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防災対策を実施し、インフラを整備する計画を発表してい

1． タイ大洪水の被災・復興状況と
タイ政府等の対策

る。今年３月に行われた日本アセアンセンター／タイ投資
セミナーで、タイ国家経済社会開発庁アーコム・トゥーム
ピッタヤーパイシット長官は、
「タイにおける今後の開発

タイ大洪水により、2011年10月には日系企業が入居する

と水管理計画」と題する講演の中で、
「再建と将来の開発

工業団地の一部が浸水し、操業停止に追い込まれるなど被

のための５つの戦略」を報告した。５つの戦略とは、①水

害が広がった。ジェトロ調査によれば、今回大きな被害に

資源管理、②製造・サービス部門の再編、③新経済圏の開

見舞われた工業団地は、ロジャナ工業団地、ハイテク工業

発、④インフラストラクチャーの開発（2012〜2020年）
、

団地、ナワナコン工業団地など７工業団地で、全804社の

および⑤保険制度の開発である（詳しくは資料［２］
）
。こ

うち日系企業約449社が被害を受けたと報告されている

の戦略の中で注目されるのは、⑤で掲げられた新しい公的

（詳しくは資料［１］
）
。
その後、水位の減少とともに復旧作業が進み、たとえば

保険制度の創設である。
この新制度は、財務省内に「災害保険振興基金」を創設

アユタヤ県にあるホンダの自動車工場は2012年３月26日、

し、この基金にタイ政府が500億バーツを拠出するもので

５カ月半ぶりに操業を再開し、１日120台規模で生産を始

ある。仕組みとしては、一般住宅、中小企業、工業（大企

め、４月第２週にはフル生産（１日1000台）体制を整える

業）が保険に加入し、保険会社は災害保険振興基金に再保

という。トヨタや三菱自動車などはすでに操業を開始して

険し、災害保険振興基金はさらに外国の再保険会社に再保

いるので、ホンダの生産開始により、日系自動車メーカー

険する。被保険者は、一般住宅、中小企業、工業（大企業）

はすべて操業再開にこぎつけたと報じられた（2012年３月

の３つのタイプに分けられ、一般住宅の場合は、損害の程

26日付、朝日新聞夕刊）
。

度（床面浸水、水位50cm浸水、水位100cm浸水）に応じ

しかし、タイは雨期になると洪水が発生することが多く、

て、最大10万バーツの保険金が支払われる。また中小企

工業団地の中には今後の洪水対策を強化するところがみら

業、工業（大企業）の場合は、保険会社が損害金を推定し、

れる。たとえば、ロジャナ工業団地（全218社のうち被災

それに応じて保険金を支払うもので、支払い限度額は30％

日系企業数147社。前掲資料［１］
）では、周囲78キロをぐ

となっている。

るりと囲む盛り土の防波堤に、長さ10m、幅１mの鉄骨コ

同セミナーには、インラック首相も「未来を創造するタ

ンクリート板をすき間なく打ち込む工事を進めており、新

イ」と題した基調講演を行い、
「タイ政府は洪水対策を強

たな防水壁の高さは海抜6.05mに設定、洪水シーズン前の

力に推進しており、タイは引き続き投資先として最適であ

８月末までに工事を完成させる計画であると報じられた

り続けることを約束する」と強調した。また、同日行われ

（2012年３月22日付、日本経済新聞朝刊）
。
一方、タイ政府でも今回の大洪水被災を契機に、タイの
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た日タイ首脳会談では、日本が被災を受けたチャオプラヤ
川流域周辺洪水対策の総合計画策定に協力するとともに、

【特集】タイ洪水の影響

今後防災担当閣僚級会合を設けることなどの共同声明が発

からの部品供給が止まってしまうと、その時点で生産活動

表された（詳しくは、外務省ホームページ参照）
。

が停止することになる。また、現在、企業はあまり在庫を

さらに、タイ投資委員会（BOI）も洪水で被災した工業

多くもたず、生産時点で部品を供給してもらうというJIT

団地への新規・拡張投資を対象に、法人税減免を中心に投

（ジャスト・イン・タイム）配送を発注先に要求すること

資恩典を拡充する方針を決定した。具体的には、パトムタ

が増えている。部品調達に伴う調達物流だけでなく、生産

ニ県のナワノコン工業団地とバンカディ工業団地では、機

活動等を安定的に維持して事業を行うためには、自社工場

械輸入関税は10％未満のものでも免税とし、また法人税免

間、あるいは工場と倉庫・配送センター間の社内物流、お

税をBOIが付与する最長８年間にするとともに、免税の上

よび製品を販売するために販売店または取引先顧客へ納品

限額を1.5倍に拡大した。また、アユタヤ県に立地するロジ

する販売物流等、これらの物流が効率的に、円滑に行われ

ャナ工業団地、ハイテク団地、バンパイン工業団地、サ

なければならない。タイに立地する企業の中には、部品調

ハ・ラタナナコン工業団地では、今回、機械輸入関税を完

達、製品販売等は国境を越えて行う企業も多くみられ、こ

全に免税にし、かつ法人所得税はパトムタニ県の工業団地

こで必要とされるのが国際物流である。こうした国際物流

と同様に８年間であるが、同期間経過後もさらに３年間に

は輸送範囲が広く、輸送手段も多様で、かつ物流に係る専

わたり50％の減税措置が受けられるという恩典の拡充策が

門的知識が必要となることから、通常は国際物流を手がけ

とられることとなった（詳しくは資料［３］
）
。

る物流専門会社に委託して行われている。そこで、次に日
系物流会社のタイを中心とした国際物流の展開状況をみる

以上述べたような、タイ政府等による洪水対策、インフ

こととする。

ラ整備計画等のマクロ対策および各工業団地における防水

2． タイ物流における
日系国際物流企業の取組み：
山九株式会社の事例

対策等はもちろん必要な措置であり、積極的な取り組みが
求められるところであるが、企業経営、現地事業活動の円
滑な推進というミクロの視点に立った場合、タイという国
で災害時であるか否かを問わず、
「現地で事業活動を安定
して行うことができるかどうか」が重大な関心事であり、
この点では生産活動等に伴う物流の確保を図ることがきわ

（1）日系大手国際物流企業の
山九株式会社のタイ物流
山九株式会社は、タイに山九タイ株式会社（本社：バン

めて重要となる。
今日のように高度に分業化された産業構造が国際的に形

コク）
、山九レムチャバン株式会社（本社：チョンブリー）

成されている状況下では、自社内ですべての生産活動を完

およびタイバージコンテナサービス株式会社（本社：パト

結するという組織内生産体制をとっているところはほとん

ムタニ）の３つの現地法人を設立しており、主としてフレ

どなく、またそれは非現実的である。たとえば、自動車１

イトサービスを中心とした物流・ロジスティクス活動を行

台を生産するには、２万点以上の部品が必要であるといわ

っている（資料［４］
、図表２参照）
。

れている。この部品の多くは外部から調達しており、外部

図表１

山九株式会社の概要

社名

山九株式会社

所在地

東京都中央区勝どき６丁目５番23号

創業

大正7年（1918年）10月１日

事業内容

物流サービス（3PL、ロジスティクスソリューション)
機工サービス（3PM、プラントエンジニアリング)
工場構内サービス（オペレーション）
その他（開発商品）

売上高

3,029億6,600万円（連結3,732億900万円）

資本金／従業員

286億1,900万円／9,702名（連結２万7,926名）

事業所

国内支店38、国内会社44、海外現地法人39、駐在員事務所４
（うち、東南アジア：タイ（現地法人３）
、ベトナム（現地法人２、
駐在員事務所１）、マレーシア（現地法人１）、シンガポール（現
地法人２）、インドネシア（現地法人１）、インド（現地法人１））

出所：山九株式会社ホームページ（2011年３月期現在）
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図表２

タイにおける主要拠点の配置図

出所：山九株式会社「山九グループのタイにおける物流事業のご紹介」から作成

①山九タイ株式会社

サムットプラカーンにあるバンナ・トラッド・ディスト

山九タイ株式会社はタイにおける統括会社的な性格も有

リビューションセンター（SBDC）は、倉庫9072m2、荷役

しているが、ナワナコン支店は、ナワナコン・フレイトセ

施設をもち、倉庫業、梱包作業、輸送業、海貨業等を行っ

2

ンター（SNFC）として、倉庫１万450m と荷役施設をも

ているが、チャオプラヤ川の下流に近く、施設そのものは

ち、倉庫業、梱包作業、輸送業、海貨業等を行っている。

大洪水による直接的な被害はなかった。

ナワナコンにはナワナコン工業団地があり、2011年発生し

このほかに、ウェルグロー・エンジニアリングセンター

た大洪水で被災したが、同センターも倉庫等の半分くらい

（SWEC）では設計・技術サービス、製缶作業、据え付け

が浸水したものの、早急に復旧作業に取り組み、大きな被

作業、保全作業等を行っているが、同地域で大洪水の被災

害は避けられたという。

が警戒されたウェルグロー工業団地では大きな被害はなか

チョンブリーにはアマタナコン・フレイトセンター
（SAFC）

った。

があり、倉庫（アマタ倉庫2800m 2 、タクーンカム倉庫
3334m 2 ）と荷役設備をもち、倉庫業、梱包作業、輸送業、

②山九レムチャバン株式会社

海貨業等を行っている。チョンブリー県は全体として大洪

山九レムチャバン株式会社の本社はチョンブリーにあ

水による直接的な影響はなく、センターの施設もそれによ

り、近接する国際港のレムチャバン港はタイの自動車産業

る被害はなかった。

の輸出拠点としての役割を担っている。また、バンコク市
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の東30kmにあるラカバンIDC（インランド・コンテナ・

いる。バンカディにはバンカディ工業団地（全34社のうち

デポ）からレムチャバン港（約120km）までは鉄道が敷か

日系企業28社入居）があり、この工場団地も昨年の大洪水

れており、自動車とともに、鉄道輸送が可能となっている

で被災し、本社事業所も倉庫、車両とも被害を受けたが、

点、レムチャバン港の国際港としての優位性は高い。

早急に復旧作業を行い、物流活動の回復に努めた。マプタ

同現地法人のレムチャバン支店は、レムチャバン・フレ
2

イトセンター（SLFC）として倉庫（合計）１万9240m 、
2

プット支店はコンテナデポ＆ヤードをもち、コンテナ輸送、
バージ輸送作業、荷役作業等を行っている。

2

荷さばき場3000m 、コンテナ・デポ＆ヤード１万2448m 、
荷役設備をもち、倉庫業、輸送業等を行い、また山九独自

（2）洪水対策

の一元在庫管理システム（インターネット回線によるデリ

山九株式会社は、昨年のタイ大洪水では現地法人のいく

バリー提供）を完備している。また、レムチャバンIEAT

つかの拠点で被害を受けた。タイは雨期になるとよく洪水

フリーゾーン・フレイトセンター（SIFC）には、倉庫

が起こるが、チャオプラヤ川流域周辺の地域（アユタヤ県、

2

2

6300m 、荷さばき場1,000m 、荷役設備があり、倉庫業、

パトムタニ県など）が被災することが多い。しかし、今回

梱包作業、輸送業、輸出入手続き等を行うが、この拠点で

のような大洪水は、タイに長く赴任している人でも初めて

も山九独自の一元在庫管理システムを完備している。この

であったという声が多く聞かれた。同社においても、まさ

レムチャバンの両センターでは、コンテナすべてを扱い、

かこのような大洪水になるとは想定していなかったようで

多い日は1日400台を配車する。

ある。

ラヨンにあるラヨン・フレイトセンター（SRFC）は倉
2

2

大洪水のように自然災害そのものを防ぐことは難しく、

庫（自社倉庫床１万1100m 、借倉庫床3915m 、2011年１

それを避けるためには立地場所の移転も対策のひとつであ

月１日現在）
、荷役設備、輸送設備等を有し、現在のとこ

ろう。しかしいくつかの機関による調査やミッション報告

ろ、石油化学製品および原材料の入出庫・保管、輸出入貨

では、日系企業がタイという国から移転するという対応を

物の詰め込み、取り出し作業等を行っており、ここでも山

とる例はほとんどなく、また現状洪水の懸念がない地域、

九独自の一元在庫管理システムを完備している。さらに自

たとえばチョンブリー県やラヨン県へ国内移動するという

社保有車両によって、当地区石油化学各社国内配送業務、

選択もそう多くない（資料［１］
［５］
［６］
）
。

工場と倉庫間の輸送を毎日20トリップ運行、国内輸送を毎
日５トリップ運行実施している。

このように、日系企業の多くが今後とも現在地での操業
を予定していることから、同社としては、現地法人の物流

また、ボゥイン支店のボゥイン・フレイトセンター
2

2

拠点の移転を考えておらず、現在地での拠点形成を維持し、

（SBFC）は倉庫総面積3万100m 、荷さばき場3000m 、荷

引き続き、現在地で操業するのに必要な物流ニーズに対応

役設備を有し、自動車のノックダウン輸送作業（24時間対

した物流・ロジスティクス活動を行うこととしている。そ

応）
、自動車部品のジャスト・イン・タイム作業（カンバ

のためには、今回の大洪水で一部拠点が被災した教訓を生

ン作業）
、自動車関連製品（アルミインゴット、化学品樹

かし、洪水発生の場合には、大規模化した場合に備えて、

脂等）の入出庫・保管作業、梱包作業、山九独自の一元在

倉庫内貨物の保全や車両の安全な場所への移動等、物流活

庫管理システムの導入のほか、自社保有車両によるボゥイ

動へ支障が生じないよう素早い対応をとるとともに、現地

ン地区配送（自動車関連会社）
、小型トラックによる自動

物流業者との連携も強化しながら、洪水時の物流ニーズに

車部品メーカーの工場と倉庫間の輸送（ジャスト・イン・

最大限応じられるような体制を整備したいとしている。

タイム輸送）等を行っている。
さらに、同現地法人では、これら拠点のほかに、国際物
流事務所、日系メーカー等の構内事務所を設けている。な

（3）アセアン域内での輸送活動
現在、アセアン域内での貿易取引は活発であり、それに

お、同現地法人の各拠点が立地する場所は、全体的にみて、

伴う域内物流が増加していることから、域内国際物流網を

昨年の大洪水による直接的な被害はなかった。

整備している。タイを中心にみた場合のアセアン域内輸送
経路と輸送日数は図表３のとおりである。

③タイバージコンテナサービス株式会社

図表３からもわかるとおり、タイとインドシナ域内の周

タイバージコンテナサービス株式会社はパトムタニ県バ

辺国との間なら３日あれば輸送できる物流体制を整備して

ンカディに本社事業所（TBCS）
、ラヨン県にマプタプット

いる。インドシナ域内では、近年、関係国、関係機関の支

2

支店がある。本社事業所には倉庫（合計）4850m があり、

援により、道路がかなり整備されてきており、また周辺国

倉庫業のほか、コンテナ輸送、バージ輸送作業等を行って

の域内物流促進の協力体制の進展もあって、これが域内物
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図表３

タイと周辺諸国との輸送日数

3． アジアにおけるタイの
拠点的優位性
日本とタイの経済的結びつきはきわめて大きい。日・タ
イの貿易額（往復）は、2008年536億2790万ドル（タイの
貿易額全体の15.0％）
、2009年407億5550万ドル（同14.2％）
、
2010年582億7180万ドル（同15.4％）と、2009年はリーマ
ン・ショックによる経済危機により落ち込みがみられたも
のの、おおむね順調に推移しており、タイにとって日本は
最大の貿易相手国となっている。輸出入とも、自動車・同
部品、コンピュータ・同部品、電気機械・同部品、集積回
路基板等の品目が多くみられる。
一方、投資の面でも、日本からの直接投資は、2008年
324件、1061億5500万バーツ（認可ベース、以下同じ。対
タイ投資の30.2％）
、2009年243件、589億500万バーツ（同
41.5％）
、2010年342件、1003億500万バーツ（同35.9％）
タイからの距離

日

数

輸送モード

となっており、2009年は貿易と同じように落ち込みがみら

カンボジア

１日

陸上輸送

れたものの、2010年には回復し、タイにとって、日本はや

ベトナム・ホーチミン

２日

陸上輸送

はり最大の投資国となっている。

ベトナム・ハノイ

３日

陸上輸送

このように日本からのタイへの投資が大きく、日系企業

マレーシア

３日

陸上輸送

のタイへの事業展開が多いことから、在アセアンの日本人

シンガポール

３日

海上輸送

商工会議所会員企業数（2011年６月現在）合計4944社のう

インドネシア・ジャカルタ

５日

海上輸送

注：輸送日数と輸送モードについては聞き取りによる。
出所：各種資料より作成

ち、タイが占める割合は全体の27％（1377社）で最大とな
っている。また、タイの工業団地には数多くの日系企業が
立地し、現地で操業している。
前述したように、今回の大洪水により日系企業が入居し
ている工業団地が被災したので、その結果、一部の日系企

流の効率化、円滑化をもたらしている。しかし、たとえば

業は操業停止に追い込まれるなどの被害を受けた。タイで

タイからハノイ、あるいはタイからカンボジア、ホーチミ

は以前から数多くの工業団地が造成され、日系企業を含め

ンへの輸送貨物はあるが、その逆経路からの輸送貨物が少

て多くの外資系企業が立地していることから、一大産業集

ないことから、現状では、輸送コストの面で難点がある。

積が形成されている。タイがアジアにおける拠点として投

また、通関については、従前に比べかなり改善されてきて

資優位性を高めているのは、こうした産業集積の存在で

いるといわれているが、各国ごとに特殊な通関制度がある

ある。

ので、これに適切に対応できないと、輸送活動に支障をき
たすことになる。
このような問題点があるにしても、アセアン域内での物

産業集積は、一般に特定の地域に特定の産業が集積する
ことをいう。海外からの部材輸入から現地での代替的な生
産の進展、また現地で生産された部品や材料を利用して、

流の効率化、円滑化は着実に進んでおり、アセアン地域に

現地向けの生産を行うようになると、関連産業、裾野産業

設立した複数の現地法人ネットワークを活用することで、

が成長し、企業間の多様な分業関係が構築され、それに合

今回のような大洪水または自然災害がタイで発生し、タイ

わせて人材が集まり、その産業の競争力が向上し、その地

国内で部品等が調達できない場合には、アセアン域内現地

域の経済的、社会的魅力が高まり、それがまた内外からの

法人を通じて、ほかのアセアン諸国から部品をタイに供給

投資（企業立地）を呼び込み、いっそうの産業集積が形成

することも可能としている。同社のようなアセアン域内で

されるようになる。

のネットワーク形成は、今後のタイでの洪水対策のひとつ
として考えられるだろう。
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タイの場合は、自動車、電気電子関連の産業集積が形成
されている。タイ大洪水後においても、前述したようにタ

【特集】タイ洪水の影響

イから国外へ移転する日系企業がほとんどみられないの
は、タイ政府による洪水対策実施等のインフラ整備という

注：2010年８月の東アジア経済大臣会合で合意され、同年10月の東アジ
アサミットで報告された。

面もあるが、タイにおけるこうした産業集積メリットの存
在こそが大きな要因であり、またこれがタイのアジアにお

4． おわりに

ける投資拠点としての優位性を高めていると考えられる。
国際物流の面でも、このようなタイにおける産業集積の

タイは、今回大洪水に見舞われ、日系企業の中には被害

存在がタイの拠点性を高めている。国際フレイトフォワー

を受けた企業も多数見受けられる。現在、タイ政府は洪水

ダーズ協会（JIFFA）の国際複合輸送取扱実績によれば、

に備えた治水、防水対策等を計画し一部実施しているが、

日本とタイ間の国際複合輸送取り扱いは2011年上期輸出入

もともとタイは雨期になると洪水が発生しやすく、このよ

合計、3094千R／Tで、全世界のシェア７％を占め、アセ

うな対策をとったとしても洪水のリスクが全くなくなった

アン諸国の中では最も大きな輸送取り扱いとなっている。

わけではない。大雨という自然現象そのものを制御するこ

それ以前においても、2008年（年間）3614千R／T（全世

とはほぼ不可能であり、したがってタイの地勢からみて洪

界のシェア4.9％）
、2009年（年間）3423千R／T（同4.9％）
、

水発生を100％防ぐことは困難なことであろう。

2010年（年間）4630千R／T（同5.5％）となっており、両

しかし、タイには、このようなリスクがあったとして、

国間の国際複合輸送取り扱い（輸出入合計）は順調に伸び

それをもってタイのアジアにおける拠点性が減じるもので

てきている。日本からみた場合、タイがアセアンの中での

はなく、一大産業集積の形成、物流拠点としての重要性、

物流拠点性を高めつつあることがうかがえる。

さらには地政学的にみたアジアにおける中間点という地理

ただ、上記の輸送取扱実績はタイ大洪水が発生する前の
ものであり、大洪水により日系企業の一部が操業停止に追

的ポジション等を考慮すると、タイのアジアにおける拠点
的優位性は今後も高いと判断されよう。

い込まれたことから、輸送取り扱いの落ち込みが想定され
ている。しかし、前述したようにタイ国外への移転を志向

（謝辞）山九株式会社の事例については、山九株式会社ロジ

する日系企業はほとんどなく、また被害に遭った日系企業

スティクス・ソリューション事業本部 営業部海外営業グル

も操業を再開していることから、輸送取り扱いの減少は一
時的なものと考えられ、中長期的にみて、タイのアセアン
における物流拠点性は維持されるものと考える。

ープ マネージャー 福田規保氏にはお忙しいところ、同社の
海外事業活動についてご教示していただき、また貴重なご
意見を拝聴することができました。厚く感謝を申し上げる
次第です。

さらに、広い観点からアジア全体におけるタイの地理的
ポジションをみると、タイは近年、東西回廊、南部回廊等
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の整備により発展の著しいメコン地域の中心に位置し、ま

［１］ ジェトロバンコク事務所「タイ大洪水〜早期復興に向

たアセアンの有力国であるマレーシアとは隣国で陸路によ
る輸送が可能であり、またシンガポールとも近い。
2009年10月の東アジア首脳会議における首脳合意に基づ
き、ERIA（Economic Research Institute for ASEAN
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and East Asia：東アジア・アセアン経済研究センター：

［３］ ジェトロ「洪水被災工業団地の投資恩典拡充――法人

本部ジャカルタ）がまとめた「アジア総合開発計画注」に

税減免など投資呼び戻し策――タイ」（世界のビジネ

よれば、タイはメコン総合開発、メコン・インド産業大動
脈、さらにインドネシア経済回廊のすべてに絡んでいる。
現在、隣国のミャンマーとともにダウェー港の開発を進め

スニュース（通商弘報）、2012年４月６日）
［４］ 山九株式会社「山九グループのタイにおける物流事業
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ている。ミャンマーの西方面には、巨大新興国インドがひ

海外事業展開調査（第23回）にかかる追加アンケート

かえており、タイ−ミャンマー−インドとつながることと

調査報告−タイ洪水に対するわが国製造業企業の対応

なる。タイは、地理的には西のインドと、東のメコン流域

と海外生産体制のリスクマネジメント」（2012年４月）

地域、南のインドネシア地域の中間に位置することになる。
このように、タイは地政学的にみて、アジアの中心となり

［６］ 日本アセアンセンター「タイ投資情報ミッション報告」
（2012年１月19日）

得るポジションにあり、これがまた、タイの投資誘致、国
際物流を発展させる大きな要因ともなると考えられる。
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