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BOI ワンストップサービスセンター 

メコン地域におけるビジネス連携の可能性 
－タイ、カンボジア、ラオス国境経済特区の現状と課題－             

-陸の ASEAN ミッション報告- 

国際機関日本アセアンセンターは、2015 年 8 月 2 日から 8 日まで、タイ、

カンボジア、ラオスへ陸の ASEAN ミッションを派遣しました。 

2015 年末の ASEAN 経済共同体（AEC）発足に向けて、ASEAN 各国は、 

地域の連結性を高め、更なる経済成長や格差是正を図るため、ヒト・モノ・ 

カネの自由化について議論を進めています。 

その一方、国ごとには、地方発展、景気回復、移民労働者など様々な課題の解決が迫られています。  

本ミッションでは、変化する「タイプラス１」とメコン物流ネットワーク、さらにタイ、カンボジア、ラオス国境付近

の経済特区の可能性と課題について探りました。 
 

Thaiｌand 
Bangkok 

Ⅰタイの投資環境 

首都バンコクにて、経済企画庁（NESDB）、タイ投資委員会（BOI）より、最新の  

投資環境と経済政策、さらに国境付近の経済特区についての説明を受けました。 

NESDB の主な役割は、（１）GDP の推計、（２）長期の国家計画策定、（３）政策 

アジェンダの提案の三つで、洪水時の災害対策本部や、タイ－ミャンマー－日本 

の三カ国で現在進めらていれるダウェイ経済特区の事務局も務めています。 

NESDB によると、国境付近の経済特区は、当初はタイと周辺国の Win-Win の関係を目指して構想され

ました。前政権時、米国－メキシコ間のマキラドーラのしくみを想定し、ミャンマー国境付近のメソートを特別

区にすべく進められていましたが、やがて経済特区の第一フェーズとして、ラオス、カンボジアの国境付近

を含む、ターク、ムクダハン、サケオ、ソンクラー、トラートの５県へと広がりました。その背景には、１％を切る

失業率低下による労働力確保、地方との経済格差是正、周辺国からの移民管理という、現政権が     

解決を迫られるタイ国内の課題が挙げられます。一方で、タイの最低賃金 300 バーツは全国一律であり、   

地方移転が人件費削減にはつながらないことから、国境付近の経済特区の成否については産業界が決め

るであろうと考えられています。 

BOI にて、2015 年 1 月より適用された新投資奨励政策についての説明を 

受けました。世界銀行は、タイを「発展途上国」から「低所得国」へ位置づけを

変更しており、経済成長に応じて、タイの投資政策も転換期に来ています。  

新政策では、「中進国の罠」に嵌らず、持続的成長をもたらす投資先になるよう、

従来のゾーン制を廃止し、メリット制が導入されています。具体的には、業種別

にカテゴリ分けされ、競争力向上、地方分散、工業用地開発に応じて、追加  
恩典を付与するしくみです。また、地域ビジネスハブとしてのタイを推進すべく、国際地域統括本部（IHQ）

の誘致を行っています。国境付近の特別経済区については、第一群 5 県、第二群 5 県の計 10 か所が  

指定されており、地域ごとに対象業種が定められています。 

JETROバンコク事務所 

日系進出企業の動向は 2014 年から 2015 年にかけて変調をきたしています。自動車を中心としたタイの 

景気低迷と、周辺国の賃金上昇により、「タイプラス１」の相談は昨年より減少傾向にあります。現状では、  

タイの工場の稼働率を上げることに注力する日系工場が多く、物流コストの低いものについては、ラオスと 

分業しているケースがみられます。 
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国境付近の経済特区については、元々はタイの産業を高度化させるための政策でしたが、地方創生により

労働集約型産業もタイ国内へ取りこむ考えへと転換し、政権に翻弄されており、その是非について議論が続

いています。メコン地域の分業体制として、「タイプラス１」は日系企業にとっても理想的であり、また最低賃金

が全国一律の方針は今後も変わらないことから、日本としても ASEAN 全体の発展につながる方向性を提案し

ていくとのことです。タイの日系企業ではミャンマーが最も注目されており、インドネシアは内需の魅力で進出

した企業が多いが、ミャンマーは生産拠点として、インフラさえ整えば進出するという声が聞かれています。 
 

II 企業訪問 

企業訪問 （日系物流会社） 

ASEAN・南アジア市場を、メコン中心の「陸の ASEAN」、インドネシア、フィリピン含む「海の ASEAN」、 

インドを中心とした「南アジア」の三つに分けて、ケースごとに最適なクロスボーダー物流を提案しています。 

ASEAN経済共同体（AEC）は思ったより進んでいないようですが、AEC統合に向けた改善の見通しもみら

れます。一点目は、ベトナム―カンボジア間の積み替え作業を省略したトラック・パスポート制度による相互

乗り入れ、二点目は、通行量増加に伴う、各経済回廊の継続的なメンテナンス、三点目は、タイと隣接国 5か
所*1 の試験的なワンストップサービスです。円滑なサプライチェーン構築には、（１）通関・保税制度、   

（２）インフラ、（３）国際輸送に充分なスペース、（４）品質など、新興国特有の四つの課題があり、各国の経済

力、労働事情、インフラの違いにより、障壁を取り除く姿勢に温度差はみられるものの、改善に向けた動きを

注視していきます。今後の展開としては、タイ現地の物流会社との提携や、バンコク―ヤンゴン陸路のリード

タイム短縮に取り組む予定です。 *1 （メーサイ（T-Mm/中）、メソート（T-Mm）、ムクダハン（T-L）、アランヤプラテート（T-C）、サダオ（T-My））  

工場訪問 （日系自動車部品メーカー） 

ASEAN 8カ国に工場を持ち、1万人の雇用を創出する日系企業を訪問しました。タイ人ワーカーは、手先

が器用で真面目に取り組み、業務改善のアイディアや技術の蓄積がみられます。新興国はローカルスタッフ

を主役に展開し、カンボジアは南部回廊を活用したベトナムプラス１、ミャンマーはインドネシアプラス１として、

現地調達とさらなる現地化を進めます。また Dawei 経済特区については、工業団地の設置よりも、どうやって

物を運ぶか、インフラ整備が重要になるであろうとのことでした。 

2015 年 AEC では、関税のみならず、人の行き来、物流、サービスの自由化が進められ、2020 年には、 

世界の約半分の人口がアジアとなります。東アジア地域包括連携協定（RCEP）の ASEAN プラス 6 カ国に 

よる大アジア圏での市場融合と売上増に期待を寄せています。 

日系物流企業との交流会 

タイに進出する日系物流企業と、メコン地域の物流事情について意見交換を行いました。 
バンコク日本人商工会議所は 1954 年に 30 社で開始、昨年 60 周年を迎えました。2015 年 8 月時点で  

会員企業 1,639 社と世界最大規模の日本人商工会議所であり、毎月 5-10 社の新規加盟が続いています。

同会員の日系物流企業によると、AECにより「陸のASEAN」が注目されており、メコンの中心タイが国内事情

により元気がなく、時間はかかるかもしれないが、タイを中心に発展していってほしいとのことでした。 

物流については、タイ国内はインフラが整っているが、隣国のカンボジア、ラオス、ミャンマーに一歩入ると、

通関、インフラ、通行税や積み替えなど、非関税障壁を感じます。タイ―ベトナム、カンボジア―タイ間は  

海上輸送も多く、IN と OUT のバランスが重要とのことでした。 
 

III 流通現場視察 

バンコク中心部の高架鉄道（BTS）に直結するショッピングモールのフロアには、   

富裕層向けの高級ブランドショップが軒を連ねています。日本語の書籍が充実した 

書店もあり、家電売り場には SONY、Apple、SAMSONG 他、最新モデルの携帯電話

が分割特別価格を競っています。先の消費刺激策により、住宅、自動車、携帯電話

などローンの支払いに収入の多くを費やす人も少なくないとのことです。 
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ムクダハン税関 

ムクダハン経済特区 予定地 

Mukdahan 

IV タイ国境付近の経済特区と税関 

ムクダハン地方政府 

ムクダハン県知事より、県の特徴とラオスとの国境近くに計画されているムクダハン経済特区について 

話をうかがいました。ムクダハンはタイ北東部、メコン川に架けられる第二タイ＝ラオス友好橋と、東西経済

回廊の要所に位置し、7 州の人口計 34 万人の農業地域です。 

ムクダハン経済特区については、道路、電気、水道、空港などのインフラ整備が計画されています。首都

周辺ラヨンからの工場誘致を行うことで、バンコクから地元へ若い労働者が戻ってくることと、キャッサバ、 

ゴム、さとうきびをはじめとする農業加工品による地域の収入増に期待を寄せています。 

ムクダハンと、ラオスのサワンナケート県は姉妹都市でもあり、協力して地域を発展させていきたいとのこと。

2015 年 11 月には、タイ―ラオス税関ワンストップサービスの共同パイロットプロジェクトが予定されています。 

 
ムクダハン経済特区 

BOI によると、ムクダハン経済特区の対象業種は、農産業、電気電子、物流、

工業団地、観光で、法人税や機械関税の減免、輸出向け原材料の関税免除、

未熟練外国人労働使用の許可などの優遇処置が付与されます。 
 

ムクダハン 税関 

タイとラオスのサワンナケート県を結ぶムクダハン税関によると、11 月に予定される

試験的ワンストップサービス（OOS）では、手続きは一つになり、ラオスからチェックな

しで OOS へと運ばれます。タイ側の荷物も X 線でチェックされ、最新の X 線検査  

装置が二台設置されています。双方の税関で 30 分ずつ要した時間が、約半分の    

計 30 分に短縮される見込みで、同 OSS は ADB もサポートしています。 

 

 

Laos 
Savannakhet 

V ラオスの投資環境 

サワンナケート県知事表敬 

サワンナケート県知事より、同地域の投資環境についてお話がありました。サワンナケートは、タイと    

ベトナムに接するラオス中部の県で、東西経済回廊上に位置しています。県知事によると、第二タイ＝ラオ

ス友好橋は同地域に経済効果をもたらし、2006 年開通前の GDP 成長率 6-7％が、開通後は物流などが活

発化したことにより 10-12％、2015 年は 12.4％になる見込みです。国内外の投資も動いており、部品メーカ

ーをはじめとする日本からの投資も増えています。同地域の強化分野としては、人材育成、農業・農産品

加工、物流などサービス産業の三つが挙げられ、サワンナケートを大メコン圏（GMS）の中心にすべく、電

力、水インフラなどのインフラ整備と投資改善に取り組んでいます。またADBの融資を受けて、大学の強化

や技術訓練学校の設置を行うことで、より良い人材を育成していきたいとのことです。 

タイへの出稼ぎは減ってきており、ラオス国内の雇用創出を図っていきます。タイ国境付近の経済特区

については、サワンナケートへの影響は分かりかねるが、土地リース代、電気代、人件費等、トータルコスト

を比較し、どこがよいかは企業が決めることと述べられています。 

ラオスより、第二友好橋を臨む 

対岸は、タイ・ムクダハン 
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VI 企業訪問 

企業訪問 （日系物流会社） 

世界140ヶ所以上に拠点を持つ日系物流会社では、ラオス登録車両の優位性を活かした陸上輸送サー

ビスを提供しています。ラオスは 4 カ国と輸送協定を締結しています。タイ、ベトナムに相互乗り入れ可能な 

ラオス登録トラックと、東西経済回廊を利用し、バンコク－ハノイ間を最短 48 時間の定期便でつなぎます。  

国境での積み替え作業を省くことで、輸送コストと貨物のダメージが低減されます。 

現状は、タイ向け組み立て部品の輸出（CKD）が多いですが、  

将来的には、タイのトロピカルフルーツを中国へ、ラオス登録トラックで

輸送していきたいとのことです。課題として、現状は片荷が多いことと、

優秀なラオス人の中間管理職、人材確保の二点が挙げられており、

ASEAN 連結性向上のためにも、発展途上国のハードだけでなく、 

産業育成などソフト面の支援も進めてほしいとのことです。 

 

企業訪問 （日系縫製会社） 

2007 年より、ラオス工場を開始。100%日本輸出向けの様々な用途の靴下を OEM で生産しています。 

材料は、中国、タイからの輸入、製品は、ラオス－タイは陸路、タイ－日本は海路で輸送しています。   

以前はタイに工場がありましたが、人件費高騰により、同地域に経済特区が出来る以前にラオスへの進出

を決めました。最低賃金は 90 万キップ（約 120USD）、一日 8 時間勤務です。従業員 80 名のうち日本人  

スタッフは 2 名。治安も良く、ラオス人ワーカーは穏やかです。田植え期 6-7 月、稲刈り期 10-11 月は家の

農作業を手伝う従業員も多いため、年 15 日の有休は柔軟に対応しています。 
 

VII ラオス国境付近の経済特区と税関 

ラオス税関 
2007 年、東西経済回廊上に開設。サワンナケートの経済成長を支えています。

貿易総額 1 千億以上、輸出 500 - 600 億円、輸入 380 億円、ラオスから 第三国

へは 97 億円ほどです。通関手続きは IT 化され、（１）書類記入、（２）チェック、  

（３）支払い、（４）最終チェックの４段階で所要時間は計 15-30 分です。トラックは

スキャナーで中身がチェックされ、税金の支払いにはスマートカードが利用可能

です。ムクダハン税関とのワンストップ化についてはタイと一緒に進めており、四段階 6 ヶ月、24 ヶ月の計画

で、パイロットプロジェクトは 2015 年 11 月に開始予定です。 

サワン・セノ 経済特区 

サワン・セノ経済特区は、東西経済回廊とラオス国道９号線上、第二友好橋

から 3km、バンコクから 670km に位置します。商業施設、物流、工業団地、 

住宅エリアの４つのゾーンに分けて開発が進められ、工業団地サワンパークは 

ラオス政府とマレーシア企業の共同開発です。経済特区庁（SEZA）の下、  

ワンストップサービスの投資手続き、最大 10 年の法人利潤税、輸出品に係る

あらゆる税金と関税の免税、最大 75 年の土地リースなどの優遇処置が与えら

れます。同特区の強みとしては、優位性の高い優遇処置、最低賃金の安さが挙げられ、昨年より 5 社増の

計 41 社、日系は部品メーカーなど 4 社が操業しています。 

 

ASEAN を基点としたボーダレス輸送  

出所: LAO NISSIN 

メコン川より、第 2 タイ＝ラオス友好橋を臨む 

NY タイムズの行きたい国 第 1 位に選ばれるなど 

ラオスは近年、観光地としても注目される 
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笑顔あふれる食堂売店前 

国境には、手押し車、バイク、自動車が行きかう （ポイペト） 

 

Cambodia 

Poipet 

VIII  カンボジア国境付近の経済特区と税関 

サンコーポイペト経済特区 

2012 年、タイ―カンボジア国境付近に、カンボジアと日本企業により共同

開発された経済特区です。総面積 66.5ha、バンコクより 310km 車で 3 時間半、

首都プノンペンへ 410pm 車で 6 時間ほどに位置します。外国人は最大 50 年

の土地リースが可能で、人材派遣サービスも行っています。電力はタイより 

購入しています。同特区の強みとしては、海抜 53m で洪水リスクがないこと、バンコクとホーチミンを結ぶ 

南部回廊上にある戦略的立地、周辺人口 270 万人を擁する豊富な労働力などが挙げられます。同特区内 
にレンタル工場が計画されており、日系部品メーカーからの引き合いが寄せられています。 

税関 

タイ（アランヤプラテート）からカンボジア（ポイペト）陸路  

の国境越えには、バスを乗り換えるため、徒歩で渡ります。 

パスポートを提示し、入国手続きを行います。橋の中ほどまで

両国の国旗がはためく中、自動車と農産物を載せた手押し車

が行きかいます。カンボジア側に抜けると、大きなカジノ   

ホテルが並んでいます。 

 

IX 企業訪問 

企業訪問 （日系部品メーカー） 

同経済特区内に 2012 年設立。半年後 2013 年春に量産開始。300 名でスタート

した従業員数もこの三年で３倍に増え、年内には 1,200 名に達する見込みです。 

世界シェア第一位の同社製品の 7%は、カンボジア工場で生産しています。タイと

比べて３分の１の人件費により、収益も改善しました。国境まで約 10km、ここ一年は

通関トラブルもないとのことです。日本とタイ製の中古機械を使用し、金型はタイで 
作っています。月額平均賃金は、残業代と、食事１食分、交通費、住居手当など福利厚生含めて、    

最低賃金 128USD の２倍以上で、離職率は低いとのことです。社員教育は、ラインリーダーによる OJT と 

工場内でのクメール語レッスンを行っています。指示書は、写真付きで分かり易いよう作成しています。 

X 最後に 
 2015 年の「陸の ASEAN ミッション」では、経済回廊を軸に、各国が経済発展を展開していく様子がうか

がえました。今回のテーマである国境付近の経済特区では、タイ、カンボジア、ラオスの地理的優位性と 

特性を活かした優遇処置で投資誘致を行っており、いずれも日系の工場進出が望まれています。 
その一方で、日系企業では「タイプラス１」の生産拠点の見直しが進められています。その理由として、

生産と販売のバランス、人件費だけでは測れないコストや非関税障壁などが挙げられます。税関のワンスト

ップサービスの試験的開始など、一部改善の動きもみられますが、メコン全体が発展していくためには、  

ソフトとハード両面での物流環境の改善が鍵となります。 
また、今回の視察では、国別よりメコン地域中央部の経済格差も浮き彫りになりました。ASEAN 各国は

それぞれ国内事情と課題を抱えており、国内課題の解決がせまられる場合、ASEAN 全体の利益は後回し

にせざるを得ません。ASEAN 全体が経済成長していくためには、タイ国内経済の課題解決の支援など、

国別課題への理解と支援もセットで考える必要があるでしょう。日本にとって重要なパートナーとなる

ASEAN メコン地域において、日本企業が持続的成長を遂げていくためにも、進出先の地域とローカル  

スタッフの成長を見据えた事業展開が期待されます。 



- 6 -          ASEAN-Japan Centre 

陸のASEAN投資環境視察ミッション 

期  間 :  2015 年 8 月 2 日（日）―8 月 8 日（土） 

場  所 :  タイ（バンコク、ムクダハン）、カンボジア（ポイペト）、ラオス（サワンナケート） 

参加者 :  29 名 

 月 日 時間 訪問地 内  容 

 

1 

8 月 2 日（日） 

 

10:35 

15:05 

羽田 

バンコク 

-直行便にてバンコクへ 

-スワナプーム国際空港着                         （バンコク泊） 

 

2 

8 月 3 日（月） 

 

午前 

 

 

午後 

バンコク -タイ国家社会経済委員会(NESDB)ブリーフィング 

-タイ投資委員会(BOI)ブリーフィング 

-JETRO バンコク事務所ブリーフィング 

-企業訪問（日系物流） 

-流通現場視察 

-盤谷日本人商工会議所会員企業との夕食会             （バンコク泊） 

 

3 

 

8 月 4 日 

（火） 

 

午前 

午後 

バンコク 

カンボジア 

ポイペト 

バンコク 

-バスにて、ポイペトへ 

-工場視察（日系部品メーカー） 

-サンコーポイペト経済特区視察 

-バスにて、バンコクへ                            （バンコク泊） 

 

4 

8 月 5 日 

（水） 

 

午前 

午後 

バンコク 

ラオス 

サワンナケート 

-工場視察（日系部品メーカー） 

-飛行機にて、サワンナケートへ                  （サワンナケート泊） 

 

5 

8 月 6 日 

（木） 

 

午前 

 

 

午後 

 

ラオス 

サワンナケート 

-ラオス サワナケット県知事表敬訪問 

-企業訪問（日系物流） 

-企業訪問（現地コンサルタント） 

-ラオス税関からのブリーフィング 

～タイ・ムクダハンへバスで越境 

-タイ ムクダハン県知事表敬訪問 

～サワンナケートへバスで越境 

-サワンナケート駐在日本人との意見交換会          （サワンナケート泊） 

6 
8 月 7 日 

（金） 

午前 

午後 

ラオス 

サワンナケートバ

ンコク 

-工場視察（日系縫製） 

-飛行機にて、バンコクへ                          （バンコク泊） 

7 
8 月 8 日 

（土） 

13：30 

21：10 

バンコク 

 

-飛行機にて、羽田へ 

-羽田着 

 

メコン経済回廊と主な道路 

東西経済回廊 

南部経済回廊 

南北経済回廊 

ラオス 13 号線 

タイ２号線 

ヤンゴンマンダレー高速道路（AH１） 


