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はじめに

2015年末、
「ASEAN Economic Community（ASEAN 経済共同体、以下
AEC）
」が発足した。ASEAN は、経済共同体、安全保障共同体、社会文化
共同体の三つの「目標」をそれぞれ創設し、それらを重ね合わせるかたちで
加盟国間の結束をより強めることを目指してきた。しかし、周知のとおり、
そのうちの「安全保障共同体」の構築は、中国による強圧的とも言える南下
政策に直面する中で、その抑制を意図した（関係国による）『南シナ海にお
ける行動規範』の整備・策定以上の効力ある合意形成は当面、困難な状況に
ある。また、
『社会文化共同体の構築』についても、宗教観や生活意識など
の面で、個々の加盟国が独自に育んできたアイデンティとの「調和」の難し
さゆえに、直ちに「成果」を期待することは難しい状況にある。
となると、加盟国としては、必然的に AEC の更なる拡大と発展に期待を
寄せることになるのも容易に理解できる。今なお「課題」は残されてはいる
ものの、今後における拡大・発展は、加盟10か国の中でも「後発組」とされ
るカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（以下、CLMV という）に
とっては、
「先発組」とされる 6 カ国に追いつくために、域内物流の効率
化、ヒトや投資（資金）の広域相互乗り入れに途を拓く AEC のメリットを
自らの成長に、どう生かしていくかにかかっており、まさに「正念場」を迎
えている。その意味でも CLMV 各国にとっては、長年にわたり進められて
きた物流改善に向けた「南北」
、
「東西」
、更に「南部」の各地域横断的「経
済回廊」の本格的な稼働に対する期待は大きなものがあろう（図表 5 － 1 参
照）
。
EU（欧州連合）型「経済統合」とは異なる AEC の発足が、今後の「世
界経済のけん引役」としての成長が期待される ASEAN にとって、どのよ
うに作用していくかについては、成熟化が急速に進む我が国にとっても、
「対アジア戦略」の要とも言える重要な視点であり、様々なの角度からその
行く末について、これまで以上に意を払っていく必要があるとも言えよう。
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図表 5 － 1

インドシナ地域における物流整備の状況

（出所）2015年12月30日付『日本経済新聞』

とりわけ、米国のトランプ新大統領による「TPP（環太平洋経済連携協定）
離脱」宣言による関係国への「影響度」が未だ推し量ることが難しい段階に
おいては、はたして AEC を軸とした「拡大 ASEAN ＋ 3 」や「東アジア地
域包括的経済連携（RCEP）
」が、その代替策となり得るのか、我が国の行
く末にも多大なインパクトを与えるのは必至といえよう。その意味からも、
ASEAN は今、大きな転換期に立たされている。
以下では、今回の AEC の発足が、ASEAN への加盟でも「後発組」とさ
れてきた CLMV、とりわけラオス、カンボジアにとってどのような影響を
もたらし得るのか、両国の置かれている政治的、経済的、社会的位置付けな
どと重ね合わせることで、改めて検証を試みることとしたい。
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第

2節

ASEAN におけるラオス、
カンボジアと日本
ASEAN に限らず、一般に「経済統合」は、①その域内における関税を撤
廃することで「自由貿易」を実現させ、②当該地域への「共通関税」の導入
に基づく、いわゆる「関税同盟」を確立するとともに、③生産拡大に必要な
労働力、資本などの自由な移動を認め、最終的には「域内共通通貨制度」を
基盤とする共同体市場の創設を目指すものとされている。言うまでもなく、
EU はこのプロセスを辿ることで、今日の地位を築き上げている。
これを AEC にあてはめてみると、2015年末発足を目指した「工程表」で
は、
「単一の市場と生産基地」
、
「競争力のある経済地域」、「公平な経済発
展」
、
「
（地域として）グローバル経済への統合」という四つを基本目標とし
て掲げていた。なかでも、
「単一の市場と生産基地」に関しては、モノ、各
種サービス、投資（資本）
、更にスキルに溢れた労働者の自由な移動等につ
いて、それぞれ具体的な工程を示していた（図表 5 － 2 参照）。
実態面からみると、
「モノの移動」の自由化については、加盟国間での関
税の撤廃が進んでいる（図表 5 － 3 参照）
。即ち、先行する 6 カ国（ブルネ
イ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール）の間で
は、品目ベースでみた関税の撤廃率は99.2％に達しているとされ、後発の
CLMV 四カ国についても90％超となっており、2018年までには一部の農・
畜産品目を除き、全品目での関税撤廃を目指すところまできている。この点
だけをみれば、AEC としての「貿易の自由化」は、他の一般的な自由貿易
地域と比べても、遜色のない、むしろ高い水準にあると言えなくもない。
しかしながら、加盟国間での「貿易」の現状を見る限りにおいては、現在
までのところ、その効果が活かされているとは言い難い。即ち、かねてより
問題とされてきた、個々の国が長年、独自に運用してきた対外貿易面での
「慣行」や「対応措置」といった、いわゆる「非関税障壁」は依然として色
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図表 5 － 2

AEC の基本目標

単一の市埸と生産基地

競争力のある経済地域

・物資の自由な移動
・サービスの自由な移動

・競争政策
・消費者保護

・投資の自由な移動

・知的財産権

・資本のより自由な移動
・熟練労働者の自由な移動

・インフラ整備
・税制

・優先統合セクター

・電子商取引

公平な経済発展

グローバル経済への統合

・中小企業育成

・対外経済関係への一貫したアプロー

ASEAN 統合イニシアティブ経済発
展で先行するASEAN 諸国は７つの
優先プロジェクトでその他諸国を支

チ
・グローバルサプライネットワークへ
の参加拡大

援

（出所）ASEAN 事務局等の資料を基に作成
図表 5 － 3

ASEAN における関税の撤廃・引下げの状況（’15年 1 月段階）
国

名

シンガポール

ASEAN 6
（99.20%）
ASEAN10
（95.99%）

CLMV
（90.85%）

総品目のうち、
関税率ゼロの割合
100.00 （％）

タイ

99.85

ブルネイ

99.27

インドネシア

98.87

マレーシア

98.74

フィリピン

98.62

ミャンマー

92.56

カンボジア

91.48

ベトナム

90.22

ラオス

89.32

（出所）ASEAN 事務局、ジェトロ資料などを基に作成
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濃く残されているとされ、実際には「自由な相互往来」の実現には至ってい
ない。故に、今後の課題としては、当初の目標どおりに、円滑な物流を確保
し、もって地域の安定的な発展に資することが出来るか、国際的な経済環境
が大きな転換期を迎えている今、言わば正念場を迎えている。立ち遅れた地
域経済の安定的発展と拡大にとって、海外からの継続的な投資を確保出来る
事業環境の整備は不可避の課題であり、歴史を見るまでもなく、広く認識さ
れているところではある。
これを CLMV 諸国に当てはめてみると、残念ながら、そのレベルはイン
ドシナ地域における海外からの投資先としては最大とされるタイに比べ、依
然としてかなり立ち遅れていると言わざるを得ない。例えば、海外企業から
みて、事業進出に不可欠な「法制度」そのもの整備はもとより、仮にルール
等の整備が済んでいたとしても、実際の「解釈」などでは、なお不透明なか
たちでの「運用」が後を絶たないとの声は少なくない。また、関連する許認
可申請、税務処理等の行政手続きも煩雑なため、時には最終的な認可を得る
までに膨大な時間を要するとの批判も絶えない。更に、カンボジアやベトナ
ムなどでは、今も「慢性的な電力不足と高い電気料金」といった、よりプラ
クティカルな問題も抱えた状態にある。
その一方で、近年、中国沿海部やタイで人件費の急上昇が進むなか、
CLMV 諸国は相対的に低廉な労働コストを武器に、
「チャイナプラスワン」、
「タイプラスワン」として、その優位性が見直されているのも事実である。
ただ、一見すると似通っているかのようにみえるこの「…プラスワン」も、
日本企業にとっては、前者と後者とでは、いささか趣が異なっていることに
留意しておくべきではないかと思われる。
即ち、前者は2010年の東シナ海・尖閣諸島の「国有化」を機に高まった中
国各地での「反日機運」に象徴される（政治的理由に基づく）「リスク回
避」としての “拠点再編” として捉えられる一方、後者については、“タイ
に拠点を置きつつ”、特に労働集約型の工程を、人件費に代表される労働コ
ストの安い隣国へ移すことでまずはコストダウンを図り、組立、検品といっ
た最終工程は再びタイへ戻し、最終完成品はタイから出荷するといった、い
わば広い意味での “サプライ・チェーンの再構築” として捉えることで、そ
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図表 5 － 4

インドシナ関係国の基本経済指標
（参考）
カンボジア

ラオス

ミャンマー

ベトナム

タイ

人口（万人）

1,468

690

5,148

9,073

6,676

名目 GDP（億ドル）

165.5

117.0

628.0

1,853.5

3,738.0

実質 GDP 成長（％）

6.97

7.41

7.69

6.0

0.9

1 人当り GDP（ドル）

1,081

1,693

1,221

2,052

5,445

基本給（月額／ドル）

113

112

127

173

369

進出日本企業数（社）

155

114

250

1,451

8.890

2,270

671

1,330

13,547

64,285

在留邦人数

（注）人口、名目 GDP、実質 GDP 成長率。 1 人当たり GDP は2014年時点
月間基本給は JETRO『第25回アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関
連コスト比較』（2015年 6 月）から抜粋（カンボジアでは、’16年 1 月 1 日か
ら、製靴・縫製業の最低賃金が月額140米ドル、’17年 1 月 1 日以降は更に同
153米ドルに引き上げあげられている）
（出所）外務省、JRTRO などのデータを基に作成

の意味合いを明確にすることも可能である。こうした点を踏まえつつ、まず
はインドシナ全体を俯瞰する。
メコン河に接するラオス、カンボジアは、地域紛争に代表される政治的混
乱などにより、長らく ASEAN の中でも「開発・発展」の流れから立ち遅
れていた。しかし、カンボジア和平成立（1991年）を機に、アジア開発銀行
（ADB）のイニシアティブにより新たに策定された地域の総合的な開発計画
（Greater Mekong Sub Region プログラム、GMS）の推進により、民生及び
経済的基盤の整備・安定という面で、両国を含む CLMV 各国は、更なる発
展へ向けた成長軌道を歩もうとしている。前記したように、それには、地域
横断の物流インフラとしての機能発揮が期待される三つの「経済回廊」が切
り札となる。
2015年に関係国（中国、ベトナム、タイ、ミャンマー）との「連結」を見
るに至った「南北」
、
「東西」
、
「南部」の各経済回廊（幹線道路）の建設・整
備は、GMS においてもコアのプロジェクトとして位置づけられていたもの
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であり、これらが一応の完成をみたことで、ラオス、カンボジア両国の期待
も大きいと伝えられている。また、この地域に対して、我が国は、GMS の
策定以前から、円借款・無償援助等を通じ、多くの分野で地域の開発に支援
を重ねてきたことから、ラオス、カンボジアを含む各国の対日感情は極めて
良好であり、現時点では大きな政治的問題も抱えていない聞く。
我が国としては、こうした良好な国民感情を落胆させることなく、引き続
き、両国並びに地域の発展に支援、協力を進めていくことが、将来的に日本
にとっての「国益」に繋がることを認識しておく必要があろう。とりわけ、
この地域は後述するように、
「南下政策」を進める中国にとっても、近年、
ますます地政学的に重要度を高めていることを踏まえると、今後、どのよう
に日本のブレゼンスそのものを高めていくか、関係者の一層の取り組みが期
待される。

第

3節

ラオス～日本は半世紀を超えて
「国造り」支援を継続～
Ⅰ 一党支配体制による経済運営（中国、ベトナム型市場運営に範）
ラオス人民民主共和国（Lao People’s Democratic Republic；Lao PDR）
という国は、一般の日本人にとっては、今も「遠い国」、「未知の国」という
イメージで捉えられているためか、近年は増えてきたものの、我が国との貿
易関係をとってみても、輸出・入ともに極めて少額に留まっている。
歴史を辿ると、ラオスのルーツは1353年、ランサーン（Lan Kang）王国
として建国された時まで遡るとされる。以後、18世紀の初めに三つの王朝に
分裂し、19世紀の初めにはタイに併合され、更には19世紀末に仏領インドシ
ナの一部としてフランスの支配下に置かれるといった経緯をたどってきた。
第二次大戦後の1953年、フランスからの「独立」を果たしたものの、旧王
族の流れをくむ「右派」
、中国などの支援を受けた「ラオス愛国戦線（左
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派）
、
「中道派」に分かれての内戦状態となり、更にベトナム戦争を背景とし
た米国による「右派」への肩入れ等も加わり、長期間、『安定』とは程遠い
状況を余儀なくされたという歴史も有している。1974年、漸く「左派」が国
内を掌握し、翌75年の「王政」廃止を経て、社会主義の下での建国路線を確
立、今日に至っている。
経済運営に関しては、同じく社会主義体制をとる中国、ベトナムをモデル
としており、段階的な市場開放、市場経済原理の導入を基本としている。
2011年以降、年率 7 ％を超える高成長を記録しており、直近のデータ（7.41％
－2014年）でも順調な伸びを記録するなど、発展に向けた軌道に乗っている
ことが確認されている。ただ、これだけの「高成長」を記録していながら、
インフレの兆しがうかがえないことは注目される。例えば、2014年の消費者
物価上昇率は「4.12％」に留まっており、政府による「統制」が今のとこ
ろ、機能しているとみることもできる。このため、国民の生活水準も徐々に
上がってきている模様で、消費経済拡大の「芽」も着実に広がりつつあるこ
とが報告されている。
今後の成長に期待を抱かせるラオスではあるが、それはまた、この国特有
の「課題」
、若しくは “地理的なハンデ” を抱える中での国造りとならざる
を得ないことと表裏一体の関係にある。
地図をみると一目瞭然ではあるが、同国は「海」に面しておらず、他国と
の貿易関係は、空路を除けば、陸路に頼らざるを得ない。換言すると、ラオ
スで製造・加工した製・商品を輸出する場合には、そのまま（近隣諸国に比
して）割高な物流コストを負担せざるを得ない。それだけに、AEC の発足
によって、インドシナ地域においても、サービス貿易の自由化、広域にわた
るインフラの整備、関税の撤廃などが進み、もって未整備状態に留め置かれ
てきた自国の道路網活用に途が拓かれることを期待していることは想像に難
くない。
ただ、同じメコン地域の国と比し、例えば隣国・カンボジアの半分（約
670万人）程度にとどまる人口では「小国」に位置づけられるラオスがはた
して、タイを成長軌道に乗ることを可能にした「安価で、豊富な（大量の）
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労働力」を供給していけるのか、この点については懸念が残る。
換言すると、ラオスの今後の成長戦略として、多くの新興国が導入してき
た路線～海外からの支援・政府などの助成に基づく「大規模工業団地」の造
成→海外企業の誘致→国内での雇用拡大→技術等の国内への転嫁（国内産業
の育成）→持続的成長へ take off～が、そのまま適用できるのか、疑問なし
とは言えない。思いきって、国土事情を活かした農業の付加価値向上、水力
発電（能力）の更なる活用、観光産業の振興などを通じた、ラオスの国情に
即した「経済戦略」と AEC とを連携させることで、独自の発展を志向する
ことが可能ではないかとも思える1。

Ⅱ 産業基盤～農業・鉱業が主体 高い電力供給能力が強みに
産業構造をみると、同国を支えているのは、今も伝統的な農業であること
がみてとれる。GDP 構成比では全体の約 2 割を占め、労働人口では、今も
全体の約 7 割が従事している。それでも、近年では産業別 GDP 構成比にお
けるサービス、工業の比率が徐々に増加しており、特に工業分野では、従来
からの銅などの鉱業に加え、タイ経由による製造業のニーズ、サービス分野
でも、卸・小売といった流通業が急速に拡大している。
一方、ラオスの貿易収支は長年、
「赤字」で推移してきた。2000年代半ば
以降、金や銅の輸出により輸出額は増加したものの、国内で生産可能な製品
が限られていることもあり、消費財や投資関連財の輸入増に押される結果、
「入超」傾向が強まりつつある。
因みに、2014/15年度をみてみると、輸出が約34億米ドル、輸入が約43億
ドルと、差し引き 9 億ドルの「赤字」となっている。ラオスからの主な輸出
品は、銅製品、電力、主な輸入品は、電気機器、機械類、燃料等となってい
る。近年の世界的なエネルギー資源価格低迷の影響を受け、鉱物資源の輸出
は伸び悩み気味となる一方で、木材製品等の輸出が伸びていることに注目す
る向きも多い。更に、中国への農産物の輸出も増加傾向にある。
1
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例えば、佐藤清一郎『ラオス発展の可能性』
（2016年 1 月 8 日大和総研）などを参照

実はラオスには、経済成長にとって、見逃すことの出来ない「切り札」が
2
ある。それは「電力」
である。

ラオス、カンボジアに限らず、新興国が外資を誘致し、現地生産工場の建
設などにより、自らの発展を目指す時、進出する側（外資）からみて「大き
な障害」となるのはインフラ、とりわけ（不安定な）電力供給と脆弱な物流
基盤（道路）である。この点、ラオスは「電力不足」という問題とは無縁で
あり、供給そのものも安定している。現在の発電能力総量は、21カ所の水力
発電による約300万キロワットと、実に「内需の 3 倍以上」もあることが報
告されている。このため、ベトナム、タイに加え、予定されているカンボジ
アへの「電力の売却」が本格稼働すれば、新たに貴重な外貨収入源としても
期待されることになろう3。
ラオス政府自身は、段階的ながらも、政策面では「開放」姿勢を見せてお
り、経済活動の自由度そのものは年々、改善されてきているが、今後はそれ
らに加えて、
「豊富で、安価な電力」をアピールすることで、更なる海外企
業の誘致に繋げたいとの思惑が感じられる。見方を変えれば、ラオスは、い
わゆる「労働集約型」の産業集積は難しいかもしれないが、将来的には、電
力消費を前提とする「電力集約型」産業（我が国でも、大手電機メーカーの
一部が、半導体を製造していた国内工場を改造し、電力の集中投与による生
鮮野菜の短期生育を手掛けているケースが報告されている）として、得意と
する農業の高付加価値化に繋げることも不可能ではないのではないか。活用
2

ラオスにおける水力発電第一号の建設、運営が日本人の手によるものであったこと
は、意外に知られていない。1958年、久保田豊氏（現・日本工営創業者）が、当時のラ
オス政府当局者にメコン河の豊富な水量を利用した水力発電所の建設を提案、戦火の渦
中でも建設を止めることなく、1972年、現在のビエンチャン北部に「ナムグム第一ダ
ム」の完成となって実を結んだとされる。以後、同国の水力発電事業には、多方面から
日本の支援が継続されてきたこともあり、ラオスでは日本の技術力、誠実な協力姿勢に
対する高い信頼感が維持されている。
3 鉱物資源の輸出は現在でも全体の 4 割を占めるとされているが、各資源の「開発権」
の多くは中国やベトナムが握っていることに加え、有限であることから、ラオス政府自
身は、国家としての発展には限定的、時限的に寄与するだけであることを認識してお
り、恵まれている地域特性を活かした「ASEAN の発電機」としての「電力供給」を、
今後の持続的成長の礎とする意識が強い。因みに、メコン河（総延長4,600Km）の約
40％にあたる1,900Km はラオス国内を流れており、ラオス政府は、この豊富な「水資
源」を活かすことで、近隣国への新たな輸出商品の柱とすることを企図している。
第 5 章 「陸のASEAN」へ賭けるインドシナ～ラオス、カンボジア～ 127

次第では、電力の効率的、効果的活用に基づいた、ラオスならでは産業基盤
の育成にもつなげることが出来るかもしれない。

Ⅲ AEC 発足で期待高まる「物流網」の整備
長い間「弱点」とされてきた物流機能の立ち遅れという点も、ここに来て
改善されつつある。例えば “インドシナ三大回廊” のうち、ベトナム中部の
港湾都市・ダナンとミャンマー第三の都市・モーラミャイン港とを結ぶ「東
西経済回廊」
、中国の雲南省・昆明から東南アジア最大の産業集積地、タ
イ・バンコクへと繋がる「南北経済回廊」のふたつの “大動脈路線” のラオ
ス通過は、立ち遅れていた同国の道路事情の整備に拍車をかけており、今
後、同国のみならず、この地域の経済発展にも大いに寄与していくであろ
う。
特に、隣国カンボジアの南部を貫く『南部経済回廊』とともに、ラオスに
とっての重要な産業インフラでもある『東西経済回廊」については、その構
想段階から着工、完成に至るまで、日本政府による全面的な支援、協力の下
で建設が進められてきただけに、本格稼働に至った現在、関係国の期待も大
きなものとなっている。今後、更に整備が進み、大型トラックの利用などに
よる高度電子部品等の輸送が可能になれば、内陸国として抱えていた弱点も
改善に向かうであろう。むしろ、立地面から南シナ海、インド洋、タイ湾に
ほぼ均等にアクセスが可能となるラオスについては、従来からのそうしたハ
ンディキャップが薄れることで、新たな優位性といった点に焦点が当たって
いくことも考えられる。
ただし、道路網とともに物流の要とされる「鉄道」は、現状をみる限り、
大きな期待はできない。事実上の国境となっているメコン河をはさむかたち
で、2009年に開通した全長3.5Km の「ノンカイ（タイ北部）～タナレン（ラ
オス）
」線のみが運行しているに過ぎず、観光客向けの路線に留まっている。
しかし、そんな「鉄道後進国」とも言えるラオスも、独立以来、強い政治
的関係を維持してきた中国からみると、地政学的にも重要な存在として位置
づけられていることが窺える。例えば、2015年12月から、首都ビエンチャン
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を通る『中国・ラオス鉄道計画』の本格的工事に乗り出していることから
も、そうした思惑が感じられる。同計画はインドシナ半島を縦断して、中国
雲南省・昆明とシンガポールとを結ぶ『汎アジア鉄道』の一部とされるもの
であり、中国は別に雲南省やタイ国内でも、この『汎アジア鉄道』に連結さ
れる路線の建設を進めており、インドシナ地域での鉄道を軸とした物流の主
導権を確立しようとする動きを強めている（図表 5 － 1 参照）。

Ⅳ 日本との関係
前記したとおり、日本との関係は極めて良好であり、ラオスはアジアでも
有数の「親日国」として位置づけられている4。1986年の「改革路線」の採
択後は、カイソン首相（当時）の訪日（1989年）を機に二国間の交流が次第
に活発となり、1999年の秋篠宮・同妃両殿下のラオス御訪問、翌2000年の小
渕総理（当時）によるラオス訪問以降は首脳間での往来が頻繁に行われてい
る。2016年も、
「東アジア首脳会議（EAS）
」がラオスを議長国として、 9
月に首都・ビエンチャンにて開催された際に、安倍首相が訪問、トンルン・
ラオス首相と会談するなど、両国間では良好な関係が維持されていることが
確認された。
こうした良好な二国間を更に維持、発展させるため、日本政府は様々な角
度から同国への支援を継続しているが、そこにはインドシナ地域の総合的な
成長へと繋げたいとする「期待」も含まれていることは想像に難くない。同
国との今後の二国間関係のあり方については、2016年秋に外務省から発表さ
れたが、
「基本認識」を含め、その内容（図表 5 － 5 参照）は無理のない、
妥当なものでとりまとめられている5。
4

1991年以降、日本はラオスにとって最大の援助国（ドナー）となっている。同国は
1965年に日本が初めて「青年海外協力隊」を派遣した国でもある。更に、ラオスは
「海」がないにもかかわらず、2007年に『国際捕鯨員会（IWC）』に加盟し、以来、日本
の捕鯨政策に対する支持を表明するなど、日本との関係は良好と言える。2014年度の援
助供与額は、有償資金協力、無償資金協力、技術協力合計で約65.2億円。
5 詳細は外務省『ラオスの持続的な発展な向けた日本・ラオス開発協力計画』（平成28
年 9 月 6 日発表）を参照
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（出所）外務省

Ⅰ．周辺国とのハード・ソフト面での連結性強化（交通インフラ整備・運営、物流関連制度整備、電源・送電網整備等）
Ⅱ．産業の多角化と競争力強化、そのための産業人材育成（教育の強化・拡充、投資環境整備及び官民対話の促進、中小企業に向け金融アクセスの
改善、産業振興、フードバリューチェーン構築等）
Ⅲ．産業・文化保全に配慮した均衡のとれた都市・地方開発を通じた格差是正（バス等公共交通手段の整備、上水道等公共基盤インフラの整備、地
方都市における持続的な観光開発、メコン河流域の環境保全、社会サービスの質改善等）
※上記三本柱の着実な実施のため、マクロ経済・財政の安定化、法の支配の推進、行政能力の向上、不発弾処理等の横断的な課題にも取り組む

3 ．協力の三本柱

■ASEAN 基準・国際基準を満たし、自然災害に対して強靭な交通網の整備により、安全・円滑なヒト・モノの流通を確保し、メコン地域の流通ハ
ブの基礎が形成される
■電源開発の促進及び電力網の整備により、産業競争力が高められ、併せて、メコン地域への電力輸出を促進し、ラオス及び周辺国の経済発展と国
内の財政強化に寄与する
■産業人材育成の環境が整備され、グリーン成長に貢献する企業の起業及び競争力の強化が図られるとともに、投資・ビジネス環境が整備され、民
間企業の活動の活性化が図られる
■安全かつ各地域色のある農産物が生産され、コールドチェーンによって新鮮・安全に内外の市場に提供される これにより、農業が産業として確
立し、農家所得が向上する
■保健・医療・教育・上下水道・電気・公共交通といった社会基盤が均衡のとれた形で整備され、グリーン成長が促進されるとともに、各地域で特
色のある文化・生活の基盤が確保される

2 ．共同計画の目指すラオスの将来像

 SEAN 経済共同体が発足し、経済統合が進む中、ASEAN 唯一の内陸国であるラオスの安定と繁栄は、ASEAN の一体性及び地域全体の平和と繁
A
栄の確保のために不可欠
ラオス政府は「第 8 次国家社会開発 5 か年計画（2016－2020）」で掲げる 3 つの要素（①経済、②社会、③環境の各分野におけるバランスのとれた
発展）の実現を通じて、2020年までの後発開発途上国（LDC）脱却を目標としている。日本は、両国間の「戦略的パートナーシップ」に基づき、
本共同計画を通し、ラオスの取組を継続的に支援する

1 ．基本認識

図表 5 － 5 「ラオスの持続的な発展に向けた日本・ラオス開発協力計画」の概要

“ASEAN 最後発国” というポジションからの脱却に向け、ラオス政府と
しても正念場を迎えようとしており、2016年 4 月の国民議会で採択された
「新 5 か年計画」で策定された各種計画を着実に実施に移していくことは至
上命題とも言える。その意味でも、長きにわたり親密な関係を維持してきた
日本の更なる支援に対するラオス側の期待は、これまでにも増して大きなも
のがあろう。我が国としては、どのような対応が可能なのか、企業関係者の
みならず、学界、金融人なども含め、より広い視野から、選択肢としての
官・民連携の拡大なども含め、サポートしていく方策を志向すべき時期に来
ているように思われる。
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4節

カンボジア～「タイプラスワン」の本命を
狙う～タイの “衛星工場” 化を加速～
Ⅰ アジアの製造工場を志向
カンボシアと聞くと、今日では、多くの人が世界遺産の「アンコール・ワ
ット」に代表されるクメール王朝時代の史跡などを思い浮かべるであろう。
しかし、その一方で、高年齢世代には、40年ほど前、狂信的な一派による自
国民に対する信じ難い虐殺が行われたという、悲惨な歴史的事実が脳裏に浮
かんでくる国でもある。当時の激しい「内戦」では、膨大な数の地雷が国中
に敷設され、それらは現在も完全に除去されていないため、同国へ新規の投
資や事業進出を検討する関係者の間では、今も『地雷の除去状況』なる一項
目をチェックリストに含めるという。こうした現実は、他の多くの新興国で
は見ることは少なく、いわば “負の遺産” を背負いながらの「国造り」を進
めざるを得ないこの国の知られざる一面と言っても良いだろう。
それでも、前記したラオス、ミャンマーなどに比べると、同じインドシナ
地域に位置する ASEAN 後発組ながら、むしろカンボジアならではの「強
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図表 5 － 6

高い潜在的労働力供給能力
カンボジア

（参考）ラオス

1,468万人

678万人

人口増加率／年（％）

1.77

1.91

生産年齢人口率（％）

63.51

60.64

15歳未満の人口率（％）

31.61

31.23

人口

（出所）ジェトロ、国連、世界銀行等のデータを基に作成

み」を活かしたアプローチがとり得ることを示している部分もある。換言す
ると、東南アジア最大の産業集積地、タイのバンコクに近いことに加え、近
年では、スマートフォンの製造などを核に、急速に “アジアの製造工場” と
しての性格を強めつつあるベトナム最大の商業都市、ホーチミンにも近接す
るという「地理的優位性」を活かした戦略であり、いわゆる「タイプラスワ
ンの本命」として結実させようとする試みとも言える。
国土が日本の約半分、18.1万平方キロメートルのカンボジアには、2014年
時点で約1,500万人と、我が国の約10分の一の人が暮らしている。人口で
は、隣国タイ（約6,700万人）
、ベトナム（約9,000万人）に比べると「小
国」となるが、若年労働者の工業分野への参入余地は高く、いわゆる「労働
集約型」の作業工程には適した条件を備えている（図表 5 － 6 参照）。

Ⅱ 賃金上昇のピッチは速くても、低廉な労働コストはなお大きな強み
日本企業のみならず、海外企業からみたカンボジアへの進出メリットとし
ては、上述したとおり、まず（タイ、中国等に比べ）「低廉な労働コスト」
があげられる。
2010年以降は、この国でもいわゆる「月間最低賃金」などは急上昇してい
るが、同時期には、タイ、中国、更にはベトナムなどでも大幅な賃金上昇が
続いており、これらの国々と比べても、カンボジアの賃金水準は、ASEAN
加盟国の中では、なお最も低いという水準にある。こうした実態からみて、
その相対的な優位性は当面、維持されるとの見方が関係者の間では支配的と
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図表 ５ － 7

インドシナ地域諸国における月額基本給の比較（単位：米ドル）
プノンペン

ビエンチャン

ヤンゴン

バンコク

（カンボジア）

（ラオス）

（ミャンマー）

（タイ）

一般工

162

179

127

348

中堅技術者

323

424

388

659

中間管理職
（課長職）

664

1,005

951

1,401

（注）月額法定最低賃金に加え、食費補助等が付加されている
（出所）ジェトロ『アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較（2016
年 6 月）』

なっている（図表 ５ － 7 参照）
。
ちなみに、アジア開発銀行（ADB）等の予測でも、今後10年ほどは、毎
年30万人程度の若者が労働市場に参入してくるとされており、労働力（非熟
練労働者）の確保に支障はないとみられている。
但し、
「労働者」といっても、農村からいきなり工場勤務となる人が大半
なため、いわゆる導入教育は不可欠となっている模様で、日系企業の多く
は、進出後、新規に採用した労働者に「研修」を実施したうえで実際の作業
工程を割り振っている6。更に、日系企業では、こうした導入教育に加え、
個人及びグループ毎の表彰制度、約 8 割の識字率の更なる向上を目指したク
メール語教室、算数・英語等を教授する日曜学校、社員向け食堂の設置な
ど、きめ細かな福利厚生策を実施し、定着率の向上を図っているのが実態と
される。
しかしながら、こうした「低廉な労働コスト」も、現実には年々、上昇し
ており、今後の動向や政府による政策的対応などについては、進出を検討し
ている企業はもとより、同国政府にとっても、早晩、対応を迫られる事態に
直面するとの見方も少なくない。因みに、2016年11月初旬に発表された最新
の賃金上昇率の決定過程からも、
「労働力の確保」に対する同国の姿勢とい
6

ある日系工場では、 3 週間にわたり「研修」（ 1 週目：仕事・給料・会社・組織・規
則とは何かの座学、 2 週目：チームワーク醸成のための集団ゲームによる訓練など、 3
週目：モノづくりの実践（ハンダ付け、組み立て等））を実施した後に配属している
第 5 章 「陸のASEAN」へ賭けるインドシナ～ラオス、カンボジア～ 133

ったものを垣間見ることが出来る。即ち、カンボジア労働職業訓練省は、同
国で縫製・製靴業に従事する労働者への2017年の「最低賃金（月額）」を、
2016年の「140ドル」から9.3％引き上げて「153ドル」とする旨、発表した
（2016年 9 月29日付省令 No.414KB/Br.K）
。2017年 1 月 1 日以降、少なくと
も国内で働く約70万人が適用対象になるという。
労働者の賃金改定などを審議する政府主導の委員会では、雇用者側、労働
組合代表らとの協議の後、当初、
「月額148ドル」と決定された金額が担当大
臣よりフン・セン首相に答申されたところ、首相自ら「 5 ドル上乗せする」
ようにとの指示により、最終的には「153ドル（但し、試用期間中は148ド
ル）
」となったことが報じられている7。最低賃金の改定は、「省令」上は縫
製・製靴業組合加盟事業所に適用されることになっているが、日系企業の場
合、現実にはその他の業種でもこの決定額に準じて給与を支払っている。
最低賃金の上昇率をみると、’12年61ドル、’13年80ドル（前年比31.1％
増）
、’14年100ド ル（25.0 ％ 増 ）
、’15年128ド ル（28.0 ％ 増 ）、’16年140ド ル
（9.4％増）と、2013年から2015年にかけては大幅な上昇となったが、直近の
2 年間についてみれば、 1 桁台の上昇に留まっている（図表 5 － 8 参照）。
今回の引き上げ幅自体は、従前と比べれば低いものになったが、’17年に
は地方選挙、翌’18年には総選挙が予定されているため、政治的な思惑が「最
低賃金」の決定にも何らかの影響を与えることを考慮しておく必要があると
の見方も少なくない。それだけに、今後も見込まれるその他の要因をも含ん
だ包括的な労働コストの上昇の動きには、意を払っていくべきであろう。
このほか、カンボジア政府は、従業員を「家族」とみなし、ストライキを
含む深刻な労働争議がほぼ皆無の日系製造業による進出を「良質な投資」と
して高く評価し、手厚いサポート体制を敷いていることでも知られてい

7

ジェトロ『通商弘報（f73312b9d2cd4556）』によると、首相が引き上げを命じたのは
今回で 3 年連続となる。ちなみに、隣国ベトナムでは、賃金評議会が政府に提出した’17
年の最低賃金案は、第 1 地域（日系企業の多いハノイ、ホーチミン近郊）で前年比7.1％
増の月額375万ドン（約170ドル）となっている
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図表 5 － 8

カンボジアにおける労働コストの推移（月額賃金）
最低賃金と上昇率の推移
最低賃金（左目盛り）

（ドル）
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（出所）ジェトロ『通商弘報（f73312b9d2cd4556）』

る8。個別のビジネス上の課題を “二国間の外交マターとして解決する” 仕
組み（＝「日本・カンボジア官民合同会議」
）は、その代表的なものといえ
よう。実際に、2009年の設置から既に10回以上の会合を重ね、総計40以上に
及ぶビジネス上の課題を解決するなど、官民一体による継続的支援が維持さ
れていることも日本企業による同国への進出に繋がっているものと思われる。
必要な労働力の供給とその確保、その対価として支払う様々なコスト面か
らみたメリットは、それらを活かす「道具立て」としての物流の大動脈、
『南部経済回廊』の全面開通（稼働）とセットで捉えることで、より大きな
強みとなって、この国の発展に寄与していくことが期待されている。

8

ジェトロの2015年10～11月の調査によると、製造業における「ひとりあたりの一般
労働者に対する年間実費負担額」（本給、諸手当、社会保障費用、残業代、賞与などの
年間合計退職金は除く）は、カンボジア2,642米ドル（調査対象18か国中15位）となっ
ており、中国（8,702ドル）、タイ（6,337ドル）、ベトナム（3,855ドル）、ラオス（2,380
ドル）、バングラデシュ（1,606ドル）等の周辺国に比し、依然として低い水準にある。
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Ⅲ 流通の動脈『南部経済回廊』と積極的な投資優遇策が支える「タイプラスワン」
同回廊は、ベトナム（ホーチミン）からカンボジアの首都、プノンペンを
経由し、タイ・バンコクまで、距離にして東京～下関間に相当する約920キ
ロを結ぶ最重要の幹線道路として稼働した。日本が中心となって整備が進め
られてきたインドシナ地域経済にとっては、今後の成長を支える切り札的な
『動脈網』でもある。この幹線道路の全面開通なくして、いわゆる「タイプ
ラスワン」戦略は機能し得ないと言っても過言ではない。換言すると、この
幹線道の全面開通は、カンボジアをして、タイとベトナムに挟まれている地
理的条件を、一気に「地の利」へと変えることを可能にするほどのインパク
トを秘めていることに他ならない。
今後の成長にとってのポイントとしては、これまで同国が受け入れて来た
分野（縫製業、製靴業など）から、いかに早く、より裾野の広い産業分野へ
進出できるかが挙げられる。即ち、2010年以降、日系メーカーの注目が高ま
るなか、既に自動車部品、電子部品、皮革製品、精密部品、化成品といった
新たな業種の進出もみられるようになってきたが、カンボジア自身が更に高
い次元の産業育成に向けた段階にキャッチアップするためには、現在、主流
となっている「組み立て工程」のみならず、鋳造・鍛造・プレス・切断・研
磨・切削など、いわゆる「モノづくり」の根幹となる工程の技術の導入と、
（ローカル人材の育成と一体となった）その取得が不可欠となろう。
ラオスと異なり、カンボジアが独自に進める「外資による投資優遇策」も
見逃すことが出来ない。同国では例えば、小売業等を含む殆どの分野で、い
わゆる「外資による100％進出」が認められているが、こうした措置は同じ
様な発展段階にある他の新興国では見ることが出来ないものであり、外資の
導入に賭けるこの国の積極的な姿勢をみることができる（図表 5 － 9 参照）。
更に、進出に際して、
「投資適格プロジェクト（Qualified Investment Project、
QIP）としての認定を受けた場合には、最長で 9 年間にわたる法人税の免
除、現地での生産に必要となる諸設備、原材料などの輸入関税及び付加価値
税の支払い免除などの恩典も用意されている。

136

図表 5 － 9

ASEAN 諸国における流通サービスの外資規制（2015年 6 月時点）
国内貨物

卸売り業

小売業

タイ

△

△

△

▲

マレーシア

△

△

▲

△

インドネシア

▲

△

▲

▲

フィリピン

△

△

▲

▲

ベトナム

△

△

▲

◯

カンボジア

◯

◯

◯

◯

ラオス

△

△

△

▲

ミャンマー

▲

▲

△

△

輸送業

倉庫業

（注）◯：原則外資100％可
△：条件付き又は業種次第で外資100％可
▲：出資制限比率等の外資規制あり
（出所）ASEAN 事務局、ジェトロなど

同国からの製・商品の輸出についても、カンボジアは国連が定める「後発
開発途上国（Least Developed Country、LDC）
」に認定されているため、
日・米・欧といった主要国へ輸出する際には、
「特別特恵関税制度」の適用
により、多くの品目が “無税” 扱いとなる点でも有利な地位にある。また、
国内では米ドルが広く流通しており、決済面、送金面でも、米ドルを利用す
る企業にとっては、為替リスクが小さいことも利点として指摘されている。

Ⅳ 残された「課題」
潜在的な発展可能性が注目される一方で、カンボジアならではの「課題、
障害」を指摘する声も少なくない。それらは、①原材料・部品の現地調達の
難しさ、②必要な人材確保の難しさ、③割高な陸上輸送費、④現地労働者と
のコミュニケーションの難しさ、⑤不明確な法律解釈・運用、⑥「経済特別
区（Special Economic Zone、SEZ）
」の管理会社の質、といった点に集約さ
れている。これらの課題は、日本企業にとっても軽視できないものであり、
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早急な改善が期待されるところであろう。
ジェトロの調査によると、例えば①の「現地調達率」の問題については、
同国に進出済みの日系企業のうち、必要な原材料・部品を現地で調達してい
る企業は全体のわずか「2.2％」に過ぎず、ASEAN 進出企業全体の平均
（47.8％）と比べると、大きく下回っている。この著しく低い比率は、カン
ボジアの次に低いラオス（18.2％）と比較するまでもなく、深刻なハンデと
なっている。
また、②の「人材」確保に絡む問題としては、特に幹部社員や技術者の採
用が進まないといった声が企業の間では絶えない。カンボジアでは、ポル・
ポト政権時代に多くの知識層が迫害されたことや、長引く内戦を嫌って海外
へ逃避したことなどから、人口構成上、20代後半から30代前半の、どの企業
にとっても「働き手」として欲する層が薄いという、いびつな姿となってい
る。このため、いわゆる「幹部候補生」の人材は慢性的に不足状態にある。
更に、
「クメール語」が公用語として使われているカンボジアでは、（米ド
ルが流通してはいても）英語は殆ど使われていない。当然、進出企業の現地
ビジネスを統括する駐在員にとっては、現地従業員、スタッフとの意思の疎
通に苦労するケースが多く、効率的な経営に大きな障害となっている。③の
「物流コスト」についても、国内での流通が小規模、零細な業者が担ってい
る現状からすると、サービスの内容などからして「割高」と感じる企業が多
いとされる。
海外展開を検討する企業の立場からすれば、こうした「本業以外の」要因
への対応を余儀なくされることでは、その地への進出も見直さざるを得ない
という結論になりかねない。それだけに、受け入れ側としては、関係当局に
よる迅速な措置はもとより、場合によっては、当該国の首相などによるトッ
プダウンといった、強力な「指導」をもって改善への途を示しいくことも必
要になろう。
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Ⅴ 日本との関係
日本とカンボジアとの関係は、江戸時代の初期にまで遡ることが出来る。
当時、既に国内には「日本人町」が形成されていたとの記録もあり、観光で
有名なアンコール・ワットには、
（いつの時代かは不明ながら）明らかに日
本人の手による “墨書” が遺されている。第二次大戦後の1953年（昭和28
年）には我が国と外交関係を樹立、’55年には当時のシアヌーク国王が国賓
として来日するなど、この時期に外交関係の礎が築かれ、現在に至ってい
る。
特に1991年の「パリ和平合意」以降、内戦の終結から戦後の復興へと導い
た日本の貢献は、今もカンボジアでは高く評価されている。国連主導による
「平和維持活動（いわゆる「PKO」
）
」に基づく人的貢献を含め、これまで積
み重ねてきた日本からの様々な支援は、同国における日本の大きな「アセッ
ト」となっている。有償・無償を併せた金額面からの支援でも、我が国は現
在も累積額でトップドナーであり続けている9。
更に、プノンペン郊外に整備された「プノンペン経済特区」や、「シアヌ
ークビル経済特区」への日本企業による投資額では、他国に比べると巨額な
ものとなっている。観光分野でも、年間20万人超の日本人がカンボジアを訪
問しており、’16年には日本からの直行便も運航されるに至り、同国でのビ
ジネスを検討する日本企業や関係者にとって利便性も向上しつつある。
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インドシナに浸透する中国の影響力
ラオス、カンボジアを含む CLMV 諸国の成長・発展にとって、中国の存
在とその影響力を無視しては語れない。例えば、今やプノンペンの人口（約
150万人）の 3 分の 1 はいわゆる華人（華僑）とされ、市内には至る所で中
9

例えば、プノンペンでは、福岡県北九州市の上下水道局の長年にわたる指導・協力
の下、衛生的な水道水が供給されているが、こうしたインフラが機能しているのは、発
展途上国では珍しい
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国語の看板が目に付くと報告されている。一方、直接、中国と国境を接する
ラオスの首都・ビエンチャン市内にも巨大な「中華街」が出現、敷地内には
100を超える中国人経営による店舗が営業しているという。その周辺にも、
広東、四川、福建、東北など、中国各地方の風味を提供するレストランなど
が数多く軒を並べ、
『まるで中国の一地方都市になったかのような印象』（米
CNN TV）と報道されるほど、その存在感を強めている。現在、ビエンチ
ャン在住の日本人は、進出企業の駐在員を中心に約600人とされるが、華
人・華僑は既に10万とも20万人ともいわれ、正確な数字は把握されていない
模様である。着実に、ラオスは中国雲南省の経済圏に包含されつつあること
がうかがえる。
ではなぜ、カンボジアとラオスで中国の影響力がこれほどまでに拡大して
いるのか、私見を畏れずに判断すれば、次のように整理できるのではないか
と思われる。
①両国からみて、中国は「歴史的脅威」ではなかったこと。即ち、ベトナ
ムやミャンマーは、過去、幾度となく中国と戦禍を交わすという歴史を
持っているのに対し、ラオス、カンボジアはその種の深刻な軋轢を経験
しておらず、
「北の大国」に対する潜在的な意識という面では、明白な
違いがあること、
②両国にとって、中国は隣国、特にベトナムを “牽制する” うえでは、
「い
ざという時」に “頼りになり得る” 存在であること、
③両国にとって、中国からの「経済援助」は、欧米主導の援助機関のよう
に「民主化の推進」や「人権の保護」といった、両国からみて “面倒な
こと” は一切言わないため、極めて “使い勝手” が良いこと、
④両国とも、欧米の民間企業などが大規模な投資を行うには、人口や経済
規模が小さすぎること、などが考えられる。
特に、最後の④は、常に「投資採算」を重視する欧米諸国やその民間ビジ
ネス関係者にとっては悩ましい課題になっているのに対し、こうしたことを
心配するこなく、国家戦略の視点から両国を含むインドシナ地域への投資を
行える中国は、結果としてこの地域への影響力を強めることに繋がっている
と思料される。
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別の見方をすれば、10年ほど前のブッシュ政権は、イラクやアフガニスタ
ンとの関係に忙殺されていたためか、
「東南アジア」にまで眼が行き届かな
ったことも中国には「幸いした」と言える。その後オバマ政権となり、漸く
「アジア回帰」を打ち出したものの、米国不在の時期に、中国はこの地域に
対し、物心両面から大きな支援を継続していたため、そうした余裕がプラス
に作用したことは明らかである。言い換えれば、多くのアジア諸国にとっ
て、突如、米国から「アジア回帰」といわれても、自分達に実際、何をして
くれるのかとの、言わば疑心暗鬼にも似た感情だけが残ったに過ぎなかった
のではないかと思われる。
カンボジアを挟む形でベトナムとタイ、更にはミャンマーとを結ぶ「南部
経済回廊」が、インドシナ地域の発展を今後の成長にとっての「糧」とする
日本にとっての “生命線” とするならば、同じインドシナ半島を、雲南省・
昆明からラオスを通り、タイ・バンコクまでを結ぶ「南北経済回廊」は、こ
の地域での影響力拡大を企図する中国にとっての “大動脈” に他ならない。
更に、中国からラオスを通り、タイまでを結ぶ鉄道についても、近く工事
が本格化するとも伝えられており、陸路と鉄路というふたつのルートを固め
ることで、この地域における自らの影響力、存在感をより強めようとする中
国の姿勢は、もはや止めることも難しいと言わざるを得ない。
「その先」には、トランプ次期米政権による “多国間自由貿易協定” 路線
からの全面撤退によって窮地に陥ったマレーシアやシンガポールなどが、早
晩、中国の南下戦略に組み込まれていくという姿が浮かび上がってくる。そ
れだけに、日本（企業）も、刻々と変わる状況を的確に踏まえながら、
思い
切ってこれまでの「インドシナ観」を抜本的に変えるくらいの意識をもちつ
つ、メコン経済の成長と対峙していくことを考えていくべきであろう10。
10

プノンペンには、市内を流れる川をまたぐかたちで、日本の支援で1963年に造られた
唯一の大きな橋、「カンボジア日本友好橋（通称・日本橋）」があるが、2014年12月、中
国は邦貨換算約33億円をもって、既存の「日本橋」と並行して二倍の車幅（片側二車
線）をもつ橋を造成した。激しくなってきたプノンペン市内の渋滞緩和のために、既存
の「日本橋」の増幅工事などではなく、新たな橋梁の建設が選択された裏には、企画段
階から最終決定、本工事へと素早い対応をアピールし続ける中国の巧妙とも言える地域
戦略が垣間見える。それはもはや日本も、これまでの「経済協力の積み重ね」に安住す
ることはできないことの裏返しであり、象徴的な光景とも言える。
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ただ、ラオスもカンボジアも「小国」故に、この地域における「大国」の
間を “巧みに” 泳ぎながら、自らのレゾン・デートルを確保、維持してきた
という歴史的事実をみれば、今後も特定の「大国」一国にだけ、その運命を
委ねることはないと思われる。であれば、日本と日本企業にも、まだまだ機
会は残されているとみることは可能である。これまで以上に、冷静に地域の
動きを見定めることが求められる所以とも言えよう。
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「結び」に代えて～インドシナ
経済の成長にみる日本の針路～
Ⅰ インドシナ地域に対する新たな perception の確立
ASEAN は人口 6 億人を擁する巨大な市場であり、タイを含むメコン地域
には2.3億人が生活している。ここにインド（12億人）、中国（13億人）を加
えれば、この地域の人口は優に30億人を超え、膨大な潜在的可能性を秘めて
いることは論を待たない。その中心となるのがメコン地域であり、今後、ま
すます注目されていくであろう。関係国をまたぐ複数の「経済回廊」を中心
とした幹線道路網が整備され、更にそれらと結ぶ「支線網」も急ピッチで張
り巡らされるのと並行して、早晩、この地域を「新たな生産拠点」として捉
える動きも本格化してくると思われる。そうした動きが順調に拡大していけ
ば、その他インフラの整備、充実と一体となる形で、メコン地域全体を包み
込む「連結性」の向上が進み、次の成長へと繋がっていくに違いない。
地政学的にみれば、南下政策を進める中国は「縦」、日本は「横」のライ
ンからの地域へのアプローチを続けていくことになろう。幾多の課題を抱え
ながらも、タイと CLMV 諸国の成長は今後も期待できるため、我が国にと
っても、この地域へのアプローチは今後、更に増すことはあっても、減るこ
とは無いと言えよう。その場合、メコン河を核とした地域の捉え方として
は、これまでのように「国」単位ではなく、
「面」として捉えていくべきで
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あろう。今後も成長が期待できるだけに、各国の注目も増していくことは容
易に想像がつく。それは、嘗ての “雁行型成長” 時代をリードし、それをあ
る種の「成功体験」として長らくアジアでの圧倒的な存在感に安住してきた
感のある日本も、今後は楽観できないということでもある。世界的に諸環境
が不透明感を増す今日、日本にとっての新たな「戦略的パートナー」とし
て、この地域を捉え直していく時期を迎えている。

Ⅱ 「価値を競う時代」への対応
AEC を貫く基本コンセプトは、ASEAN 加盟国全体の「connectivity（接
続性）
」にほかならない。換言すれば、道路網の整備や通関処理の簡素化、
諸規制の「統合（共通化）
」などに象徴される “物理的な” 接続性から更に
一歩進め、加盟国が「AEC という枠組み」そのものを、支障なく活用でき
る “制度的な” ものにしていく努力がより重要になってくるということでも
ある。EU などとは異なり、強制力に頼らない「ASEAN 統合」は、加盟国
間相互の、また、各地域間の競争力を反映した「競争の舞台」とは一線を画
した姿を辿るのではないかと思われる。
それだけに、ひとつのことを ASEAN 全体として一致して進める「時間
軸」と、各加盟国、若しくは域内各地域の実情などを考慮した「空間軸」と
いったものとのバランスを図りながら進めていく場面も増えてこよう。それ
は必然的に、企業側に従来の経営とは異なる対応を求めることとなり、域内
での事業遂行にあたっての難易度を挙げていくことにも繋がるであろう。
アジア特有の「多様性」に裏付けられた事業環境を踏まえれば、これから
の競争は「価値を競う」という段階に移らざる得ないと思料される。そこで
は、個人や個別企業ベースではなく、
『チーム』による競争を念頭に置かざ
るを得なくなるだろう。例えば、既に日本よりは遥かに成長のスピードを速
めているアジアと東京とでは、
「時間の進み方」ひとつをとっても明らかに
異なっている。そうしたスピードに応えるためには、日本企業が陥りがちな
「過去の成功体験」に基づいた判断などは、何の役にも立たない。アジアを
舞台にした競争で生き残りを賭けるのであれば、これからは「個別企業」同
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士ではなく、パートナーシップ（或いは、アライアンス）、更には “システ
ム” そのものの競争になると捉えるべきであろう。
時間軸と空間軸を考慮するということは、そのまま常に「戦略的発想」の
見直しに努めるということとも言えそうである。故に、場合によっては、マ
ネジメントとして、
「何を捨てるか」といった決断を迫られることもあり得
よう。事業環境が常に素早く変わる新興国を相手とするビジネスでは、こう
した難しい判断をすることも避けられないであろう。
2016年は、英国の EU からの離脱決定、米国ではトランプ政権の誕生とい
う、誰もが予想しなかったことが現実のものとなったということで、特筆に
値する年となった。まさに「激変の時代」到来と言っても過言ではない。世
界はいわば「海図なき航海」に船出したようなものとも言えるだけに、アジ
アもこうした世界的な変動の影響を受けていくことは想像に難くない。それ
だけに、今後は（ぶれることなく）
「何を軸にするか」といった見方が求め
られるように思われる。その場合、求められるのは単に「成否」の判断では
なく、
「より広い角度・視野」からの判断であり、それには、10カ国から構
成される ASEAN 特有の、いわゆる「多様性」といったものを理解するこ
とが避けられないであろう。

Ⅲ 「脱欧入亜」～迫りくるアジアの世紀～
歴史的とも言える政権の交代によって、米国が「内向き志向」を強めよう
としている今、世界経済のけん引役は、これまで以上に新興国の成長に頼ら
ざるを得なくなる。特に、世界の人口の約半分が集中するアジアは、今後、
更にその期待が強まるのは確実であろう。ファンダメンタルズからみて、こ
の地域の経済規模は2020年頃には欧米に比肩し得るようになり、その後も成
長を続けることが予想されている。これが現実のものとなれば、別の意味で
の「変化のスピード」もますます速まるに違いない。
北は中国から、インドシナ地域を含む東南アジアに至るまで、企業規模、
業種を問わず、既に膨大な数の日本企業がこの地域での事業展開を進めてお
り、従業員のシフト、海外子会社の地域別構成などでも、「対アジア戦略」
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が事業の柱となっている企業が急増している。ビジネスだけでなく、日本と
いう国家にとっても、この地域との結びつきが重要になってきていること
や、それにつれて実際にヒトの往来が急増していることなどを改めて見直し
てみると、もはや単なる「グローバル化」という言葉で包含するのではな
く、日本経済の淵縁がこの地域に延伸しているということで、ASEAN を捉
え直す必要があるのではないかとも思える。
上場企業の決算でも、年々、海外、特にアジアでの売り上げが拡大し、営
業利益率でみても、この地域の占める割合は増えている。ASEAN との関係
がここまで深まってくれば、その動静次第では当然、日本にも大きな影響が
及ぶようになるであろうし、それは避けられない。それだけに、企業のみな
らず、日本人自身も、アジアが直面する問題・課題を自らのものとして認識
し、解決していくよう努めることが求められよう。これからは「日本とアジ
ア」ではなく、
「アジアのなかの日本」という視線にたつべきであろう。換
言すれば、日本（企業）は、これまでのように「パートナーを選ぶ」という
立場から、ますます「選ばれる立場」になれるかどうかが問われるようにな
ると思われる。それは言わば、大いなる「意識改革」を求めるものとも言え
るが、そうした状況にあるということを理解できるかどうか、今まさに、日
本人ひとりひとりが問われている。
アジアの “最貧国” と呼ばれたラオス、カンボジアに限らず、今やどの国
も「自前の政策」を持ち、その実現に必要な条件をそれぞれ打ち出すこと
で、これまで以上に自らの存在感をアピールすることに余念がない。であれ
ば、日本（企業）は、今後、更なる成長が期待される ASEAN 市場を、自
らの能力強化に向けた「イノベーションの場」として捉え直していかねばな
らない。日本（企業）がこれを躊躇しているようでは、中国企業はもとよ
り、他の ASEAN 各国の企業が乗り出してくるであろう。従来と同じ絵を
かくようでは、日本（企業）に出番は無いとみるべきだろう。インドシナを
含む ASEAN では、今、何が起きているのか、何を求めているのか、更に、
日本（企業）は何が出来るのかを考え、そこから共に発展していける機会を
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造り出していくことをもって、初めて「アジアのなかの日本」というポジシ
ョンに近づくことになるのではないかと思われる。
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