ASEANニュースレター
2014年 1月
ASEAN地域のニュースや最新の動向を取りまとめたD&BのASEANニュースレター最新号をお届けします。注目の話題
を多数ご紹介していますので、ご高覧下さい。詳しい情報は、リンク先をクリックするか、最寄りの東京商工リサーチ支
社店にお問い合わせいただくか、東京商工リサーチマーケティング部までメールでお問い合わせ下さい。

ASEAN製品：ベトナム、 ASEAN製
自動車輸入税を引下げ
1月6日－2014年1月1日から、ASEAN諸国からベトナムに輸入される自動車は、

ASEAN産業界の主な動き

2008年ASEAN物品貿易協定 （ATIGA）に従い、10-50%の減税を受けられる
ようになります。ASEAN各国からベトナムに輸入される自動車に対する新税率は、
下表の通りです。

自動車の種類

税率

救急車及び囚人護送車

0%～5%
50%

4人乗り～9人乗りの車

（2013年から10%引下げ）

トラックその他の車

0%～50%

自転車、バイク、電気自動車税

減税予定

完全現地組立（CKD）車
航空機
（飛行機・ヘリコプター）

0%～50%
0%

ASEAN 経済統合
2015年までにASEAN経済共同体（AEC）が実現することで、商品、サー
ビス、熟練労働者、投資の移動が自由になります。ベトナムは、生産高2兆米
ドルで6億人超を擁する市場での地域競争に備えるために、いくつもの施策
を制定し続けています。
詳細はこちら
出所：ASEANブリーフィング

日本、ASEANとの絆を強固に
12月27日－日本とASEANの友好40周年を記念して東京で開催された会議で、
安倍晋三首相は、日本と東南アジア諸国の協力関係を強化し、かつ地域におけ
る中国の影響力増大に対抗しようという姿勢を示す動きとして、東南アジア諸
国に今後5年間で2兆円（約200億米ドル）規模のODA（援助・融資）を約束
しました。

絆の強化
日・ASEAN首脳会議で、安倍首相は、日本の成長促進を目指した同政権の最
近の政策はASEANの利益になり、ASEANの成長が日本の利益になると話し、
日本とASEANの経済連携の強化の重要性を強調しました。
日本は、2009年にはASEANの最大の貿易相手国でしたが、その後、世界第
2位の経済大国となった中国にその地位を譲っています。とはいえ、日本は依然
として主要経済大国であり、ASEANの貿易総額に日本が占める割合は11%で、
中国をわずか2ポイント下回る程度です。
詳細はこちら
出所：ASEANブリーフィング
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ASEAN
13/12/26 ASEANブリーフィング 国際経済フォー
ラムはASEANのエネルギー需要の高まりを評価
13/12/18 アジア・ニュース・ネットワーク AEC、
非関税障壁により遅れ

カンボジア
13/12/16 カンボジア・デイリー
増加を予測

政府、貿易高の

インドネシア
13/12/20 ビスニス・インドネシア インドネシア、
世界のゴム業界のリーダーに

ラオス
13/11/28 ASEANアフェアーズ ラオス、韓国から
の外国直接投資を模索

マレーシア
13/12/31 スター エコノミスト見通し「2014年の
マレーシア経済成長率は5.5%
13/12/26 スター 製造業の成長に拍車がかかる

ミャンマー
13/12/30 ミャンマー・タイムズ 貿易高、目標の
250億ドルを下回る見通し
13/12/22 ミャンマー・タイムズ ディーラー、
自動車輸入にブレーキをかける

フィリピン
13/12/19 マニラ・スタンダード PHが自動車輸出
大手に

シンガポール
13/12/31 チャンネル・ニュース・アジア
エコノ
ミスト談「2013年のシンガポール経済は好調」
13/12/26 チャンネル・ニュース・アジア
シンガ
ポール、11月の工業生産の増加は鈍化

タイ
14/01/12 ABS CBNニュース
タイの「テフロン」
経済は抗議行動に持ちこたえられるか
13/12/27 ネーション ホンダ、販売でトヨタを抜いて
首位の可能性
13/12/27 ネーション 成長予測、また下方修正か

ベトナム
13/12/27 タン・ニエン・ニュース 携帯電話が衣料品
を抜いてベトナムの輸出首位に
13/12// ベトナム投資レビュー 小売業者「提携しな
ければ生き残れない」
13/12/26 ベトナム・ニュース 工業生産増加
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ASEAN地域のリスク指標

DBリスク指標は、DB1からDB7までの7つの等級に分かれています。各等級は、さらにaから
dまでの4分位に分類され、リスクが最も軽い上位4分の1が「a」、その次に軽いのが「b」と

カンボジア
インドネシア
マレーシア
ミャンマー
フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム

DB5d
DB4b
DB3b
DB6a
DB4c
DB2b
DB4d
DB5b

ハイライトは、今月D&Bカントリーリスク
指標に変更があったことを示しています。

いう順になっています。DB7のみ、この4分位の分類がありません。
DB1
最もリスクが低い

輸出支払いなどの予想リターン、外国債券・株式に係る債権回収に関する丌確
実性の程度が最も低い。

DB2
低リスク

予想リターンに関する丌確実性の程度が低い。ただし、全国的要因により、将
来的にリターンの変動性が高まる場合がある。

DB3
若干リスクあり

カントリーリスクの慎重なモニタリングが必要となる、予想リターンに関する
丌確実性がある。顧客は積極的にリスクエクスポージャーを管理すべきである。

DB4
中程度のリスク

予想リターンに関して無視できない丌確実性がある。リスクを嫌う顧客は、発
生し得るリスクから身を守る措置を講じることをお勧めする。

DB5
高リスク

予想リターンに関する丌確実性が高い。企業はそのようなエクスポージャーの
制限やハイリターン取引に限った選択を行うことをお勧めする。

DB6
予想リターンは大きな変動性に左右される。予想リターンは、追加リスクやそ
非常にリスクが高い のリスクのヘッジコストの負担を補えるくらい非常に高くなければならない。
DB7
最もリスクが高い

正確にリターンを予測することはほぼ丌可能。ビジネスのインフラは、実質的
に崩壊している。

注目すべきカントリー
リスク- インドネシア
経済が減速し、インフレ率が上昇する中、政策立案者は依然として課題に直面
しています。
経済の減速、物価圧力の増大、通貨にかかる大きな圧力の中で、政策立案者は、
2014年も引き続き課題に直面するでしょう。11月、中央銀行は、政策金利
を25ベーシスポイント引き上げ、7.5%としました。中央銀行は、借入増加
に歯止めをかけ、インフレ圧力を抑制し、資本流出を食い止めるため、5月以

その他のカントリーリスク関連
ニュースヘッドライン
• フィリピン－台風「ハイエン」が経済に不える被害
はあまり大きくはない
• タイ－D&B、政情丌安と景気減速により、タイのカ
ントリーリスク格付けを引下げ
• ミャンマー－FDI及び天然ガス輸出の急増が成長を
下支え

降、5度に亘り金利を引き上げてきました。インフレ圧力（昨年前半の政府が
管理する燃料価格の上昇とルピアの下落による）は、高止まりしています。

その他の国に関する情報をお探しの場合

11月のCPIインフレ率は、前年比8.4%増で、10月の8.3%から上昇していま

D&Bカントリー・インサイト・サービスは、世界130
カ国以上に関する分析を行い、 オンラインで商品をご
提供しています（有料）。

す。
中央銀行の一層の金融引き締め政策と、米国の政策立案者が米国の金融緩和政
策の継続を保証したことにより、この数か月、資本流出は以前ほど深刻ではな
くなってきました。しかし、ルピアは圧力にさらされてきています。年初から
12月までに、ルピアの対米ドルレートは20.0%近く下落し、この5年間で最
低となりました。為替変動を抑制し、今後数か月間の流動性を確保するために、
中央銀行が外国為替市場への介入を続けることはほぼ確実でしょう。ルピア安
が進めば、インフレ圧力が深刻化します。D&Bは、中央銀行が2014年前半
に再度金利を引き上げざるを得なくなるとみています。

※ D&Bカントリー・インサイト・サービス・グループが無料で提供する解説
は、最新のカントリーリスクの状況を寸評し、クロスボーダーの信用リス
ク・投資リスクにさらされる方々に優れた概要を提供するために、専門家
チームが最新情報を使ってまとめました。

tsr-van2会員の方で報告書の注文をご希望の場合には、
こちらをクリックし、登録されている国・地域を選択し
て下さい。tsr-van2未会員で報告書の注文をご希望の
場合は、最寄りの東京商工リサーチ支社店までご連絡下
さい。
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ASEAN地域のニュース
インドネシア
2013/12/18
2013/12/16
2013/12/16
2013/12/13
2013/12/11
2013/12/10

ビスニス・インドネシア
ビスニス・インドネシア
ビスニス・インドネシア
ビスニス・インドネシア
ジャカルタ・グローブ
ジャカルタ・グローブ

2014年、自動車及び付属品の価格上昇
2014年自動車市場：景気悪化、売上丌振
国内自動車販売、地方が優勢に
製造業、ルピア安にあえぐ
政府、2014年の製造業投資目標を200億ドル規模に
インドネシア小売業の売上増加、 堅調な家計支出に支えられ

マレーシア
2013/12/28
2013/12/23
2013/12/23
2013/12/23
2013/12/17
2013/12/17

スター
スター
スター
スター
ニュース・ストレーツ・タイムス
スター

自動車セクターが減速？
マレーシア自動車政策、電気自動車への取り組みをより重視
マレーシア中小企業セクター、来年はさらに成長
マレーシア包装産業、日本からの発注が堅調
政府目標、木材輸出を2020年までに530億リンギットに
マレーシア小売業界、消費者の財布の紐がかたく、売上丌振にあえぐ

ミャンマー
2013/12/18 アジア・ニュース・ネットワーク EU、ミャンマーの鉱業への投資を検討
2013/12/15 ミャンマー・タイムズ
外国銀行に門戸が開かれる
2013/12/08 ミャンマー・タイムズ
メコン経済回廊が成長のカギ

フィリピン
2013/12/17
2013/12/16
2013/12/11
2013/12/11
2013/11/29

デイリー・インクワイアラー
ビジネス・ミラー
デイリー・インクワイアラー
デイリー・インクワイアラー
デイリー・インクワイアラー

輸入車販売、11カ月間で6%増
11月の外国ポートフォリオ投資、45億8千万ドルに
製造業生産高、3年間で最速の成長
引き続き、エレクトロニクスがフィリピンからの輸出のトップ
日本企業、フィリピンを敬遠

シンガポール
2013/12/26
2013/12/17
2013/11/28
2013/11/28
2013/11/27

チャンネル・ニュース・アジア
チャンネル・ニュース・アジア
チャンネル・ニュース・アジア
チャンネル・ニュース・アジア
チャンネル・ニュース・アジア

11月のシンガポール製造業生産高、前年比4%増加
国内労働力の制約がシンガポールの成長を限定する見通し
国内輸出業者の競争力を高める新たな支援策
ドイツに機会を求めるシンガポール企業が増加
新たなシンガポール中小企業支援プログラム、 海外に拡大

ASEANニュースレター
2014年 1月

タイ
2013/12/26
2013/12/26
2013/12/25
2013/12/25
2013/12/24
2013/12/23
2013/12/04
2013/12/04
2013/12/03
2013/11/20

ネーション
ネーション
ネーション
ネーション
ネーション
ネーション
ネーション
ネーション
ネーション
バンコク・ポスト

産業投資、2013年も高水準を維持
2013年の輸出、4年間で初の減少か
自動車
CEO、景気悪化に歯止めをかけられない政府の責任を指摘
SMEのGDP、4.3-4.7%増加
景気悪化で個人の破産と企業破綻が増加
今年の経済成長はわずか0.5%か
世論調査：11月の消費者信頼指数は過去22カ月間で最低に
抗議活動により企業は混乱、ビジネスイベントに遅れ
ニュージーランド、タイの貿易ハブ構想に関心

ベトナム
2013/12/26
2013/12/26
2013/12/25
2013/12/20
2013/12/16
2013/12/13
2013/12/13
2013/12/10
2013/12/05

ベトナム・プラス
ベトナム・プラス
ベトナム・ニュース
ベトナム・ネット
ベトナム・ニュース
ベトナム・ニュース
ベトナム・ニュース
VOVニュース
ベトナム・ニュース

ベトナム、2014年の信用成長は12-14%の見通し
2013年：ベトナムから米国への輸出に湧いた一年
ベトナム、2年連続で貿易収支黒字
日本の投資家は、今後ベトナムでの産業プロジェクトに注目
金・宝石輸出が非課税に
木材輸出の規制強化
大幅値下げにより自動車販売増加
2014年、国家経済は課題に直面
エレクトロニクス小売業者、好調な売上を期待

