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I.ラオス-日本関係 

駐日ラオス大使館 3 

1955年3月5日 外交樹立      2015年には60周年  

 政治的なハイレベル交流: 

 ラオス首相の就任後、ASEAN諸国以外、 

  日本が初めて訪問国 

 2012年6月に皇太子閣下のラオス訪問 

            11月に日本総理のラオス訪問 

            3月と4月にラオス首相の日本訪問 

 2013年11月の安倍総理ラオス訪問 

      12月のラオス首相の訪日 



＊写真：日本外務省HPより 

2013年12月15日 
安倍総理大臣のラオス公式訪問 

2013年11月17日 
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I.ラオス-日本関係 （続き)



皇太子殿下歓迎バーシ儀式 
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古都  
ルアンプラバーン 
2013年6月 

I.ラオス-日本関係 （続き)
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皇太子殿下歓迎バーシ儀式 
I.ラオス-日本関係 （続き)
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 地域及び国際舞台での協力： 

 ASEAN+1+3, ASEAN地域フォーラム(ARF)  

 東アジア首脳会議(EAS) 

 大メコン圏(GMS) 

 国連(UN) 

I.ラオス-日本関係 （続き)



諸外国の対ラオス経済協力実績 

出典：OECD/DAC と日本外務省HP 
8 駐日ラオス大使館 

I.ラオス-日本関係 （続き)



日本の対ラオス援助形態別実績 

出典：OECD/DAC と日本外務省HP 
9 駐日ラオス大使館 

I.ラオス-日本関係 （続き)



ベトナム戦争
の残留不発
弾、被害者に
クリントン国務
長官が面会 
…ラオス 
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I.ラオス-日本関係 （続き)



II.ラオスの概要 
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そもそも、ラオスってどういう国？ 



2013年に最も旅先にしたい国 
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ヨーロッパの貿易
観光協議会による
認証式 



  自由化 

人 

モノ 

金 
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II.ラオスの概要 （続き)  

  問題点 

競争力格差 

 



 ラオスはインドシナ諸国及
び中国雲南省からなる大メ
コン圏の中心に位置する。
ラオスは東南アジア唯一の
内陸国で、5カ国と国境を
接している。 

北に中国 

東にベトナム 

南にカンボジア 

西にタイ 

西北にミャンマ－ 

メコン川がラオスを1,800 
km に渡って流れる。 
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II.ラオスの概要 （続き) 



国土面積：23万6,800平方キロ 

農地：510万 ha 

森林面積：40％以上 

保管森林面積：167万ha 

工事（住宅）面積：185万ha 

 

豊富な天然資源を持つ国:  

 肥沃な土地、鉱物、水、森林 

 農業、鉱業、水力発電分野における開発
ポテンシャル 
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II.ラオスの概要 （続き) 



ラオスの経済基盤 
ラオスに経済成長をもたらする３つ分野 

1) 農業：農林産業（米、コーン、タピオカ、砂糖キビ，
コーヒー等） 

2) 産業：鉱業、水力発電、製造業など 

3) サービス：観光、運輸、ホテル等 
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II.ラオスの概要 （続き)  



 人口：650万人 

 民族：49 

 密度：26人/km2 

 人口増加率：2.3％ 

 労働人口：290万人 

 宗教：仏教 

 首都：ビェンチャン 

 公用語：ラオ語 

 通貨：キ－プ(kip) 

     1円＝80 Kip 
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II.ラオスの概要 （続き)  



 ラオスは熱帯モンスーン気候 

 一年中湿度が高 

 年間平均気温はおよそ摂氏28度 

 季節は：乾季（11月－4月） 

     雨季（5月－10月） 
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II.ラオスの概要 （続き)  



I-５. 地理について 

 国土の３/４：高地又は山岳部で、国土は山岳、高原又
は平野に含まれる。また、国土の形態によって3つの地
域にとして分類されている。 

 北部：北部は多くのが山岳があり海抜はおよそ
1,500メートルで、一番高い山：ビア山、高さ：
2,800メートル。 

 サイプルォン山脈：ラオスの東南部のムンポン高原
からカンボジア国境まで伸びている。海抜およそ
1,000メートル。 

 平野：全土の１/４は平野で、主なな平野は3つがあ
り（ビエンチャン平野、サワンナケート平野、  
チャンパサック平野） 
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II.ラオスの概要 （続き)  



文化と文化財 

 ラオスは49の民族からなり、その文化や文化財は
多様だ。インドシナ半島には数千年前から人類が
住み着き、北東部には先史時代の遺跡もある。 

 

 ラオス語を語る際、鍵となるのはこの地域を結ぶ
動脈であったメコンだ。川はその流域に文化や宗
教を伝え広めた。豊かな水は農耕文化を育み、自
然に対する畏敬の念から発したアニミズムはヒン
ズー教や仏教にも溶け込んだ。 

 

 一方で、高原や丘陵地帯に暮らす少数民族とは平
和共存し、ぞれそれの文化を尊重しあってきた。 
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ラオス人の日常生活 
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III.ラオス文化  



ラオス人の日常生活 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオスの家 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオスの家 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス女性のドレス 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス女性のドレス 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス女性のドレス 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス女性のドレス 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス結婚式用ドレス 
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III.ラオス文化（続き)  



       ラオスの楽器  Khaen  ケーン 
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III.ラオス文化（続き)  



              楽器 
Lanad ラナード 
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ラオス語 

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິ
ປະໄຕປະຊາຊົນ ລາວ 
ラオス人民民主共和国 
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິ ປະໄຕ 
 ເອກະພາບວັດທະນາຖາວອນ 
平和 独立 民主 統一 繁栄 
子音(ພະຍັນຊະນະ) 34 (27+7)  
母音 (ສະຫລະ) 32  
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III.ラオス文化（続き)  



結婚儀式 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス料理 
Khao Nieu (もち米)  
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III.ラオス文化（続き)  



  ラオス料理 

  Lab  ラープ 
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 ラオスの代表的
な料理はラープ
（挽肉サラダ）。 

 挽肉や魚などを
レモン汁、香草な
どと混ぜ合わせ
たもので、ピリッ
辛い味付。 
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III.ラオス文化（続き)  



     ラオス料理 
Tam Mark Houng  パパイヤサラダ 
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 青いパパやの
皮に沢がにや
トマト、唐辛子
をくわえて、
魚の酢漬け醤
油で味付をし
たタムマーク
フ-ン（パパィ
ヤのサラダ）も
有名。 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス料理 
Khao Larm   カオラーム 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス料理 
Khao Larm   カオラーム 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオス料理 
Ping Kai (ラオス風焼き

鳥) 
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III.ラオス文化（続き)  



お祭りによくある料理 
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III.ラオス文化（続き)  



ラオスの象徴  

Thatluang Stupa (Pra 

Thatluang) 
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IV.ラオス観光（続き)  



ラオスの象徴  

Thatluang Stupa (Pra 

Thatluang) 
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IV.ラオス観光（続き)  
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IV.ラオス観光（続き)  



 Wat Xieng Thong  シェントーン寺院 
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                 ラオスの象徴 
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IV.ラオス観光（続き)  
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                 ラオスの象徴 
  Wat Xieng Thong  シェントーン寺院 
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IV.ラオス観光（続き)  



 プーシーの丘 
ルアンパバーンを一
望できる高さ150m
の小高い山 
頂上にお寺があるこ
の丘のうえで下を流
れるメコンと連なる
山々をのんびり見て
過す 。 

 

 バークウ洞窟 
街からメコン川を1
時間ほど遡ったとこ
ろに、大小多くの仏
像を納めた洞窟が二
箇所あります。 
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IV.ラオス観光 （続き)  



 クアンシーの滝 
意外に知られて
いない名所がこ
の滝 

 
 

 

 

 

 

 

 セーの滝 
町から南へ20km 
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IV.ラオス観光 （続き)  
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IV.ラオス観光 （続き)  
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IV.ラオス観光 （続き)  
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ジャール平原の巨大な壷 
1.神秘的なジャール平原、
シェンクアン県の県都ポー
ンサワンから 

 約12キロに位置 
 
2.平原には数千年もの石の壷
がある 

高さ：１から3メート、 
直径: 1から最大3,25メー 
重さ：大きいものは6トンに 
   も達す 
約300個の巨大の壷がこの神
秘の高原に散在してる。 
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IV.ラオス観光 （続き)  
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IV.ラオス観光 （続き)  



 
 Wat Phou Cham Pa Sack ワットプー

寺院 
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IV.ラオス観光 （続き)  
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 Wat Phou Cham Pa Sack ワットプー

寺院 

IV.ラオス観光 （続き)  
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 コーンパペン滝 

 東南アジア最大の滝、
コーンパペンはチャンパ
サーク県の中で最も刺激
的で人気のある場所です。
滝の水が流れ出るところ
に、元地の漁民たちが伝
統的な漁を行っているの
が見える。滝の色がエメ
ラルドリ-ンになる12月
から3月が美しい景色を
見るのに、 

 最も適した時期になって
います。 
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IV.ラオス観光 （続き)  



 Beer Lao ラオスビール 
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IV.ラオス観光 （続き)  


