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ラオス：
静かなる高成長国の挑戦
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バンコクを飛び立って１時間余り。ラオスの首都ビ

るほか、銅・金の産地でもある。これに目をつけたタ

エンチャンに到着したのは夜の９時である。空港を出

イ、ベトナム、中国から多くの直接投資が流入し、資

て市街地まで車で15分であるが、その間、宗主国で

源開発が進められている。特に、近年水資源への注目

あったフランスを想起させる建物と、それとは対照的

度は高く、国内のエネルギー需給がタイトなタイやベ

な質素な街並みが続く。ラオスは、ASEAN諸国の中

トナムが自国へのエネルギー供給のためラオスへ投資

で も 初 期 の 開 発 段 階 に あ るとさ れ るCLMV諸 国

する動きが目立つ。

（Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Vietnam）

その裏で、ラオス経済を取り巻く厳しさもある。
「資

のひとつである。同じCLMV国であるベトナムへ出張

源の呪い」とも称されるように、工業化の遅れが顕著

する機会は多いのだが、空港から市街地へ向かう道中

である。また、資源開発による恩恵が一部所得者層に

に外資企業の大きな看板が次々に現れるハノイとは

とどまっていることから、貧困削減が進まない。

打って変わり、ビエンチャンは小規模な建物が並ぶ

本論では、本年７月末にビエンチャンを訪れ現地で
面談を行った筆者の経験をもとに、ラオス経済が直面

「こぢんまり」とした街との印象を持った。
その印象とは裏腹に、ラオス経済は近年、ほかの
ASEAN諸国と比較しても高い経済成長を遂げている。
2013年のラオスのGDP成長率は前年比8.2％増と、同
じく高成長で注目が集まっているフィリピン（同7.2％
増）をも上回った。

する課題と、今後の成長パスについて考察する。

「資源の呪い」
「資源の呪い」とは、資源の豊かさがかえって貧困

高成長をけん引しているのは、水力発電や鉱山開発

削減や工業化の遅れなどを招き、成長の障害要因と

プロジェクトへの海外からの活発な投資である。ラオ

なってしまうことをいう。ラオスの場合も、工業化の

スは山間地であることから豊富な水資源に恵まれてい

遅れは顕著であり、国民の所得水準の底上げや消費の
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ラオスは、中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマーと
５つの国家に囲まれ沿岸部がなく山間地であるのが特徴
出所：外務省
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旧宗主国フランスの凱旋門を想起させる慰霊塔

ミャンマー・ラオス特集
①今後も８％以上の実質GDP成長率を維持

活性化もまだまだこれからという段階である。
GDPの産業別割合をみると、ラオスは農業と鉱業で
約40％を占めており、製造業は約10％にとどまってい

②2015年までにミレニアム開発目標を達成
③2020年までに後発開発途上国から脱却

る。東南アジア諸国の成長パターンのひとつは、海外
から労働集約型産業への投資が進み、それをてこに成

資源部門への依存や脆弱な対外バランスを抱え続け

長を遂げるかたちである。海外からの投資は雇用機会

る構図の中で、現在のような高成長を維持できたとし

を生むだけでなく、ゆくゆくは外資から地場企業へ技

ても、それは持続可能なものではない。また、その恩

術移転が生じることで高付加価値製品の製造・輸出が

恵も一部にとどまり、国民全体の所得の底上げや格差

可能となる。これにより国民の所得が底上げされ、民

の是正にはつながりにくい。それらを踏まえ、政府は

間の購買意欲が刺激される。実際、ベトナム、インド
ネシアなど成長軌道に乗った国の街を歩くと、人々の

「質の高い成長」を目指しているのだ。
その手段として考えられるのは、現在のラオス経済

熱気と消費意欲を肌で感じる。他方、ラオスの場合、

の強みである資源輸出を強化すること、さらには産業

海外からの投資は資源部門に集中しているため、製造

の多角化を進めることである。産業の多角化は、資源

業の発展が生み出すような恩恵を享受できていない。

部門や農業部門単体が生み出すよりも高い付加価値を

そのためか、街を見渡してもモノを求める人々で溢れ

生み出すうえ、雇用の創出をも促す効果がある。
まず、資源の輸出見通しを示したい。2013年時点で、

かえっているわけでもない。
工業化の遅れを国際収支で確認すると、いびつな構

最大の輸出品目は銅である。ただし、今後、銅から売

造が浮き彫りになる。主な輸出品は、銅（30％）
、電

電への依存度が高まる可能性が高い。銅に関しては、

力（26％）
、金（７％）であり、この３つの資源だけで、

主要な鉱山の埋蔵量に限りがある。他方で、売電につ

全輸出の63％にものぼる。資源輸出は順調に増加して

いては、水力・火力発電所の多くが20年までには稼働

いるが、資源開発に係る資本財を現地で調達できない

を開始し、発電能力が一気に高まるため、今後輸出の

ことから、輸入に頼る必要がある。その結果、輸入額

けん引役になることが期待される。

が輸出額を上回り、貿易収支赤字が継続している。

産業の多角化には外資の力が不可欠である。現地の

2013年の経常赤字はGDP比で30％近くにのぼった。

エコノミストが指摘していたのは、
「タイ・プラスワン」

この赤字は、海外からの直接投資と国際機関からの援

としての国内産業育成だ。
「タイ・プラスワン」とは、

助資金によりファイナンスされている。総合収支は赤

タイに生産拠点を有している企業が、生産工程のうち、

字に振れることもあり、外貨準備高は、輸入額比約１

一部をその周辺国に移行する動きである。その動きを

カ月分と低い。通常、輸入額比３カ月分程度の外貨準

促しているのは、タイリスクの回避である。たとえば、

備が必要といわれており、ラオスの対外バランスは脆

洪水などの自然災害、政治情勢の悪化、労働力確保の

弱といわれても否定できない。これには、水力発電の

困難性や賃金上昇がその具体例である。その候補とし

本格稼働がまだ始まっていないうえ、ほかに目立った

てあげられているのが、ラオスのほか、カンボジア、

輸出産業もないことから、現時点では外貨を稼ぐ力が

ミャンマーだ。

ぜい

じゃく

弱いことが影響している。

ラオスは人口規模ではミャンマーに劣るものの、そ

貧困率にしても然り。資源部門への投資はラオスの

の若さでは引けをとらない。人口ボーナス指数をご覧

高成長を支えているが、その恩恵は一部の層にとどま

いただきたい。この指数は、生産年齢人口（労働力の

る場合が多い。１日1.25ドル以下で暮らす貧困者の割

中核となる15 ～ 64歳の人口）の従属年齢人口（０～

合は全人口の34％と、カンボジア（同23％）やベトナ

14歳と65歳以上の人口）に対する比率である。これが

ム（同17％）よりも高い。また、ジニ係数をみると、

上昇を続けている間は、豊かな労働力供給が経済を拡

2002年の32.63から08年には36.74へむしろ悪化してお

大させる傾向にあるといえる。人口ボーナス指数が、

り、所得格差は拡大している。

ひとつの目安である「2.0」を下回るようになると、人

資源輸出の持続性と産業の多角化
そのようななか、ラオス政府は以下の３つの非常に
高い目標を掲げている。

口成長が経済成長の重荷となる「人口オーナス期」に
入るとされる。ラオスの場合、2000年代前半から指数
は上昇を続けており、
「2.0」を下回るのは60年ごろと
みられ、それまで豊富な労働力が成長の原動力となる
見込みである。実は、ラオスはCLMV国の中で、最も
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出所：国連 “World Population Prospects: The 2012 Revision”

「人口オーナス期」に入るのが遅いと見込まれている。
また、ラオス語がタイ語に近い言語という点も、タ
イからラオスに生産拠点を移す重要な要素となろう。
知り合いのタイ人に聞いたところ、ラオス語は話せな
いが、話しているのを理解することはできるとのこと。
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注：輸出額には財とサービスを含む。
出所：World Bank

びサービス）の約15％にも匹敵し、すでに国の重要な
産業のひとつといえる。

政府のインフラ投資が不可欠

言語の類似性という点で、タイ人の従業員がラオスの

このようなラオスの長所を生かすためには、政府の

従業員を指導することも可能となる。その例が、アデ

投資による支援が不可欠であることはいうまでもない。

ランスである。アデランスは、タイとラオスの言語が

たとえば電力供給である。ラオスは水力発電による豊

類似している点を重視して、現在タイにあるウィッグ

富な発電能力をもちながら、その大半が輸出向けと

の全生産拠点を、2018年をめどにラオスに移管すると

なってしまい国内の電力が不足している。さらに、送

している。

配電システムの整備も遅れていることから、海外から製

また、近年観光業への注目も高まっている。ラオス

造業への直接投資を呼び込む際の障害となりやすい。

を訪れる観光客の約85％はタイ、ベトナム、中国から

また、地方と都市をつなぐインフラ整備も重要な課

であるが、約８％は欧州・米国からである。外国人観

題だ。いくら若い人口が豊富とはいえ、多くの人々を

光客の数は、2000年時の74万人から、13年にはその

ひとつの生産拠点に集めることが難しければ、意味が

５倍の378万人に増加した。

ない。ラオスでは従来、地方から都市への人口移動が

ラオスの観光地として特に注目されるのは、ルアン

少ない。

パバーンという古都である。1995年にはUNESCOの
世界遺産にも登録された。14世紀に建設されたラーン
サーン王国の面影が残ったこの街に、観光客が増加し
ているという。ラオスの観光収入は、輸出額（財およ

早朝、パクセーの街中で托鉢を行う僧侶。
ラオスの人々の生活と仏教との関係は深い
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世界遺産都市を象徴する寺院、ワット・シェントーンの
モザイク画「生命の樹」

ミャンマー・ラオス特集

プーシの丘からルアンパバーンの町。ラオスは国土の大半が
山岳地帯で、都市への大規模な人口移動がまだ起きていない

労働人口の大半を占める農家の人々。農村での生活は自給自足が
基本（田植えの苗を準備するポンサリー県のレンテン族）

ラオスの面積は約23.7万㎢で、ほぼ日本の本州と同

においても、工業化が進んでいないことから地方から

じくらいの大きさであるが、人口は約677万人と本州

の労働者を受け入れるほどの雇用機会がない。地方か

の７％程度でしかない。国土の68％が山岳地帯であり、

ら都市へ人口を押し出す力も、都市が地方の人口を引

人口の64％が地方に居住している。ビエンチャンの街

き寄せる力も強くなく、都市・農村間の大規模な人口

を歩いて気づいたのが、街全体の静けさである。ベト

移動が生じていないのである。

ナムと比べ、人、バイク、車の数が圧倒的に少ない。
ハノイでは出勤時間ともなると、数人でまたがったバ

今後、外資を誘致して産業基盤を構築する場合、都

イクが大量に道を走り抜け、観光客は道を容易に渡る

市部に雇用機会が創出されたとしても、地方からのア

こともできない。他方、ビエンチャンではバイク・車

クセスが悪い場合、ヒトを集めることが困難となる。

の数もそれほど多くない。街は狭い道路や一方通行の

政府もその点を理解しており、周辺国や、遠隔地域へ

道路が多く、決して整備が進んでいるわけではないが、

のアクセスを向上させるため、
「2010-2020年国道アク

ベトナムにみられるような目立った交通渋滞も生じて

セス開発計画」などの中長期的なインフラ開発戦略を

いない。

策定している。

この整然とした街の様子には、ラオスの人口規模が
小さいというほかに、都市と農村の生活が切り離され
ているという事情がある。ラオスの労働人口の約８割
は農業に従事しており、農村では自給自足の生活を
送っている。前述のとおり、貧困者の割合は高いが、

ASEAN 経済共同体創設は
ラオス成長の好機
ラオスは今、資源プラスアルファの魅力を武器に、

経済的に苦しい際にお互いが助け合う、村社会の互助

新たなる成長に挑もうとしている。
「資源の呪い」に称

システムが機能しているという。したがって、貧困か

されるとおり、この国を取り巻く環境は厳しく、政策

ら抜け出すために都市へ出稼ぎに行く、というよりも、

運営のかじ取りは難しい。しかし、2015年のASEAN

村の中で助け合うという概念が強いようだ。また都市

経済共同体創設で経済統合の深化がもたらされること
を好機とし、成長の可能性を模索することは、ひとつ
の手である。その一例が「タイ・プラスワン」である。
ASEAN諸国内のサプライチェーンに組み込まれれば、
成長への可能性も大きく広がる。それが持続可能な成
長への足掛かりとなることを期待したい。
※筆者略歴：東京大学大学院卒業後、2008年に株式会社大和
総研入社。経済調査部、ロンドンリサーチセンターを経て、
12年11月よりJBICに出向中。外国審査部にて、アジア各国の
ソブリンリスク審査を行っている。昨年は４回ベトナムに行
く機会があり、ラオス出張中も何かとベトナムと比較するこ

凱旋門の上から見たビエンチャンの中心街。アジア諸国と
比べ、まだ交通量もあまり多くなく、歩道も整備されている

とも。現地では、ドライバーなど、現地の人と話す機会を多
くもつように心がけている。
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