外資比率

優先統合分野 29 70% 29 70% 29 70%

ロジスティクス分野 9 51% 9 70% 9 70%

その他サービス 42 51% 66 51% 90 70%

優先統合分野 29 制限なし 29 制限なし 29 制限なし

ロジスティクス分野 9 制限なし 9 制限なし 9 制限なし

16 最大3つ 26 最大2つ

16 最大2つ 26 最大1つ

1～3モード計

1モード最大

パッケージ
完了目標

第8パッケージ
2013年経済相会議

80

第10パッケージ
2015年経済相会議

128

第9パッケージ
2013年経済相会議

104分野数

市場ア
クセス
（制限）

90 制限なし

第3
モー

ド

内国民待遇（制限）

第1モード
第2モード

104

その他サービス

最大3つ／サブセク

ター（含分野横断的）

最大1つ／サブセク

ター（含分野横断的）

80
80

最大４つ／サブセ
クター（含分野横断

的）

26（47*55%） 29（58*50%）

柔軟性の容
認

128
104 128

（外資
比率）

47（104*3*15%） 58 (128*3*15%）36（80*3*15%）

22（47*60%）

［資料］ASEAN Integration Report 2015(ASEAN事務局） 

▽第8～第10パッケージにおける第3モードの自由化条件 

第39回AEMで

段階的撤廃を
決定 

（2007年8月） 

第42回AEMで

段階的撤廃を
決定 

（2010年8月） 

（AEM：ASEAN
経済相会議） 
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AFASパッケージ別国内手続き状況 

第7パッケージ 第8パッケージ 第9パッケージ
署名日 2009/2/26 2010/10/28 2015/11/27
発効日 2009/5/26 2011/1/28 2016/5/25
発効条件 署名後90日後 署名後90日後 署名後180日後
ブルネイ n.a. 2012/9/24 2016/3/4
カンボジア 2014/3/26 2014/3/26 -
インドネシア 2012/2/23 2014/7/7 -
ラオス 2010/1/20 2015/12/4 2015/12/4
マレーシア 2009/6/17 - 2016/5/27
ミャンマー n.a. n.a. 2016/3/17
フィリピン － - -
シンガポール 2009/4/2 2011/9/13 2016/3/16
タイ n.a. 2013/3/8 2016/4/1
ベトナム n.a. 2012/7/18 -

（注1）n.a.は次のパッケージでは通告しているため、手続きは終了し、発効しているとみられるが、通
告がASEAN事務局側発表では確認できていない。    

（注2）発効日までに国内手続きが間に合わない加盟国は、ASEAN事務局に通報後、権利と義務が
発生する。    

（資料）ASEAN事務局ウェブサイトより作成    

▽AFAS第７～９パッケージの国別批准状況（2016年12月6日確認現在） 
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  卸売業 小売業 

タイ 

(1)外資出資上限は原則49％。店舗あたり資本金1億
バーツ以上の場合は100％出資可能。 
(2)出資が49％を超える場合、外国人事業法に基づく
承認と、商務省からの事業許可（ライセンス）取得が
必要。資本金1億バーツ以上の場合は許可不要。 
(3)特になし 

(1)出資上限は49％。資本金1億バーツ以上、または店舗あたり資本
金2,000万バーツ以上は100％進出可能。 
(2)出資が49％を超える場合、外国人事業法に基づく承認と、商務省
からの事業許可（ライセンス）取得が必要。資本金1億バーツ以上の
場合は許可不要。 
(3)バンコク市内の場合、大型店に対する出店規制あり（エリア別の上
限延べ床面積など） 

マレーシア 

(1)外資100％出資可能。 
(2)国内取引・共同組合・消費者省（ＭＤＴＣＣ）からの
認可が必要。 
(3)「流通取引・サービスへの外資資本参入に関する
ガイドライン」（資本金、雇用面でのマレー人優遇な
ど）準拠 

(1)デパート、専門店は外資100％出資可能。ただし、デパートは2千万
リンギ、専門店は100万リンギの最低払込資本金が必要。ハイパー
マーケット、スーパーストアは最低30%のブミプトラ出資が必要。スー
パー/ミニマーケット（3,000㎡未満）、食料品/一般雑貨店、コンビニエ
ンスストア等特定の業種は外資参入禁止。 
(2)国内取引・共同組合・消費者省（ＭＤＴＣＣ）からの認可が必要。 
(3)左記ガイドライン(店舗の陳列商品、雇用など）準拠 

インドネシ
ア 

(1)輸出入業務は外資100％出資可能。パートナーの
販売ネットワークを通じた国内での直接販売は95％
まで。代理店サービス等は禁止。 
(2)投資調整庁の初期承認（計画段階）および基本許
可が必要。 
(3)大統領令の定めるガイドラインに準拠 

(1)小売業への出資は原則禁止。ただし、400㎡以上のミニマーケット、
同1200㎡以上のスーパーマーケット、同2000㎡以上のデパートについ
ては例外的に100％出資可能。 
(2)投資調整庁の初期承認（計画段階）および基本許可が必要。 
(3)大統領令の定めるガイドラインに準拠。出展地域などに関する規制
あり。 

フィリピン 

（1）輸出入事業は外資100％出資可能。国内販売が
ある場合は原則40％以下だが、払込資本金20万ドル
以上で外資100％可能。 
（2）認可不要 
（3）輸入者登録以外には特になし 

（1）小売業への出資は原則禁止。ただし、払込資本金250万ドル以上
かつ1店舗当りの投資額が83万ドル以上（一部の高級品のみを扱う小
売店は店舗当り払込資本金25万ドル以上）で外資100％出資可能。 
（2）上記要件を満たす小売業の場合、個別認可取得は不要 
（3）消費者保護法により、製品保証、表示、販売促進についての諸規
定が定められている。レストランは小売業の規制に従う。 

(1)外資出資規制、(2)認可の要否、(3)ガイドライン・他法令等 
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  卸売業 小売業 

カンボジア 
出資制限はなく、外資100％出資が可能である。商業省による省令「商業会社の貿易業務に関する省令」（2000年）により、
商業省に登記した企業（カンボジア企業、外国企業とも）は自由に貿易業務を行うことが可能。支店形態の場合も、現地
法人と同様に卸売業に従事することが可能である 

ラオス 
ラオス国籍投資家と合弁を組むことにより投資が認め
られる。ただし出資上限比率は、ラオス政府が定める
比率か貿易協定等に従うとあり、現時点では不明。 

小売り事業はラオス国籍投資家と合弁を組むことにより投資が認
められており、外国投資家による出資比率は25％未満。実態では
100％外資のハイパーマーケットの投資が認可されているなど、運
用と一致していない部分も見られる。 

ミャンマー 

外国企業の卸売業、小売業参入を禁止する明文規定はないが、現在のところ、同分野は商業に該当するため、運用上認
められていない（合弁も不可）。ミャンマー国内での販売を検討する場合は、輸入販売店・代理店となることができる「ミャ
ンマー会社」を探す必要がある。 
詳細は2013年2月に発表された外国投資法・施行細則を確認する必要がある。 

ベトナム 

（1）外資100％出資可能。 
（2）認可不要（ただし、2店舗目以降の出店は、ENT
（Economic Needs Test）に基づき許可される。 
（3）卸売許可商品リストが現行規定に準拠しているこ
と。 

（1）外資100％での現法設立可能。 
（2）商工省の承認(書面)、省レベルの人民委員会による投資証明
書が必要。小売業ライセンスは創業店舗にのみ適用。2店舗目以
降はENT（Economic Needs Test）に基づき許可される（同テストは
小規模店舗については免除）。  
（3）小売商品許可リストが現行規定に準拠していること。 

(1)外資出資規制、(2)認可の要否、(3)ガイドライン・他法令等 
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詳細は、次ページの 
「ASEAN経済共同体の創設と日本」をご覧ください。 
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ASEAN経済共同体研究の決定版！ 

「ASEAN経済共同体の創設と日本」  

創設50周年を迎えるASEANは経済統合で

も新たな段階を迎えた。ASEAN経済共同体

（AEC）によりレベルの高いFTAを実現。

2025年を次の目標年次としてサービス貿易、

投資、熟練労働者の移動の自由化により統

合の深化を進めるとともにRCEPにより東ア

ジアの経済統合を主導する。日本経済にも

きわめて重要なASEANの経済統合の現状

と課題を専門家が詳述、AEC創設後の状況

を踏まえ既刊『ASEAN経済共同体と日本』

を全面刷新。 

発行所：文眞堂 
A5判 約380ページ 
定価 3024円（本体 2800＋税） 
2016年11月発売 

石川幸一・清水一史・助川成也 編著 


