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01マーケット概要
傾向と統計



Source: Statista 2023; ADB (www.adb.org)  (2023)

序章

東南アジアの新興国経済は、コロナウィルスの大流行から回復し、その勢いを取り戻しつつあ
り、パンデミック前の経済成長率に戻ると予想されています。2023年の好機の為に東南アジア
の主要国の魅力を探り、比較します。

Source: Statista 2023; ADB (www.adb.org)  (2023)

上記のように、インドネシアは依然として東南アジア最大の経済大国です。
一方、カンボジアは最小の経済規模でありながら2023 年には強力な輸出と外国からの直

接投資の流入により、依然として急速に成長しています。ベトナムも、その地理的位置か
ら移民に好まれ、中国からベトナムに移転する製造業企業が続出していることから、2023
年には平均を上回る成長率で推移する見通しです。

アジアの発展途上国のほとんどは、2023 年に順調で安定した成長を遂げるでしょう。東南
アジアの貿易依存型経済は、2023 年に全体として約 4 ～ 5% の割合で成長すると予測され
ています。2023 年、前年比でGDP成長率はベトナム6.7%、カンボジア6.5%と両国は最も
高い数字を示しました。



私たちの調査結果によると、失業率は 3%前後で推移しています。 3%を超えたのは 3か
国です。 最も高いのはインドネシア（5.86％）、次ぎにフィリピン（4.5％）、マレーシ
ア（3.7％）となりました。原因として過去の厳しいロックダウンのための人員削減と安

定した雇用と収入を提供し、人々の福祉と国家開発の要件を満たすことができる生産業
の不足によるものだと思われます。

カンボジア、ベトナム、タイなどの他国では、失業率が約 1 ～ 2% と低い水準を示して
います。

Source: CEIC data (2023)

グラフによると、 シンガポールとタイは55 歳以上の人口を最も多く記録しました。 両国
に続いて、インドネシアとマレーシアが人口の高齢化を示しました。

若年人口の点では、カンボジアが際立ちます。 カンボジアはSEAで最も若い人口を抱えて
います。 国民人口の若さは、将来の人口増加の可能性が高いことを意味し、長期に持続的
な住宅需要が確保できます。

Source: Statista (2023)



人口推移
フィリピン、カンボジア、マレーシアの人口増加率は、年間 1% を超える数値を示して
います。 反対に、シンガポールと日本はマイナス成長率を記録しました。 プラスの人口
増加率は、住宅、食料、水、輸送などの需要が増加しさらなる経済成長につながります。

人口増加による経済成長は、より多くの製品生産につながり、ヘルスケアなどの公共費
用を支える税収の増加につながります。

住宅価格の伸び（傾向）
2023年の住宅価格変化率（年率）は、地域内でベトナムが最も高い伸びを示しています。一方、

カンボジアなどの国は、住宅価格のマイナス成長から回復している最中です。また、シンガ
ポールは13.61％とかなり高い伸びを記録しています。
注）住宅価格（住宅価格指数）の年間（対前年）変化率は、入手可能な最新のデータを使用し、インフレ調整を
していません。

Source: theglobaleconomy.com (2023)

Source: theglobaleconomy.com (2023)



Source: www.numbeo.com/property -investment/rankings_by_country (2023)

住宅価格状況

マレーシアとシンガポールの住宅は、所得に比して最も手頃な価格といえます。しかし
残念ながら、アジアの発展途上国の都市に住む大多数の人々にとって、住宅は手の届き
にくい状況になっています。

住宅開発市場は、中流・上流階級に大きく依存しています。

「世界中で 16 億人以上の人々が不十分な住居に住み、そのうち 5 億人がアジア全体で
非公式の居住地に住んでいる」とAsean todayが報告しました。 (出典Asia-Pacific
Housing Forum) –the most vulnerable are being left behind in South East Asia Housing
Market by (aseantoday.com).

さらに、約 8割の国が、人口の半分に対して手頃な価格の住宅オプション (レンタルまた
は購入) を持っていないことが示唆されています。(出典South East Asia Affordable
Housing Symposium 2022 by Sunway University.）

http://www.numbeo.com/property
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投資（FDI）の流入は、雇用率を改善し、より高い賃金を提供することにより、間接的に住宅市場を
刺激しました。 FDIの増加は、専門職の外国人や国内の投資家の増加にもつながり、住宅に対する
より多くの需要を生み出し安定させます。

2022年、発展途上国への FDIフローは、ウクライナでの戦争とその広範な影響、および金利の上昇
を含むマクロ経済要因の影響を受けました。

それにもかかわらず、景気回復が投資家の信頼を高め、2023年に勢いが増しました。

注目事項

1. 米国と中国における貿易戦争

貿易戦争によるサプライチェーンの混乱と中米間の地政学的緊張は、多国籍企業がリスクを分散の
ために事業や投資の一部を東南アジアに移転し、東南アジア市場に利益をもたらしました。

2. 安全な天国 -シンガポール
シンガポールは富の安全な避難所であるという評判と魅力的な税制上の優遇措置により、世界的な
不確実性にもかかわらず、多国籍企業や外国人投資家に好まれています。 シンガポールは最近の経
済調査よるとヨーロッパの投資家によって2022年後半に63億ドルの固定資産投資を確保しました。

3. マレーシアFDI（維持）
マレーシアは、サービス業が 2022 年初頭に 280 億米ドル、2022 年後半に 177 億米ドルを集めたた
め、投資先としての地位を維持しました。

4. インドネシアFDI（増加）
投資省によると、2022年後半の FDIは 2021年の同時期と比較して 163兆、39.7%増加しました。

5. タイFDI (増加)
2022年後半のFDIは、2021年同期比で740億バーツ,65％増加。主な投資国として、日本、シンガ
ポール、香港、米国が挙げられます。

6. ベトナム FDI (増加)
ベトナムのFDIは、2022年には2021年同期比で140億ドル以上, 91.1％増加しました。

7. カンボジアFDI (増加)
カンボジアの FDIは、前四半期の 8億 4,450万米ドルの増加と比較して、2022年後半に 10億米ド
ル増加しました。

東南アジア –外国直接投資 Direct Investment FDI

Source: CEIC Data (2023); PripertyGuru Datasense,  AsiiaHq 2023



東南アジアの展望

同レポートによると、ベトナムとシンガポールは、失業や不況の可能性が最も低いとされて
います。

ベトナムが東/東南アジアで最も急速に成長している経済国である事は明白です。世界銀行は

コロナウイルス対策が比較的効果的であること、人口動態の優位性、地域および世界経済の
構造における特権的な地位などを考慮して、2023年にベトナム経済がさらに6.7%成長すると
予測しています。

政府の不安定さでは、マレーシアが50.8％で突出しており、カンボジアの同項目は最低値で
した。

コロナウイルスの脅威については、フィリピンが強い基盤と健全なマクロ経済管理を背景に
ウイルス対策に成功したため、国民への脅威が最も少ないことが示されました。2020年のパ
ンデミックがもたらした不況の後の翌2021年には5.7%の経済成長を遂げました。

Source: The State of Southeast Asia (Survey Report)  (2023)

サーベイレポート（東南アジア）の調査報告は2023は人権、軍事的緊張と紛争の火種、テロ

リズム、失業と経済不況、国内政治的不安定、気候変動、コロナウイルスの健康へ脅威、社
会経済的格差拡大所得格差の上昇などの問題に焦点を当てています。



投資ランキング –上位5国

Source: Global property guide, AsiaHqGuide; Invest Asian, Vietnam-Briefing 
, Juwai, IQI, Invest Asean (2023)

1. ベトナム – 主な投資理由

• 戦略的立地 – 戦略的な製造業地、 海運と輸送ルート沿いに位置し、中国南部と国境を接
し、東アジアを中心にあります。

• 経済成長 – 継続的な年間 GDP 成長を含む力強い経済 GDP 成長は、一貫して世界および
東南アジアの同業他社を上回っています。

• 政府の安定性 – ベトナム政府は類似市場と比較して、堅実な経済ビジョン、公正な政策
統制、低い投資障壁、強力な支援政策を持ち安定しています。

• 投資の容易度 – 外国人投資家対する投資の公正さと容易度を向上させています。

• 大規模で若い労働力 – 約6,000万人の労働力があり、毎年100万人増加しています。

• 工業地帯 – 経済地帯、工業団地、ビジネス街、住宅地ともに順調な開発をしています。

• 強力なFDI環境 - 2021年プロジェクトで197億米ドル、払込資本を含め312億米ドルが支
出されました。

• 個人消費成長 – 人口は9,500万人を超え、中階級層が急速に拡大しています。またサー
ビス業もGDPの40％を超える成長を示しています。

• FTAネットワーク – 18以上のFTAに加盟し、APAC、ASEAN、ヨーロッパなど世界各国と
の貿易に有利な協定を結んでいます。

• 法的枠組みへの取組み – WTO加盟国であり、世界の主要な知的財産保護条約、プロトコ
ル、協定のほとんどに署名してます。

RANKING COUNTRY

1 Vietnam

2 Cambodia

3 Indonesia

4 Philippines

5 Thailand

Note: Rankings are based on a combination of yields
& other related factors, and may change over time
used as a guide only.



2. カンボジア –主な投資理由

• 経済成長 – カンボジア経済は1998年から2018年の間に平均成長率8％を維持し、世界
で最も急速に成長している国の一つです。

• 外国投資の容易性 - 昨年、カンボジアの首都のプノンペンへの外国投資（FDI）は、約36
億米ドルに達し、その43％が中国の投資家でした。2018年比で約12％増加を示しました。

• 成長する観光業 - カンボジアは意欲的な観光計画を持っています。フン・セン首相は、
カンボジアを訪れる観光客数はここ数年で大幅に増加し、2025年までに1200万人の観光

客を見込んでいると主張しています。コロナウィルス収束に伴い観光客の増加が不動産
業界を活性させる事も期待できます。

• ドル建て経済 - カンボジアでは米ドルが共通通貨として使用されています。米中貿易戦
争は過去2年間、世界経済に影響を与えましたが、カンボジアはその恩恵を受け、中国は
貿易拠点としてカンボジアへの依存を強めています。

• 人口増加 - カンボジアの人口動態は平均年齢25歳と若く、2030年までに人口が20％以上

増加すると予想されます。経済成長に伴い労働人口が増加するため、都市部では労働者
を収容するための住宅開発が進むと考えられます。現在、カンボジアの人口は約1,600万
人で、そのうち150万人がプノンペンに住んでいます。

投資ランキング –上位5国



3. インドネシア – 主な投資理由

• 東南アジア最大の経済大国 – 東南アジア最大、世界でも16番目の経済大国であるイン
ドネシアは、2020年の年間国内総生産（GDP）が約970.00米ドルに達しました。

• 大規模な人口 –インドネシアの人口は 2億5000万人、300以上の民族が暮らす世界第4位

です。東南アジア最大の国家であるインドネシアは、長年にわたり目覚ましい成長を遂
げてきた経済成長国です。人口の多さは、労働力とチャンスが多いということであり、
それが価値を高め、国の持続的な成長につながります。

• 外国人投資法 – インドネシアでは、アパートを所有することができ、土地も所有する
ことができます（いくつかの制限があります）。2020年、インドネシア政府は外国人投
資環境をさらに改善するため、投資法を更新しました。外国人は、30年のアパートの
リース契約と20年の延長ができるようになりました。（但し、借地権付き土地家屋の所
有は不可）

• オープンな投資環境 -以前は、政府がインドネシアの土地は自国民しか所有できないと

していたため、外国人がインドネシアに投資することは困難でした。現在では外国人の
投資を奨励する新しい法律が着実に施行されています。 90年代には、外国人は地層マン
ションを所有できても、土地は所有できませんでした。2010年から2015年にかけては、
外国人は土地の70年リースが許可されましたが、法律は不明瞭でした。しかし2020年以
降、法律はさらに改善を続けています。

投資ランキング –上位5国



4. フィリピン – 主な投資理由

• 人口 – 人口増加に伴う経済成長。1億人以上の人口を抱えるフィリピンは、膨大な労働
力を有しており、経済発展の大きな可能性を持っています。

• 高い住宅需要 – 2022年第1四半期時点でマニラの総住宅数は46,700戸に達し、売れ残り
はわずか13,500戸に留まりました。つまり、現在利用可能な住宅は全体のわずか2.89％
しかありません。

• 住宅物件の急増 - 新規住宅物件数は4,762戸に達し、2021年第4四半期と比較して70％の

急増となりました。取引量はパンデミック発生当時よりも多く、マニラ首都圏で住宅が
不足していることを証明しています。

• 中高級住宅が市場をリード-パンデミックに無関係に、400万～700万ペソの中高級住宅
が買い手の間で人気を集めています。

• 安定した資産価値 –オミクロンの影響で年初に家賃が下落が見られましたが、マニラ中
心部の資産価値は上昇しパンデミック前のレベルを超えています。

投資ランキング –上位5国



5. タイ – 主な投資理由

• 人気観光地 – タイは、世界各国から過去最高の3,500万人以上の観光客を迎え、2022年

もアジアでの観光客数第一位を維持しました。タイでは、プーケットやパタヤなどの
ビーチリゾート、バンコク、チェンマイなどの第二の都市が外国人の需要の高いエリア
となっています。観光産業の拡大に伴い、短期賃貸契約や別荘の需要が非常に高まって
おり、特にBTS線の駅に近い物件への需要が高まっています。

• 交通整備 - タイの不動産市場は6～8％の成長が見込まれています。政府は、さらに交通
インフラを強化する方針です。すでにBTS線とMRT地下鉄があるにもかかわらず、東部
経済回廊の開発に450億米ドルの投資をしました。この開発はとくに中国を中心とする
外国人投資家がバンコクとパタヤに流入していることに対応するためです。

• 不動産価格と資本価値 - 一般的に、中国、シンガポール、香港の不動産は、タイの不動
産と比較すると高額です。タイは不動産投資で4番目に人気のある国で、中国からの投資
額は23億ドルでした。バンコクは不動産分野で大きな成長を遂げ、海外からの投資や、
バンコクの経済的潜在力を活用しようとする地域本部からも注目されています。

• 自由保有権への投資 - カンボジアやベトナムのように、外国人が購入できるのは一定

年数までの借地権物件に限られる国とは異なり、タイでは、プロジェクトの総戸数の現
地枠は51％、外国人は49％まで自由保有マンションを購入・所有することができます。

購入すると、外国人バイヤーはタイ人オーナーと同じ権利証書を受け取ります。した
がって、自由保有物件のコンドミニアムを購入することは、100％の所有権で長期投資
ができる理想的な選択肢の一つです。

• 外国人を受け入れるタイの法律 - タイは、外国人が追加の固定資産税を支払う必要があ

る場合があるほとんどの国とは異なり、外国人投資に関しては友好的な国です。税金や
手数料の面では、オフ・ザ・プランの購入者取得費用は、物件価格の1％のみです。つま
り、譲渡手数料、法人手数料（1年分の管理費を前払い）、管理費、減債基金、外国の印
紙税や法務費用は一切かかりません。最近の契約書はタイ語と英語で書かれています。

投資ランキング –上位5国

Source: Global property guide, AsiaHqGuide; Invest Asian, Vietnam-Briefing Invest Asian (2023)



03市場心理と現状

プロパティーグル・マレーシアより



2022年第2四半期 市場

2022年第2四半期における市場

マレーシア、シンガポール、インドネシア、タイ、ベトナムは、世界的な景気減速や経済不
安もかかわらず、国境開放と共に引き続き回復力きを示すと予想されます。

タイは、住宅価格を維持しながらも需要が急増している国の一つです。

インドネシア、マレーシア、シンガポール、ベトナムについては、住宅価格が上昇傾向にあ
ることが確認されます。これは、原材料費の高騰やインフレの影響などによるものと思われ
ます。

タイとシンガポールは、この期間、住宅市場における需要の減少を記録しています。

Source: Property Guru (2023)



Source: Property Guru (2023)

2023年上半期の市場予測

今回の調査結果によると、マレーシア、シンガポール、インドネシア、タイはにおいて、住宅
市場の売上高の成長率の鈍化が予想されます。

シンガポールとインドネシアは、中低所得者層が市場から排除される可能性があるため、売上
は減少傾向にあると思われます。住宅所有者は希望価格が満たされた場合にのみ売却するため、
価格は維持されるでしょう。

タイでは観光業や小売業が本格化し、それに伴い住宅需要が増加が予想されます。しかし、イ
ンフレと金利の上昇とともに世界経済が再開したため、2023年の市場はこの図の範囲に留ま
ると予想されます。

2023年上半期の市場予測



本レポートは、一般的な読物として発行されています。記載内容は発行日時点において信頼できる情報と確信していますが、検証、
保 証はしていません。 本レポートの内容の使用、信頼性、参照に起因する損失や損害について、GARDEはいかなる責任も負わない
もの と します。また本レポートは、必ずしも特定の国、物件、またはプロジェクトに関連するGARDEの見解を表すものではありま
せん。

www.garde-intl.com
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