特別講座

大メコン圏（GMS）経済回廊：
進展する道路網整備
カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム、中国（雲南省／広西チワン族自治区）の６カ国は、ADB等の支援を得て、
大メコン圏（GMS：Greater Mekong Subregion）経済協力開発プログラムを進めている。分野は運輸、エネルギー、通
信、観光、貿易、投資など多岐にわたり、なかでもメコン河流域諸国を縦横に貫く幹線道路インフラ「経済回廊」は、完成す
ればメコン河流域諸国に、いっそうの投資拡大、域内貿易の進展をもたらすと期待されている（2006年12月に開通した東
西経済回廊のほか、建設中の南北経済回廊、南部経済回廊、南部海岸経済回廊などがある）。
今回の特別講座は２部構成で、これらGMS諸国の大動脈となる経済回廊にスポットを当て、本格稼働を前にした現地の最新
状況を紹介する。
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流の拡大等の多くの利点が認められるが、カンボジア
にとっては本回廊に何が期待できるのであろうか。

シハヌークビル港に関しては、カンボジア唯一の海
港であるとともに、同港に隣接したPASとCDCが開

ネアックルン架橋を踏まえた、当該地域の開発を通

発・運営するSEZとの一体性を前面に打ち出すことが

じたプノンペンから周辺部への政治・経済・教育研究

必要である。また、同港とプノンペン港との機能分化

機能の移転、本回廊で結ばれるタイ・ベトナムとの国

を明確にし、国際貿易港としての発展余力が認められ

境地域における外資誘致の受け皿としてのSEZ設置等

る同港の活性化を支援する施策が求められる。たとえ

の利点は考えられるが、両国が享受し得るものに比し

ば、プノンペン港が担っている輸出入機能のシハヌー

て些少であることは否めず、ハード・ソフト両面での

クビル港への移管を目的とした施策や、プノンペン周

インフラ整備、外資誘致に関するいっそうの優遇措置

辺に集積する輸出型産業のシハヌークビル周辺への移

供与、行政諸手続きの簡素化・透明化、広域市場化に

転を支援する施策である。いずれも相当の困難を伴う

向けた主導性の発揮、ポスト・ガーメント産業の育成

ものであるが、同港の活性化・機能強化という視点か

等が喫緊の課題といえる。

らは不可避であろう。

Part 2

大メコン圏南北経済回廊を行く
――日本・東京商工会議所主催「南北経済回廊視察ミッション」
（2月19日〜2月29日）に参加して ――
佐藤

敬

さとう・けい

ASEAN新加盟4カ国（CLMV）を応援する会 代表
1976年日本輸出入銀行に入行。93〜96年ジャカルタ駐在。2004年国際協力銀行退職。2003
年国際協力銀行、UNCTADおよび国際商業会議所主催の投資フォーラム「ASEAN新メンバー国
〔カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム〕向け投資の拡大」開催事務局を担当。以来CLMV
４カ国のビジネス環境、歴史・文化等の理解に努めている。

であった。夜の翠湖公園は大勢の人出で賑わい、子供

建設ラッシュの街、昆明

に小さな提燈を買ってあげる家族連れの和やかな光景
も見受けられた。夜遅くまで街のあちらこちらで花火
が上がっていた。

クンミン

昆明は想像していた以上の大都会であった。昆明の
人口は600万人であり、南北経済回廊（約1800km）

１．昆明新空港の建設

は600万人の国ラオスを経由して、タイの首都で人口

昆明での最初の訪問先は昆明空港経済区管理委員会

600万人のバンコクへ通じていく。昆明は1900ｍの高

であった。現在の空港が手狭になったことから、新た

地にあり、気候が温暖で「春城」とも呼ばれ花の街で

に4200ｍ２本、3600ｍ２本の合計４本の滑走路を有

有名である。近年、日本のマラソン選手のトレーニン

する中国国内で北京、上海、広州に次ぐ第４の大空港

グ基地としても知られるようになった。

を、2011年の開港をめざし建設に着手している由。

温暖な地とはいえ２月下旬はまだ冷え込む感じがあ

2007年の空港利用客は1500万人、貨物取扱量が21万

り、会議室内で昆明の人々はダウンジャケット等を着

トン、これを2015年には2700万人、60万トンに、

たままであった。昆明滞在２日目は春節の終わりの日

2035年には、6000万人、210万トンに拡大させる計画
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広州、上海、重慶等多方面に延びる鉄道の中継地とし

昆明

雲南省

ての役割も担っている由。

CHINA

住宅区と思われる場所では数多くのクレーンが林立
し、集合住宅の建設が盛んに行われている。

MYANMAR

これほどの大規模開発が進められている一方、昆明
ティエンチー

市に隣接する 池（中国で６番目に大きな湖）の水質

景洪

汚染問題が深刻な様相を呈しており、かつて汚染で困

磨
ケ
ン
ト
ン

モ
ー
ラ
ミ
ャ
イ
ン

ナトゥイ

ボーテン

チ
ェ
ン
ラ
イ

ファイサイ
チ
ェ
ン
コ
ン

ハノイ

っていた琵琶湖をきれいな湖に戻した日本の経験をぜ

VIETNAM

ひ活かして 池浄化に力を貸してほしいと、新都市建
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である。いきなりの壮大な話であった。
昆明市は空路のみならず、鉄路（鉄道）そして公路

建設中の新昆明市

雲南省は松茸の産地

（道路）にわたり中国西南部における総合交通体系の
最重要拠点都市とすべく、さまざまな開発が大規模に

バイヤーのニーズに合致した商品を取り扱うことが

進められている。雲南省は、東南アジアそして南アジ

大事である、と話す地元貿易会社の若手経営者（年商

アに開く窓口と位置づけられ、その中心が昆明市であ

3000万ドル、野菜、茸、各種機械等を取り扱う、従業

る。副市長は経済の飛躍的発展の姿を力強く説明して

員70名）
。日本向けには松茸を輸出し、日本とは10年

いた。

以上の取引実績を有している。河北省のギョーザ事件
も知っており、食品の安全性確保に関し注意を払って

２．新昆明市の建設
昆明市街より南東へ20kmに位置する呈貢地区を訪
2

きていることを説明。2003年に雲南省産松茸から農薬
が検出される事件があった。初めは天然物の松茸から

れる。160km の広さに95万人の新都市建設が進めら

なぜ農薬が検出されたのかわからなかった。原因を調

れていた。この新都市は８つの区域、すなわち行政区、

査したところ包装資材に付着したものであることが判

住宅区、文化教育区、スポーツレジャー区、花卉栽培

明。その後、採取日、場所の記録、輸出企業組合によ

区、工業区、物流区、環境保護区に分け、計画的な街

る包装資材の提供等安全対策を講じた。また松茸の乱

づくりが進められている。

獲が進まないよう資源保護にも取り組んでいる由。

そのうちの物流区にある鉄道コンテナ輸送センター

この若手経営者は、南北経済回廊を通じた東南アジ

を訪問。2006年11月に稼働開始した同センターの年

ア諸国との交易にも大きな関心をもっている。自らも

間取扱量は現在、20万TEUであるが、将来的には160

回廊の半分ほど実走を試み、新たなビジネスの発掘を

万TEUまで引き上げる計画とのこと。雲南省関係貨

考えているとのことであった。

物（燐・たばこ等）の取り扱いばかりでなく、南寧、
2008.7
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祭りのシーンの際、観客に水がかかるのを防ぐための
ものであった。劇の最後の第５幕では、GMS構成国、

メコン河川港と観光の街、景洪

タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー、ベトナムそ
して中国の６カ国を象徴する衣装（たとえばカンボジ
チンホン

昆明より飛行機で約50分、緑豊かな南国の街景洪

アであればアンコールワット、ミャンマーはパゴダと

に着く。景洪は、ラオスとミャンマーに国境を接す

いう具合）を着て演技。主役としての中国とGMS諸

シーサンパンナ

る西双版納 族自治州の州都である。その名のとお

国との関係の深さを印象づける演出であり、実によく

りタイ民族のルーツの地ともいわれ、動植物の宝

できた歌舞劇であった。

プーアール

庫、

茶の産地としても名高く観光業が盛んで、

また観光業しかないと見受けられた景洪にも人件費

2007年には国内外より500万人の人々が訪れた。外資

の安さに着目、タイ企業が縫製工場をつくることを帰

企業は５社ほど進出してきている由。

途バンコクの知人から聞き及んだことをも考え合わ

メコン河川港である景洪港は、300トン級の船が接
岸可能であり、雨期の６月から11月にかけて利用さ

せ、改めて地図の上だけではないタイと西双版納の
近さ に思い至った。

れ、乾期には閉鎖されるとのこと（雨期と乾期の水位
差は約10ｍ）
。州全体での貨物量43万トンのうち３割
にあたる13万トンを扱っており、船便数は5812便、

南北経済回廊を走るパートⅠ：
景洪〜ボーテン間

利用客は３万8000人とのこと。訪問時は乾期の最中
でありメコン河の水量は少ない。400ｍほどの川幅の
うち半分以下の流れしかなく、岸壁のすぐ下は川底が
現れ、港は使用されていなかった。

ミッション６日目。景洪からラオスのボーテンに向
けて陸路（約240km）を行く。
午前７時30分、朝靄の中、大型バスは一路

に

ガンランバ

将来的には20km下流の

にダムをつくり、水

向う。この道がすごい凹凸道で、右手に岩だらけのメ

力発電を行うとともに、上流の思茅港まで通年航行可

コン河が臨める。あまりの揺れの激しさにメコンの写

能にし、経済特区をつくる計画があるとの説明が州招

真は容易に撮れない。
メンラン

商局の副局長よりあった。これに対し、ミッションメ

９時42分、

の町に出る。これより国道213号線

ンバーより国際河川であるメコン河の本流にダムをつ

を走る。時おり彼方に高速道路が見える。しばらく山

くれるのか疑問の声が上がり、ダム建設計画は、中央

間部を走る。きつい勾配を登る。雲海を下に見る高さ

政府管掌事項であると副局長は回答するにとどまった。

まで上がる。11時近くに高速道路工事現場を見下ろす

夕食後、 族の歌舞劇を見る。観客は、国内旅行客

地点に出る。工事は中断している。
メンユアン

のほか、タイからの観光客も団体で来ていた。

11時20分、

の町近くのインターチェンジ予定地

舞台袖に、場面の説明が中国語のほかに英語と日本

に着く。現地ガイドが若い交通警察官に、高速道路を

語でも書かれている。舞台に近い席には水と果物のほ

走らせてほしいと交渉するが関係当局の許可がないと

かに、ビニールシートが置いてある。これは、水かけ

走れないとのこと。

景洪港と西双版納大橋
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ラオスにある中国の街、ボーテン
ラオス側の入国管理事務所で手続きを済ませ、ラオ
スにやっと入国したと思ったら、そこは中国であった。
その名も黄金城。商店が立ち並び、飲食店、衣類、
雑貨等ひと通りの商店がそろい、住居も隣接している。
工事中の中国高速道路

通用するお金は人民元。働いている人、お客さんは中
国人。話し言葉や看板は中国語。若い男女も多く、皆

表

道路利用状況

出稼ぎに来ている由。

中国側：国道213号線
ラオス側：国道１号線
（
・
間）
（ボーテン・ナトゥイ間）

ひときわ威容を誇るのが、黄金城経済区の中心建造
物で、ミッション一行が宿泊した磨丁皇京大酒店であ

トラック
バス
乗用車
バイク
その他

５台
４台
９台
６台
水牛 11頭

１台
１台
１台
３台
トラクター１台 注

る。正面玄関を入った奥は24時間営業のカジノが門戸

計測日時

２／ 24（日）
11：53〜 12：13

２／ 25（月）
9：10〜 9：30

連れていかれ、細かいお金の代わりに、１枚のカジノ

注：このほか、ナトゥイ検問での待機車（トラック２台、乗用車２台）
あり。

を開いていた。両替をホテルのフロントに頼んだとこ
ろフロントには人民元がないからとカジノの両替所へ
用チップを渡されたのには少し驚きもしたが、すぐに
納得。
商業ホテル地区を少し離れたところに、たばこ工場

また国道213号線を走る。雲南省を南北に貫く213
号線は、さぞかし大動脈であろうと想像していたが、
それほど交通量は多くない（表参照、すれ違った車の
台数をカウントしたもの。あまりにも短時間でのカウ

が建っている。資本は中国、従業員も全員中国人との
こと。
ボーテンで唯一ラオスの存在感を示していたのは、
ラオスのビールBeerLAOだけであった。

メンラ

ントであり問題なしとはしないが）
。

の町で昼食

をとり、また走る。
13時43分、いよいよ念願の高速道路に脇道より入
る。やはり走り心地は格別だ、と思っていたら６分後
には再び一般道へ。14時21分、２回目の高速道路で
今度は９分間走ることができた。途中、アスファルト
を積んだトラックが数台順番待ちし、盛んに舗装工事
をやっていた。
14時30分、高速を出る。ここが中国側の国境の町
モーハン

であった。実に７時間の走行時間のうち高速道路

ボーテンのホテル

を走ることができたのは、合わせて２回15分間だけで
あった。時間は短かったものの、中央分離帯のある片
側２車線の高速道路の走行は快適であった。
今回見た状況からすると、完成までには少なくとも

南北経済回廊を走るパートⅡ：
ボーテン〜ルアンパバン間

あと半年位はかかるものと思われた。
交通量の実状から南北経済回廊の中国側の高速道路

ミッション７日目。午前９時８分ボーテンのホテル

は、現状問題改善型の道路というよりも、先行投資需

出発。本日の行程は約280km。20分ほどでルアンパ

要喚起型の道路であることをつくづく実感した。

バン方面（国道１号線）とファイサイ方面（国道３号
線）への分岐点ナトゥイに着く。ナトゥイまでの道は
2008.7
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18時、暮れなずむ中、ルアンパバンに到着。丘の
上には金色のワット・ポンパオが見える。

外資誘致に取り組むラオス
近年、ラオス政府は外国投資誘致に積極的に取り組
んでいる。水力発電による電力をタイやベトナムへ輸
ラオス国道３号線

出して外貨を獲得してきているが、産業の多角化、雇
用の確保等に注力している。外国企業等の投資環境改
善に関する要望にも熱心に耳を傾ける。
「ラオスは、中国南部とASEANを結ぶプロモータ
ーになりたい」と投資計画省の副大臣は、筆者からの
ラオス政府は南北経済回廊をどのように活用していく
考えなのか、との質問に対ししっかりと語り始めた。
「小国ラオスにとり、ASEAN加盟は大変よい機会
となった。またADBを中心とするGMS開発に大いに
期待を寄せている。ラオスは From Land-Locked

ラオス国道１号線

to Land-Linked

の役割を担うことで自国の発展の

みならず、近隣諸国への貢献を果たしていきたい。ラ
幅10ｍ、中央分離線も引かれアスファルト舗装の良好

オス北部（ボーテンからファイサイまで）を通る南北

な状態である。ナトゥイからの道はルアンパバンを経

経済回廊の効果をいかに首都ビエンチャンの経済に結

由しビエンチャンに至るものであり、部分的に未修復

びつけることができるか大事な課題である。
」

箇所もあったが、大部分はアスファルト舗装されてい

副大臣との会見の後、投資促進局次長より投資環境

るカーブの多い山道を走る。ラオス側では中国側と違

等につき詳しい説明がある。外資受け入れ状況（最近

い実に多くの子供たちの姿を見かける。８〜10歳くら

７カ年）は、セクター別では、合計金額62億ドルのう

いの子供たちが畑仕事へ向うのか、鎌の柄と思われる

ち、第１位が電力33億ドル、第２位は農業８億ドル、

棒の突き出た袋を担ぎ歩いている。

第３位は鉱業６億ドル、そして工業は第４位の4.5億

中国に比べると耕作地は極端に少ない。山の斜面も、

ドルである。相手国別の件数、金額は、第１位タイ

かつては焼畑だった場所だろうが今は荒地で何も作物

（165件：13億ドル）、第２位中国（235件：11億ド

を植えている様子がない。山深いところを道路は続く。

ル）
、第３位ベトナム（115件：５億ドル）で、日本は

山容の違いからか、中国の山道と比べるとラオスの山

フランスに次ぐ第５位で、32件：４億ドルとなってい

道はゆったりとしていて見晴らしがよく明るい感じが

る。2007年だけでは中国が圧倒的な存在となってい

する。植林されたゴムやチークの林も見受けられる。

る由。あの昆明の経済発展の勢い、ボーテンからルア

これらも中国資本によっているとのこと。山中の道を

ンパバンへ走ってきたときの風景を思い出し合点のい

バックパッカーの欧米人が１人歩いていた。中

く話であった。

国・

とラオス・ムアンサイ間を結ぶ国際路線バス

１台および雲南省ナンバーの乗用車とすれ違う。

ラオスは日本との間で2008年１月、投資協定を締
結。2006年12月、日本の経済協力により実現した東

12時ムアンサイで昼食。その後はまた山中を走る。

西経済回廊の要衝第２メコン国際橋の開通と相まっ

15時50分、パクモン着。ここからは低地となり水

て、日本企業に対して非常に熱い期待を寄せている。

田が見られるようになる。比較的大きな川ナムウーを

ミッションメンバーからのさまざまな質問にも丁寧に

左手に見つつ、ルアンパバンへ向う国道13号線を走

回答する次長を、計画投資省の政策顧問で日本のラオ

る。中国資本のセメント工場も見える。

ス研究者の方が温かく見守られている姿が心に残る。
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日系企業の活動状況
ビエンチャン市街より30km、車で40分ほどのとこ
ろに日系のワイシャツメーカーの工場がある。従業員
260名、原材料は中国、インドネシア等より輸入、年
産72万枚を生産、全量輸出（６〜７割は日本向け、残
りはヨーロッパ向け）している。

第１メコン友好橋

同社は18年前にタイに進出、その経験を踏まえ
2006年にはラオス工場を立ち上げた。タイ語とラオ
ス語は似ており、タイ工場での研修、タイ工場からの
技術指導等うまく協力体制がとりやすい関係にある。

メコン流域諸国を考える視点

低い労働コストにメリットを見いだし進出してきてい
るものの、ラオスの人々は工場勤務になじみがまだ薄

2005年１月、筆者は、日本アセアンセンター主催

く定着率がそれほどよくないとのこと。また、電力立

の投資環境視察ミッションに参加し、ベトナム・ダナ

国のわりには、停電も時々ある。停電は雨期のほうが

ンよりラオス・サバナケット経由タイのウボンラチャ

多い由。

タニまで陸路を走り（もちろん当時は、第２メコン橋

同工場の向かい側には、他の日系企業の工場建屋が

は工事中でメコン河をフェリーで渡河）
、東西経済回

建設中であり、徐々に日本の製造業の進出が実現して

廊の地に立つことができた。以来、いつの日か南北経

いる様子が理解できた。

済回廊も訪れてみたいとの思いが年々強まってきた。
そのような中、今回実現できたのは、メコン流域諸国

第１メコン友好橋の賑わい

の経済、歴史等を考えるうえで実に得がたい経験とな
った。
2008年１月、第１回日本メコン外相会議が東京で

ビエンチャン市街より小１時間走ったところに第１

開催され、あわせてメコン地域投資促進セミナーも行

メコン友好橋（オーストラリアの経済協力により1994

われた。ややもするとわが国では、東西経済回廊がク

年完成）が架かっている。沿道の途中には、Beer-

ローズアップされ、南北経済回廊は対立的なものとし

LAOの大きな工場、日系のカメラストロボ部品製造

てとらえられがちである。しかしながら当事国である

工場等が見える。

メコン流域諸国の視点としては、２つの経済回廊は二

橋のたもとより、ラオス国内である橋の中央まで半

者択一的なものではなく、ともに双方が利用に供され、

分ほどを歩く。片側１車線の橋を多くのトラック、バ

いかに相乗効果を発揮できるのかが最大の関心事であ

ス、乗用車が行きかう。幅12.7ｍの橋の中央には２本

ると、南北経済回廊を実際に走ってみて推察する。

のレールが敷設されており、タイ側は利用可能な状態

確かに中国の経済力、開発力には目を見張るものが

に対し、ラオス側は木が差し込まれレールが上にあげ

ある。他方、ASEAN諸国サイドから中国ヘの経済交

られている。この鉄道の実用化もそう遠いことではな

流拡大のアプローチもビジネスチャンスとして十分に

い由。

あり得るのではないか。特に、近隣諸国との連携関係

また、近くの出入国管理事務所建物には多くの人々

の中で経済活性化をめざしているラオスやカンボジア

が手続きを行っていた。ラオスとタイを結ぶ大動脈で

におけるわが国企業の活動が、ますます重要になるも

あることを実感する。将来ラオス北部の南北経済回廊

のと考えられる。

に第３メコン国際橋（ラオス・ファイサイ〜タイ・チ

長いミッションの行程の中、ラオスやタイでの果物

ェンコン間）ができた暁には、このような賑わいが間

は大変おいしく、ラオスののどかな風景とともにおな

違いなく見られることだろう。

かや頭がほっと休まる気がしたのであった。
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