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岩見

はじめに

元子

しかし、ラオスもベトナムの「ドイモイ」と同じ年、
1986年に「チンタナカーン・マイ（新思考）
」注１ を提

ラオスはかつてのベトナムや現在のミャンマーのよ
うに日本企業の投資「ブーム」の対象とはなってこな
かった。その理由は、内陸国であり、人口が670万人

唱し、新経済メカニズム（NEM）の導入により市場
経済化を進めるようになった。91年には憲法を制定し、
「市場メカニズム」によって経済を運営することを明
記、さらに総選挙によって選ばれた代表から成る国民

と少ないことによる。
しかし、ラオスは2006年以降の平均成長率が7.5％
とCLMVと呼ばれるASEANの後発４カ国はもとより

議会の設置を決めるとともに、立法権、行政権、司法
権の分離独立を規定した。

ASEAN10カ国の中で最も速い経済成長を遂げており、

外交の上からは多角的外交を展開しており、1997年

13年の１人当たりGDPは約1500ドルに達するなど高

にASEANに加盟、2013年にはWTO加盟を果たした。

度成長の真っただ中にある。数年前までラオスでは見

ラオス人民革命党はベトナム共産党とは、ともに第２

ることのなかった「工業団地」が相次いで出現すると

次インドシナ戦争を戦ったという特別な関係にあり、

ともに、
「チャイナ・プラス・ワン」
、
「タイ・プラス・

近年、ラオスにおいて中国の影響が強まっているとこ

ワン」と呼ばれる両国のリスク補完を目的とした直接

ろから、ベトナム側はラオスとの特別な関係維持に努

投資がラオスを目指すようになった。

めている。
一方、タイはラオスと文化や言語が似ているうえに

1. 政治・社会・経済概況

貿易相手第１位国であり、ラオス人労働者の多くがタ
イに出稼ぎに行ったり、
「タイ・プラス・ワン」のラオ

（1）政治概況

ス側工場にタイ人技術者・管理者が国境を越えて通っ

ラオスの正式名称は「ラオス人民民主共和国」であ
り、ラオス人民革命党が指導する社会主義国である。
図表１
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（2）社会状況
ラオスの人口は2013年現在668万人であり、前年比

経済成長率と 1 人当り GDP の推移

（米ドル）
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たりという緊密な関係にある。
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2.5％という高い増加率であった。668万人という人口
は、内陸国という特色とともにラオスの投資環境に
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とってはマイナスの要素とみられている。一方、国民
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識字率は2013年時点で68.7％であるが、近年、義務
教育である小学校（５年）が山岳部の村落のほとんど
に作られ、就学率は12年時点で96％に達している。し
かし、国民の約70％が農業従事者であるため、工場労
働の経験はなく、
「素直であるが、のんびりとしている」
といわれる。
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図表２

（3）経済概況
1996年の第６回党大会は、2020年までに最貧国

注２

から脱却する、という国家目標を掲げた。ラオスは
2013年現在、依然として国連から最貧国に位置づけら
れているが、03年にセポン金銅鉱山、06年にブービア
金銅鉱山が操業して以降、平均7.5％という高成長を
続けており、１人当たりGDPは13年に1490ドルに達し
た。人口密度が低いこともあって、ビエンチャンはも
とより、地方の都市や村は小ぎれいであり、ほかの発
展途上国にみられる「貧困」を意識することはなく、
食品も豊富なことから、むしろ「豊かさ」さえ感じさ
せられるほどで、ラオスを「最貧国」ということには
違和感を覚える。

ラオスへの直接投資流入額の推移
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産業構造は、新規鉱山開発により、鉱業・電力を中
心とする第２次産業の発展が目覚しい一方で、農林業

金額のうえでは①ベトナム（49億ドル）
、②タイ（41億

の占める割合が急減している。第２次産業は1995年

ドル）
、③中国（40億ドル）
、④韓国（７億ドル）
、⑤

の19％から2012年には31％に増加したが、鉱業と製造

フランス（５億ドル）の順であり、日本はマレーシア

業がそれぞれ10％ずつを分け合い、電力・水道が４％、

に次ぐ第７位（４億ドル）に位置づけられる。投資件

建設が７％という内訳になっている。同じく12年の主

数でみると、①中国（801）
、②タイ（742）
、③ベトナ

な輸出品の総輸出に占める割合をみると、銅製品が

ム（429）
、④韓国（287）
、⑤フランス（224）の順で

21％と最大であり、銅・スズなどの鉱石と合わせると

あり、日本は米国に次ぐこれも７位（104件）である。

鉱業製品が37％を占め、かつて輸出の首位を占めてい

同じく、MPIによる業種別投資累計額の内訳は、鉱

た木材製品・木炭の19％を大幅に上回っている。その

業（27％）
、電力（25％）
、農業（12％）
、サービス業

ほか、電力輸出が16％、衣類が８％という割合であり、

（10％）
、製造業（８％）
、ホテル・レストラン（５％）
、

ラオスの工業化は一次産品加工と縫製業の段階にある。

通信（４％）
、建設（３％）
、木材産業（２％）
、銀行

注１：「チンタナカーン・マイ」は「ドイモイ」とは異なり、改革政策では
なく、スローガンであったため、言葉としてはその後消えてしまった
（山田紀彦「ラオスにおける国民国家建設―理想と現実」アジア経済
研究所 2010年）
。
注２： 国連は最貧国を、①１人当たりGNIの３年間の平均が992ドルまでの
国、②人的資源指標（栄養状態、健康状態、教育水準、識字率等の
総合指標）
、③経済的弱さ指標（自然災害、貿易、経済的ショックに
対する弱さ、人口の少なさ等の総合指標）の３つの指標によって定
義しており、2013年現在49カ国が最貧国となっている。

（２％）
、その他（２％）となっている。１件当たりの
投資額が大きな鉱業と電力の２つの部門への投資が
2012年までの投資累計額の半分以上を占めていること
になる。
MPIはまだ2013年の直接投資統計を発表していな
いが、ラオスは10年に「ラオス人民民主共和国におけ
る特別経済区及び経済特区に関する首相令」
（通称SEZ

2. 直接投資受入状況
ラオスは市場メカニズム導入を決めた1980年代末か
ら積極的に外資導入を図ってきたが、2000年代半ばに
至るまで、ラオスへの投資は低水準にとどまっていた。
2000年代後半に投資の急増がみてとれるが、これは、
世界的な資源ブームを背景とする鉱業部門とメコン川
とその支流を利用した水力発電への投資が急増したこ
とによる（図表２）
。
ラオス計画投資省（MPI）による国別直接投資（1989
年から2012年までの累計：163.7億ドル）の内訳は、

凱旋門の上から見た風景
2014.11
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法）を制定し、全国に10カ所の経済特区（SEZ）を計

のVITA Parkと東西回廊沿いのサワン・セノ経済特

画、その一部の整備が進み、13年から企業のSEZへの

区（SaSEZ）である。前者は第１友好橋、後者は第

入居、操業が始まったため、13年には製造業部門への

２友好橋によってタイとの間が陸路で結ばれており、

投資が増加しているものと考えられる。

国境を越える人とモノの動きが活発化している。

これまで開発された主なSEZは、ビエンチャン郊外

図表３

3. SEZ の整備と「タイ・プラス・ワン」
日本の製造業にとってラオスへの投資が話題となり

ラオスにおける SEZ（2013 年末現在）

始めたのは、2006年12月に日本の援助によって南部サ
ワンナケートに第２友好橋が開通し、ベトナムからミャ
ンマーに至るインドシナ諸国を横断的に結ぶ東西経済
回廊が開通して以降のことである。東西回廊はタイか
らミャンマーに至る道路に未舗装部分があるなど完全
に開通したとはいえないが、タイのムクダハーンとラ
オスのサワンナケートを結ぶ橋の完成は、そのころ盛
んに行われた東西回廊や南部回廊を視察するミッショ
ン派遣とともに、ラオスを投資対象と見なすきっかけ
となった。
折しもラオスではSEZ計画が立ち上がり、大規模工
業団地の整備が始まった（図表３）
。

（1）VITA Park
VITA Parkの正式名称はVientiane Industry &
Trade Parkであり、2011年にラオスで最初に認可さ
れ、整備が始まったSEZで、ディベロッパーはラオス
名称

設立

サワン・セノ SEZ
①
（特別経済区）

2003

ボーテン SEZ
（特別経済区）

2003

②
③

ゴールデン・トライアングル
SEZ（特別経済区）

2007

④

VITA Park
（特別経済区）

2011

⑤

プーカニョー SEZ
（特定経済区）

2011

⑥

サイセッター SEZ
（特定経済区）

2010

⑦

タートルアン・レイク SEZ 注
（特定経済区）

2011

⑧

ロンタン・ビエンチャン SEZ
（特定経済区）

2012

⑨

ドンポーシー SEZ
（特定経済区）

2012

⑩

タケーク SEZ
（特定経済区）

2012

県

目的

ディベロッパー

サワンナケート

商業、サービス、工業

政府 + 民間（マレーシア）

ルアンナムター

ロジスティックス、商業、観光

民間（中国）

ボケオ

観光、商業、サービス

政府 + 民間（中国）

ビエンチャン

工業、商業、サービス

政府 + 民間（台湾）

ビエンチャン

工業、商業、サービス、教育、空港、
ロジスティックス

民間（ラオス + 中国）

ビエンチャン

農 産 物 加 工、木 材 加 工、軽 工 業、観 光、 政府 + 民間（中国）
電機、機械、新エネルギー

ビエンチャン

商業、観光、サービス（病院、学校等）

ビエンチャン

サービス、観光（ゴルフコース、ホテル） 民間（ベトナム）

ビエンチャン

商業、住宅、公共機関（大学等）

カムアン

ロジスティックス、サービス、森林保護、 政府
緑地

民間（中国）

政府 + 民間（マレーシア）

注：タートルアン・レイク SEZ は当初、蘇州工業団地が開発しようとしたが、住民との間で立退き料に関する紛争が起こり、中国人移民 30 万人の受け
入れといった噂に対する反感もあって廃止に追い込まれ、別の中国のディベロッパー（Shanghai Wanfeng Group）が規模を縮小して開発しようと
しているが、依然として一部住民が立退きを拒んでいる。
出所：MPI ホームページ、Government Oﬃce、国家 SEZ 開発管理局、Phanchinda 氏の資料等より作成
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工商省（30％）と台湾の南偉開発（70％）が出資する

これまで、フェーズ１（64ヘクタール）とフェーズ２

合弁会社Lao VITA Development Co. Ltd.である。

（59ヘクタール）が整備され、日本企業としてはビュー

VITA Parkはビエンチャン市街からから約22Km、車

ロ（化粧品）
、オーエム（錫精錬）
、トヨタ紡織（シー

で20分の距離にあり、第１フェーズ110へクタール、

トカバー）
、三鈴（電線用導体）が入居している。

第２フェーズ220ヘクタール、最終的には600ヘクター

2014年８月現在、サワン・セノSEZには57の企業
の投資が決まっているとのことであり注６、国籍はラオ

ルの工業団地となる予定である。
2014年８月13日にVITA Parkのオープニング・セ
レモニーが行われたが、タイ、中国、台湾、デンマーク、

ス、タイ、日本、マレーシア、オランダ、フランスな
ど多岐にわたっている。

マレーシア、日本などの外資系企業およびラオスの地

サイトDでは、2014年５月、アデランスが開所式を

場企業がすでに操業を始めた企業を含み、その時点で

行い、最終的には3000人を雇用する予定という。また、

30社が登録しているという。

自動車部品の旭テックも13年にラオス企業と合弁事業

日系企業としては、香港経由で投資している第一電
子（冷蔵庫用ワイヤーハーネス）
、タイ経由で投資して
いる工具メーカーであるツノダ

、そして2014年に

を立ち上げ、サワン・セノSEZでアルミ部品を製造す
る予定となっている。

注３

なって進出を決定した三菱マテリアル注４ がある。

（2）サワン・セノSEZ（SaSEZ）
サワン・セノSEZは第２メコン友好橋の完成によっ
て脚光を浴びた南部のサワンナケート市にあり、国道
９号線沿いにA、B、B1、C、Dの５つのサイトを有す
る。うち、サイトBは日本企業が開発していると理解
されているが、実際にはプノンペンSEZ（PPSEZ）が
20％出資注５、当初はロジスティックスに特化した経済
特区の予定であった。サイトBには日本ロジテム、光
陽オリエントジャパン、そしてタイ経由でニコンが入

注３： 株式会社ツノダ（新潟県燕市）は、1991年にタイにThai Tsunoda
を設立しており、タイ経由でラオスに進出した。
注４： 三菱マテリアルの電子材料事業カンパニーはすでにタイとマレーシア
に製造拠点を有していたが、両国の労務コストが上昇傾向にあること
から、ラオスに工場設立を決めた。事業内容はエアコンや冷蔵庫用
のサーミスタセンサの製造・販売である。2015年３月に操業開始
予定。
注５： 当初PPSEZには日本の中堅ディベロッパー「ゼファー」が出資して
いたが、ゼファーが経営破綻したため、現在では100％カンボジア資
本となったものの、上松裕士氏が引き続きPPSEZの社長を務めてい
るので、PPSEZは日系とみられている。
注６： Vientiane Times, August 11, 2014.

おわりに

居したことで話題を呼んだ。ニコンは2013年10月から

ラオスの工業化はSEZの整備によって、小規模縫製

タイのアユタヤ工場で生産するデジタル一眼レフカメ

業から、機械工業へと変化を遂げようとしている。

ラ向けのユニットの組み立て、生産を始めた。

「チャイナ・プラス・ワン」
、
「タイ・プラス・ワン」と

サイトCはラオス政府（30％）とマレーシアのPacifica

して立ち上がったそれら工場の製品は、タイで最終製

Streams Development社（70％）による合弁事業で

品に組み立てられ、タイの港を経由して世界中に輸出

あり、サワンパークと名づけられている。230余ヘクター

されている。ラオスの工業化は労働力および市場とし

ルのサイトは４段階に分けて開発される予定であり、

ての人口の制約から、このように、タイを主とするイ
ンドシナ半島における分業体制ないしは2015年に発足
予定のASEAN経済共同体の中に組み込まれる形で進
められてゆくだろう。
一方、鉱物資源、木材、水力といった豊富な天然資
源を有するラオスは、それらを加工したり、利用する
という形の２次産業の発展の可能性もある。また、南
部ボロベン高原における高原野菜やコーヒーなどの農
産品は近隣諸国ばかりでなく、日本へも輸出され始め
た。内陸国という制約は東西回廊、南北回廊というサ
プライチェーンの整備によってメリットに変わり、今
後、ラオスはいずれの産業に特化することなく、バラ

第２友好橋（ロジテム・タイランドの車が
ラオス側からタイに向かうところ）

ンスのとれた発展を遂げていくことが期待される。
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