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磯野 生茂

現にＡＳＥＡＮにおいては多国籍

ＳＥＡＮにおける生産ネットワー

とつともなっている。本稿ではＡ

野であり、また、困難な分野のひ

にとって、交通円滑化は重要な分

場・生産基地」を企図するＡＥＣ

者 の 自 由 な 移 動 を 掲 げ「 単 一 市

サービス・投資・資本・熟練労働

発加盟国にも波及している。財・

ムをはじめとして、ＡＳＥＡＮ後

という形で進展し、これはベトナ

ＡＮ原加盟国や中国への直接投資

はじめとする多国籍企業がＡＳＥ

生産ネットワークは、日系企業を

した地域であるといわれる。この

界で最も生産ネットワークが発達

ＡＳＥＡＮを含む東アジアは世

労働者の移動が制限されている、

存在する、②労働者、特に非熟練

く、①賃金差が大きな国が近隣に

リンク・コストが下がるだけでな

ンが成立するためには、サービス

になる。このフラグメンテーショ

に生産工程を分散配置できるよう

が下がることで、複数の国・地域

表されるサービスリンク・コスト

を管理するための情報コストに代

物理的な輸送コストや輸送・生産

地域にあったものが、部材を運ぶ

べての生産工程がひとつの工場・

明されうる。初期段階においてす

グメンテーション理論によって説

生産ネットワークの発展はフラ

●ＡＳＥＡＮの生産ネット
ワーク

後方連関効果が同時に働く。また

企業・産業を引きつけ成長させる

の成長が、中間財を生産する川上

最終財を生産する川下企業・産業

の成長を促す前方連関効果、逆に

最終財を生産する川下企業・産業

確保を求めて企業の集積も同時に

企業の近接性、質の高い労働力の

消費者の近接性、中間財・最終財

に分散されていく一方、生産者・

生産ブロックが複数の国・地域

した大きな理由となっている。

において生産ネットワークが発達

世界の他の地域を越えて東アジア

移動が制限されている。これが、

にみられるとしても、全体的には

産がますます有利になる。このよ

り、規模の経済を生かした集中生

安価に製品を送ることが可能にな

費が低下すると、遠くの国へより

の集中生産が崩れる。一方、輸送

トの方が大きくなり、ある一国で

生産する川上企業・産業の成長が、 についても自国で生産するメリッ

発生する。企業間では、中間財を

うに、これら二つの現象は逆の効

別の国で集中生産されていた製品

とができるある閾値を越えると、

場として規模の経済を働かせるこ

が大きくなり、製品を製造する工

もたらしている。ある一国の市場

とで、生産ネットワークの再編を

ビスリンク・コストが低くなるこ

ネットワークの改善によってサー

り、また関税の撤廃・削減、輸送

長によって各国の市場が大きくな

さらにＡＳＥＡＮでは、経済成
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企業が、重く低付加価値な部材・

製品のための工場を市場に近いと

ころに立地させる一方、軽く高付

加価値な部材・製品をＡＳＥＡＮ

の一国で集中生産させ、ＡＳＥＡ

Ｎ、東アジア、ないし世界中に販

クの特徴と、陸上交通にかかる交

という二つの大きな要件が必要で

生産者は多くの消費者が存在する

果を持つ。

売している。

通円滑化分野がこの生産ネットワ

ある。東アジアでは国間、国内に

地域に集積し、他の地域に部品・

●生産ネットワークの再編

ークに与えている影響について述

おいて大きな所得格差が存在し、

的な非熟練労働者の移動が部分的

べる。

製品を移出・輸出するようになる。

たとえば、ＡＳＥＡＮにおける
次の山田稿でみられるように実体

●はじめに

生産ネットワークの変 容と
陸上交通円滑化

ASEAN 経済共同体
（AEC）創設とその実態

集◆
◆特

税スキームのような措置だけでな

なっている。これらは中間財の免

での集中生産品数は比較的少なく

は多く、マレーシアやフィリピン

ンドネシアにおける集中生産品数

顧客の存在は重視され、タイやイ

出している。集中生産においても

集中生産しＡＳＥＡＮの他国に輸

値な製品はＡＳＥＡＮの一カ所で

に別々に生産し、小型で高付加価

各国の顧客に近いところで国ごと

ンソーは大型で重量のある製品は

産品目と再編について触れる。デ

デンソーのＡＳＥＡＮにおける生

果のひとつといえる。一例として、

自動車産業の成長は、ＡＥＣの成

国生産品を各々の意思で選択させ

業にＡＳＥＡＮ内集中生産品と各

廃や投資自由化・円滑化は、各企

した。これに対し、関税削減・撤

悩みや価格の高止まりを招き失敗

保護に傾注するあまり供給の伸び

なすこともできる。インドネシア

の発展のマイルストーンとしてみ

インドネシアにおける自動車産業

示している。この事例は同時に、

いう、市場拡大がもたらす帰結を

ネシアの国内生産に切り替えると

の国における集中生産からインド

まりこの事例は、ＡＳＥＡＮの他

はタイの集中生産品であった。つ

品、スターター、オルタネーター

れているとは言いがたい。しかし

陸上による越境交通が盛んに行わ

おいては、海上交通と比較すると

って支えられ、特にＡＳＥＡＮに

生産ネットワークは海上交通によ

返し行ってきた部品国産化政策は、 のみ集積している。また、多くの

が一九九八年の通貨危機前に繰り

この状況は変わりつつある。タイ

周辺といったように一部の地域に

ク周辺、マニラ周辺、ジャカルタ

のの、その他ではたとえばバンコ

ッカ海峡沿いでは拡がりをもつも

中国の沿海部、マレーシアのマラ

気産業では、日本・韓国・台湾と、

展開されている。たとえば電子電

アジアの一部の大都市周辺のみで

一方で、生産ネットワークは東

●陸上輸送への期待とＡＥＣ
の取り組み

連結性に加え、教育・文化・観光

トインフラに代表される制度的な

代表される物理的な連結性、ソフ

ＭＰＡＣでは、ハードインフラに

ＡＮ首脳会議で採択されている。

Ｃ）が二〇一〇年一〇月にＡＳＥ

連 結 性 マ ス タ ー プ ラ ン（ Ｍ Ｐ Ａ

して定められたほか、ＡＳＥＡＮ

ＡＦＩＳＴ）が戦略アプローチと

円滑化に関する枠組み協定（ＡＦ

定）（ＡＦＡＦＧＩＴ）、国際輸送

通過貨物円滑化に関する枠組み協

関 す る 枠 組 み 協 定（ Ａ Ｆ Ａ Ｍ Ｔ ）、

Ｌ ）、 道 路 安 全、 複 合 一 貫 輸 送 に

ン ガ ポ ー ル・ 昆 明 鉄 道（ Ｓ Ｋ Ｒ

［ Ｂ ４］ イ ン フ ラ 開 発 と し て、 シ

［Ｂ］競争力のある経済地域の

ジン制御関連製品、スターター、

て、エンジン制御ＥＣＵなどエン

いる。デンソーはこの第三工場に

産ネットワークの再編を例示して

集中生産から自国生産へという生

表されたが、これは自動車産業の

シアのデンソー第三工場建設が発

ある。二〇一二年九月にインドネ

撤廃によって可能になったもので

（ Ａ Ｔ Ｉ Ｇ Ａ ） に よ る 関 税 削 減・

Ｔ）やＡＳＥＡＮ物品貿易協定

結果としてインドネシア政府の悲

ネシアで生産するという変化がみ

集中生産されてきた製品もインド

り、これまでタイやマレーシアで

ことが企業の意思として有利にな

の追求と顧客への近接性を活かす

くなると、自国内での規模の経済

ドネシアのように市場規模が大き

ることを可能にした。さらにイン

陸上輸送に高い潜在需要が存在す

護から自由化に切り替えたことが、 る輸送を選択するとの試算があり、

られるようになった。つまり、保

ることを表している。

れればより多くの企業が陸上によ

ンフラの改善、国境円滑化が行わ

特にメコン地域においては陸上イ

レーション分析で示されたとおり、

ジア経済研究所の経済地理シミュ

す動きがみられている。また、ア

ミャンマーに一部の生産工程を移

送を用いてカンボジア・ラオス・

プラスワンの動きとして、陸上輸

の実現、人と人との連結性として

化にかかるＡＳＥＡＮ枠組み協定

となるナショナル・シングル・ウ

シングル・ウィンドウ実施の前提

制度的連結性として①ＡＳＥＡＮ

ル・昆明鉄道の未完成部分の完成、

低規格道路の改善、②シンガポー

ークの未完成部分の完成ならびに

①ＡＳＥＡＮハイウェイネットワ

の柱をおき、物理的連結性として

といった人と人との連結性の三本

はＡＥＣブループリントにて

く、 共 通 効 果 特 恵 関 税（ Ｃ Ｅ Ｐ

オルタネーターを生産すると発表

願である自動車部品の現地調達率

①ＡＳＥＡＮ市民のビザ取得要件

ィンドウの完全実施、②輸送円滑

した。それ以前において、エンジ

上昇につながったのである。

陸上にかかる交通円滑化分野で

ンＥＣＵはマレーシアの集中生産
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クロスボーダー輸送の現状と改善の見通し
［バンコク−ラオス−ハノイ］

コンテナ
載せ替え

挙げられている。また、ＡＳＥＡ
Ｎ交通行動計画二〇〇五―二〇一
〇の後継として、ブルネイ・アク
ションプラン（またはＡＳＥＡＮ
戦略的交通計画）二〇一一―二〇
一五が策定され、二〇一〇年ＡＳ
ＥＡＮ交通大臣会合で採択されて
いる。
他の取り組みと同様、陸上にか
かる交通円滑化でも遅れの発生と

［バンコク−カンボジア−ホーチミン］

バンコク

［ヤンゴン−バンコク］

一〇のＭＰＡＣの時点でプノンペ

とになっている。ＳＫＲＬは二〇

ロジェクトとして「完成」したこ

の完成をもってＭＰＡＣの優先プ

（ＡＨ一二三）は土の未舗装道路

ミャンマーのダウェイを繋ぐ道路

いては、タイのカンチャナブリと

にあるが、未完成部分の完成にお

タイの援助でバイパスが完成段階

ミャワディ―コーカレイ区間にて

の改善ではたとえばミャンマーの

ＳＥＡＮハイウェイの低規格道路

タイ
コンテナトラック

バンコク

路上で
積み替え

〇二〇年と

成目標は二

ム区間の完

ン・ベトナ

が発生する恐れが指摘されている

運用することを考慮した際に障害

ＦＡＦＧＩＴとＣＢＴＡの双方で

定の違いから、ひとつの車両をＡ

在するが、ＡＦＡＦＧＩＴとの規

ジェクト（コンポーネント二）の

しており、

成しない。

開始が報告されたが、二〇一五年

ル・ウィンドウはパイロットプロ
各国の高速

内の目標はこのパイロットプロジ

（参考文献①）。ＡＳＥＡＮシング

鉄道プロジ

ェクトの完全実施と評価にとどま

二〇一五年

ェクトはＭ

っている。

末までは完

ＰＡＣで考

れは二〇一五年一二月三一日まで

進と評価されているが、同時にこ

会合で声明で報告され、大きな前

月の第四七回ＡＳＥＡＮ経済大臣

名済みであることが二〇一五年八

七「トランジット通関制度」は署

所の指定」は合意済み、附属文書

書のうち、附属文書二「国境交易

つの付属文

共有する九

ＩＳＴは、

とＡＦＡＦ

ＡＦＧＩＴ

への陸上輸送は、レムチャバン港

役割を持つ。バンコクからハノイ

ラスワンの発展においても重要な

―ヤンゴンの三ルートは、タイプ

バンコク―ホーチミン、バンコク

している。このバンコク―ハノイ、

今後期待されうる改善を点線で示

ーダー輸送の一例を実線で示し、

１は、二〇一四年時点のクロスボ

るかを、図をもって説明する。図

ボーダー輸送にどう影響を与えう

みの遅れと問題が、実際のクロス

このＡＳＥＡＮにおける取り組

●陸上輸送の改善とＡＥＣと
の関わり

慮されてい

に批准・運用が間に合わないこと

からホーチミン（サイゴン港やチ

ない。ＡＦ

を意味する。メコン地域において

ーバイ・カイメップ港）経由でハ

ヤンゴン

は大メコン圏経済協力（ＧＭＳ）

イフォン港に運ぶ海上輸送よりも

（出所） 2014年６月 JICA セミナーでの日本通運発表資料を元に筆者作成。

の越境交通協定（ＣＢＴＡ）が存

積み替え

タイ
コンテナトラック
タイ
６輪車両
ミャンマー
６輪車両
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タイ税関
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デ
ポ
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ミャンマー
コンテナトラック

コンテナ
載せ替え
コンテナ
載せ替え

ベトナム
コンテナトラック
カンボジア
コンテナトラック

デ
ポ
デ
ポ

ホーチミン

ベトナム
コンテナトラック
タイ
コンテナトラック

ハノイ

バンコク

ラオス
コンテナトラック

数々の問題が指摘されている。Ａ

バベット モクバイ
ポイペト
カンボジア税関 カンボジア税関 ベトナム税関
アランヤプラテート
タイ税関

ベトナム
コンテナトラック

デ
ポ
タイ
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ラオバオ
ベトナム税関
デンサワン
ラオス税関
サワナケット
ラオス税関
ムクダーハン
タイ税関

緩和、が優先プロジェクトとして

図１
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さらにカンボジアのベトナム国境

カンボジアのトラックに載せ替え、

ラックがカンボジアのポイペトで

要が存在する。現状は、タイのト

大きな都市間を陸上で輸送する需

ンペン・ホーチミンという比較的

送が主であるが、バンコク・プノ

ホーチミンへの輸送は現状海上輸

まで輸送している。バンコクから

ムのトラックに積み替え、ハノイ

可能になる。同様に、バンコクか

ンテナトラックに適用することで

互乗り入れ規定を特定のラオスコ

ナムの二国間の覚え書きの車両相

は、タイ―ラオス、ラオス―ベト

よる運用例がある。この一貫輸送

実際、この輸送は他の輸送業者に

み替えをせず運ぶことができる。

テナトラックを用いることで、積

ハノイへの輸送は、ラオスのコン

が見込まれている。バンコクから

それぞれのルートにおいて改善

ておらず、利用を検討する段階ま

からホーチミンまで鉄道が繋がっ

の、ＳＫＲＬにおいてはバンコク

討したい」との声が聞かれるもの

「もし安全で便利ならば利用を検

利用実績があり、また企業からも

送はバンコク・マレーシア間では

レーションが可能となる。鉄道輸

組み合わせることで、同様のオペ

の覚え書きの車両相互乗り入れを

ＦＩＳＴを用いなくても、二国間

である。ＡＦＡＦＧＩＴ、ＡＦＡ

ットワーク低規格道路の改善のみ

それぞれの違いを活かして別々の

スキームが並立することになるが、

ＥＡＮ枠組み協定、という複数の

ＥＡＮの輸送円滑化にかかるＡＳ

覚え書き、ＣＢＴＡに加え、ＡＳ

メコン地域においては、二国間の

はますます強化されている。今後

を越えて陸のＡＳＥＡＮの連結性

決めや協力によって、ＡＥＣの枠

自のインフラ整備、二国間の取り

事実である。逆にいえば、各国独

分的にしか寄与していないという

善にＡＥＣの交通円滑化措置は部

ち、改善も進んでいるが、この改

範囲が拡大されていくかにかかっ

バベットにてベトナムのトラック

らホーチミンへの輸送も、二国間

で至っていない。ＡＳＥＡＮシン

で、ＭＰＡＣで挙げられたＡＥＣ

に載せ替えるという、二度の載せ

の覚え書きを用いることで、一度

協定を使いこなす企業が現れるか

に、二国間の輸送にもかかわらず

替えが必要になっている。バンコ

グル・ウィンドウは現在ＡＴＩＧ

どうかが注目される。

早く、また航空輸送よりも安いル

クからヤンゴンへは、シンガポー

の積み替えに簡略化が可能と考え

ＡのフォームＤとＡＳＥＡＮ税関

ている。

ル・マラッカ海峡経由となる海上

られている。バンコクからヤンゴ

申告書の相互連携を視野に入れ連

（いその

の交通円滑化措置が直接寄与して

輸送に比べ圧倒的に距離が短いこ

ンへの輸送では、現状は二国間の

結テストが行われているが、国境

究所

二度の載せ替えが必要で、またコ
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