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清隆

日系製造業の受け皿となる経済特別区が、現在では32
カ所認可を受けている。

メコン地域の中で日系製造業、サービス業の進出が

主要な経済特別区（SEZ）としては、①首都プノン

始まったカンボジア。2010年３月、日本貿易振興機構

ペン郊外にあるプノンペンSEZ、②南部港湾都市シア

（ジェトロ）はカンボジアの首都プノンペンに事務所を

ヌークビルで日本の資金協力（ODA）により建設され

開設し、カンボジアへの貿易・投資促進、進出日系企

たシアヌークビル港SEZ、中国資本によるシアヌーク

業への情報提供などさまざまな活動を行っている。筆

ビルSEZ、③ベトナム国境に近接する南東部バベット

者は開設時から14年９月まで現地プノンペンに駐在し、

にあるマンハッタンSEZ、タイセンSEZおよびドラゴ

この４年半の劇的な変化を目の当たりにするとともに、

ンキングSEZ、④沿岸部タイ国境に位置するコッコン

日系企業の進出に伴い、今まで直面しなかったカンボ

SEZ、⑤内陸部タイ国境に隣接するポイペトSEZなど

ジアでの課題を企業とともに共有することとなる。本

がある。

稿では、現在までの日本企業の進出状況について紹介

プノンペンSEZの2014年11月時点の入居企業（予定

するとともに、顕在化してきた「リスク」にも触れ、

を含める）は82社（日系企業42社）と全SEZの中で最

今だからこそ考えられる日本企業にとっての「チャン

大である。首都唯一のSEZであり、インフラが完備さ

ス」は何かを考えてみたい。

れていることなど好条件もあって、日本以外の外国企

2011年が日本企業の進出元年

業の投資も多い。主な入居日系企業は、味の素（調味
料）
、ミネベア（小型モーター）
、住友電装（ワイヤー
ハーネス）などがある。13年の同SEZへの新規認可投

タイとベトナムの中間に立地するという地理的優位

資としては、デンソー（自動車部品）
、ロート製薬（目

性のなかで順調に日系製造業の進出が進んできたカン

薬）
、アートネイチャー（かつら）などの進出が続いて

ボジア。2010年から13年の日系企業の投資認可額をみ

いる。

ると、順調に件数が増加してきたことがわかる（図表

次にシアヌークビル港SEZは、カンボジア唯一の国

１）
。特に11年、12年は前年と比較して大きく伸びてお
り、カンボジア投資元年ともいわれている。製造業の
進出に伴い、さまざまな業種の現地法人、支店、駐在
員事務所の開設が相次ぎ、小職が事務局長を務めてい
たカンボジア日本人商工会の正会員数も、10年の50会
員から14年末時点で152会員と３倍強に増加している。

製造業は経済特別区が受け皿に
メコン地域では、日本政府の支援により、さまざま
なハードインフラ開発が進められており、そのなかで
カンボジアは南部経済回廊の中心に立地する（図表
２）
。この南部経済回廊の整備が進められるなかで、
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2015.3

図表１

日本企業の投資傾向（2010～13 年）

Investment Trend (Japan) 経済特区内外 Total
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注：CDC の確定データに統一（QIP 最終承認日ベース、2013 年の FRC
日付未確認のものは数に含む）。
出所：CIB、CSEZB、各 SEZ
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際深海港であるシアヌークビル港のコンテナターミナ
ルと直結している。同SEZは日本の有償資金協力に
よって整備が進められ、2012年５月に完成し、王子製
紙（ダンボール製造）やタイキ（化粧用品）が進出し
ている。
中国資本によるシアヌークビルSEZには、中国企業

ともいえる。

各社戦略により、立地先も検討
大きく分けて国内での製造業進出は上述の５つのエ
リアがあり、各企業がどのような戦略でカンボジアを

の進出・投資が多いが、日系企業はイズミ電子（薄型

みるかにより、その立地が分かれているといえよう。

テレビ用アルミフレーム）
、アスレ電器（家電用ワイ

中国でのコスト上昇などを背景とした移転・分散の動

ヤーハーネス）の２社が進出している。

きであるチャイナ・プラスワンに加え、同じくタイから

ベトナム国境沿いのマンハッタンSEZおよびタイセ
ンSEZ、ドラゴンキングSEZは、ベトナム南部ホーチ

の移転・分散の動きであるタイ・プラスワンの事例も
出始めている。

ミンの港などのインフラを活用しながら、先進国向け

カンボジアの日系で最大の従業員数を抱えるミネベ

の特恵関税や投資優遇措置などカンボジアのメリット

アは、2010年に認可を得、11年４月にプノンペンSEZ

を享受できる地域でもあることから、近年、中国の労

のレンタル工場で生産を開始した。アユタヤなどのマ

働賃金の上昇などを背景にチャイナ・プラスワンの戦

ザー工場から、小型モーターの生産にかかる労働集約

略での進出が目立つ地域でもある。日系企業の進出状

型の工程をカンボジア工場に移管。最終工程の組み立

況は、縫製業が中心ではあるが、電子部品など分野も

てを行い、製品化した後、再度タイのマザー工場へ送

広がりつつある。なかにはホーチミン市近郊に進出済

り、最終製品のチェックを行い、顧客へ納入している。

みで、ベトナムプラス・ワンという戦略から進出した

現在では２ つの大規模な工場を有し、従業員数約

時計用外装部品メーカーも2013年に認可されている。

6000名（14年９月時点）を抱え、当初の小型モーター

カンボジア沿岸部にありタイ国境に近いコッコン

の生産以外にも、スマートフォンで使用されるLED

SEZには、韓国企業との合弁企業がカンボジア初とな

バックライトの生産など、現在では上述のタイ・プラ

る乗用車組み立て（現代自動車）の工場を稼働させて

スワン以外にも新たな部品の生産も進んでおり、カン

おり、日系企業では、矢崎総業（ワイヤーハーネス）
、

ボジアでの事業が拡大している。

ミカサ（スポーツ用ボール）が生産を開始している。

同じプノンペンSEZで自動車用のワイヤーハーネス

また、同じくタイ国境カンボジア北西部にあるポイペ

を製造しているスミカンボジアワイアリングシステム

トSEZにはまだ日系企業の進出はないが、同SEZ近く

（住友電装）は既存のASEAN域内の拠点の能力が飽

に日系のSC WADO（HDD用ベースプレート）が進

和状態であったことから、カンボジアへの進出を決定。

出し生産を開始している。また日本資本によるSEZ

2011年６月に投資認可を取得し、12年３月に工場を

（SANCO SEZ）も認可されており、在タイの日系企

完成させ、生産を開始した。カンボジア拠点は日本向

業にとり、タイ・プラスワンの有力な候補地のひとつ

け輸出に特化しており、チャイナ・プラスワン、タイ・
プラスワンという考えではないが、カンボジアの地理

図表２

経済回廊とハードインフラ整備でメコンに広が
る生産ネットワーク

的な優位性、労働集約型産業に適した安価な労働力の
確保、という観点から進出したといえる。
一方、同じ自動車用ワイヤーハーネスを製造してい
る矢崎総業も同様の観点でカンボジアに進出。2011年
10月に投資認可を取得した後、12年12月にタイ国境沿
いのコッコンに工場を完成させ、生産を開始した。同
社はタイに集積する自動車メーカーに完成品を納入し
ており、スミカンボジアとは輸出先が異なるため、タ
イにより近いコッコンという地を選んだ。
以上のように、各社は部品・部材の調達先、完成品
の納入先、SEZのインフラ整備状況、労働力の確保、
生活環境などを勘案しながら、カンボジア国内の中で

出所：Jetro

も、その立地を決定しているといえる。
2015.3

13

プノンペンに日本の
大型ショッピングモールが進出

業がカンボジアの投資環境上の課題をいくつかあげて
いる（図表３：2014年12月にジェトロが発表した「在
アジア・オセアニア日系企業実態調査」
。詳細は以下

ここまで製造業としての進出先のカンボジアをみて

ウェブサイトよりダウンロード可能。URL: http://

きたが、メコン域内では所得の向上に伴い、市場とし

www.jetro.go.jp/world/asia/reports/07001901）

ての魅力も高まっている。カンボジアに進出した日系
企業で、その代表例はイオンである。１人当たりGDP
が1000ドルを超えたばかりのカンボジアであるが、同
社はプノンペン市内の家庭を徹底的に調査。その結
果、モールの建設予定地の商圏５km以内に月額世帯
収入が400ドル以上の世帯が78％もおり、そして１km
以内では800ドル以上が75％も存在することが判明。

図表３

カンボジアの投資環境上の課題

（％）

1 従業員の賃金上昇（n=40）

80.0 （63.3）

2 原材料・部品の現地調達の難しさ（n=19）

79.0 （78.6）

3 従業員の質（n=40）

60.0 （63.3）

4 電力不足・停電（n=19）

57.9 （57.1）

5 人材（ 中間管理職）の採用難（n=40）

45.0 （56.7）

同社がターゲットとする年間世帯収入が5000ドルとい

注：有効回答者数＝ 40

う家庭がプノンペン市内に十分いることがわかった。

①従業員の賃金上昇

この調査結果を受けて、イオンは2014年６月末にプ

2014年２月に月額80ドルだった法定最低賃金（縫

ノンペン市内に外資系としては初めて大規模ショッピ

製・製靴工場労働者対象）を100ドルに引き上げた

ングモールを完成させた（写真下）
。モール内には約

が、15年１月にはその100ドルを128ドルへと引き上

190のテナントがあり、そのうち約50が日系企業であ

げた。この法定最低賃金の引き上げは、最低賃金の

る。飲食、小売、家電量販店など海外への初進出がカ

対象ではないホワイトカラー層にも影響を及ぼすも

ン ボ ジ アと い う 企 業 も 多 い。 カン ボ ジ ア は 他 の

のと考えられる。また、14年10月から11月にかけて

ASEAN諸国と異なり、小売・流通に対する外資規制

実施した上述の調査をみると、カンボジアの賃金

がないため、海外に進出したことがない日系サービス

（製造業のみ）の前年比ベースアップ率が対象国の

産業の進出がしやすいともいえる。しかし逆にいえば、

中で最も高いことが判明した。製造業の進出が進ん

日系だけでなく、他国の外資系サービス業も同様に参

だことにより、カンボジアも中国やASEAN先進国

入しやすいということであるため、今後はいかにカン

と同様にこの賃金上昇に今後悩まされることになる

ボジア人のマーケットに食い込んでいくのかという点

だろう。

で価格、サービスの競争はより一層激しくなるといえ
よう。

②原材料・部品の現地調達の難しさ
過去の内戦などの影響からカンボジアには地場の
製造業が皆無といってよく、日本企業が現地調達で
きるものがほとんどない。この部品調達の問題は、
外資系の部品産業が進出する以外にすぐに解決でき
るものではないため、今後も原材料・部品は海外か
らの輸入に頼らざるを得ないといえる。
③従業員の質
農村部での学校や教員の不足により、カンボジア
の識字率は約78％であり、周辺諸国と比較してもそ

イオンの大型ショッピングモールがオープン。
駐在員の生活環境も以前と比較すればずいぶんと向上した

日系企業の進出に伴い、さまざまな課題
が顕在化
以上みてきたように、カンボジアは多くの日系企業
の投資先のひとつとしてみられるようになってきた。
しかし企業が操業していくなかで、多くの進出日系企
14
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の数値の低さが目立つ。工場のワーカーは地方農村
部からの出稼ぎであることから、工場での作業指示
書が読めないなどの課題を抱える。また自給自足で
生活してきたため、時間の概念が希薄であり、勤労
意識を植え付けることから始まるため、従業員教育
に力を入れる必要がある。
④電力不足・停電
電力は、需要の６割以上をタイ、ベトナムなど周
辺国から輸入しているため料金が周辺国の1.5 ～２
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倍と高い。また、発電設備を備えたプノンペン経済
特区（SEZ）以外では、供給も、特に乾季（４～５月）
は非常に不安定になる。
⑤人材（中間管理職）の採用難
25歳未満が人口の約半分を占めるという非常に若
い国であるということは、逆にいえば経験を積んだ
30 ～ 50歳台の労働人口が少ないということでもあ
る。年齢別人口構成（図表４）をみると、1975年か

プノンペンを流れるトンレサップ川の対岸から。
発展する町並みの中でも緑が多く、変わらないところもある

ら79年にかけてのポル・ポト時代の影響により、30
歳台後半の人口が極端に減少している。この“働き
盛り”の世代が極端に少ないことで、即戦力となる中

負担額では魅力的な安価な人件費であるといえる。特

間管理職の採用が難しく、企業は大学を卒業した若

に人件費が上昇しているタイは、今後、外資の投資優

い人材に日本や各国で研修を行い、育成していく必

遇政策を業種別に選別していく政策を掲げている。メ

要があるといえる。

コン地域のハードインフラ整備に伴い、タイからの産

そのほかにも法律、規則の不透明な運用、進出日系

業分散が両国の国境沿いやプノンペンなどで今後、さ

企業をターゲットにした税務調査などさまざまな課題

らに生まれてくることであろう。

があげられている。

工場の労働者は地方農村部からの出稼ぎであるが、
プノンペン市内で生活し、オフィスなどで働くホワイ

それでも魅力的な安価な人件費

トカラーは今後ますます所得を拡大させていくだろう。
このような中間層にターゲットを絞ったサービス業に
も、価格、サービス競争は激しいものの、新たなビジ

以上の課題をみてきたが、これは途上国一般に共通

ネスチャンスがあるのではないかと考えられる。

する課題であるともいえる。課題の中で触れている人
件費のベースアップ率については、比較対象の賃金額
がもともと低いため、上昇率でみると高い数値となる
が、周辺諸国と比較して相対的に安価な人件費である

おわりに

ことに変わりないことは、上述の調査結果でも明らか

小職が赴任した2010年と比較すれば、日本食レスト

になっている。各国でも同様に人件費が上昇している

ランの急増、イオンの大型ショッピングモールのオープ

ため、カンボジアは周辺諸国と比較しても、年間の実

ン、日本企業が経営する幼稚園の開園など家族帯同で

図表４

赴任する日本人も増え、生活環境は格段に向上

年齢別人口構成
カンボジア 2013 年人口ピラミッド

している。日本大使館に在留届を提出している
（2013 年３月３日現在）
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日本人の数も09年10月時点では889人であった
が、直近ではその数は2300人を超えたともいわ
れており、15年４月には待望の日本人学校のプ

カンボジアの
団 塊 の 世 代。
全人口のうち、
25歳 未 満 人
口の約半数を
占める。

ノンペンでの開設も予定されている。
負のイメージでみられがちであったカンボジ
ふっ しょく

アであるが、今はそのイメージもだいぶ払拭さ
れ、整備されていく南部経済回廊を見据えて、
多くの日本企業から進出先のひとつとしてみら
れるようになった。今後のASEAN経済共同体
の発足により、ヒト、モノ、カネの動きは域内
でますます活発になっていくだろう。カンボジ
アが日本企業のさらなる受け皿となるのかどう
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出所：2013 Cambodia Inter-censal Population Survey, Analytical Report No. 3,
P73, Table A1-A-1 2013

25

か、カンボジアに駐在し、カンボジアを愛する
ものとして日本から見守っていきたい。
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