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　 はじめに

　中小企業が市場や取引先開拓を図るための海外展開は、企業経営におけ
る重要な取組みのひとつです。
　多くの中小企業が、東南アジア各国を事業展開先として検討しますが、
近年はメコン圏のカンボジア・ラオス・ミャンマーの３カ国（CLM）展
開への関心が高まっています。
　東京商工会議所中小企業相談センターでの海外展開に関する相談におい
ても、CLM各国への展開に関する相談が増えてきており、その関心度の
高さが伺えます。
　CLM各国は、改革・解放政策の推進、輸送インフラ整備を進めて外国
資本の積極的な導入を進めていますが、実際中小企業が事業展開を行うと
なると、現地ビジネス情報の不足、基礎インフラの不整備、不明瞭な法制
度、優秀な人材確保の困難など事業展開は容易ではありません。
　そこで本書は、CLM各国へ展開を決め具体的な展開準備を始める企業
を対象に、展開に伴う様々なリスクや障害を少しでも軽減できるよう、ビ
ジネス環境の現状や展開時に留意すべき事項などを紹介するよう作成いた
しました。
　各項目は、CLM各国においてそれぞれ専門的に携わっている企業が執
筆していますが、ポイントを理解していただくことを主眼としていますの
で詳細は、各企業にお問合せくださいますようお願いいたします。
　本書が皆様の海外進出成功への一助になれば幸いです。
　最後に本書作成にあたり、ご協力いただいた企業に謝意を表します。

東 京 商 工 会 議 所
中小企業相談センター
海外展開支援担当
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カンボジア・ラオス・ミャンマー

　本書に記載の事項は、情報提供のみを目的とし、記載のデータ・意見などは東京商工会議所が審
議に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものであります。また記載された条
件などはあくまで仮定的なものであり、かかる取引に関するリスクを全て特定・示唆するのもでは
ありません。事業開始の最終判断は貴社自身で判断され、必要な場合には弁護士または会計士など
の専門家にご相談ください。
　また、本書に記述されている内容・データ・為替レートなどの各種情報は、平成27年１月31日現
点に基づいています。
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1 カンボジア・ラオス・ミャンマーの経済成長の動向
１　実質GDP成長率と１人当りGDPの推移

〈カンボジア〉
　カンボジア経済は、1994年から2008年まで、年率12.9％の高い実質GDP成長率を
持続してきました。成長の牽引役は民間消費。2009年にはリーマンショックの影響
で民間消費の寄与度が大きく低下したことから、同年の実質GDP成長率は急低下
しましたが、その後は再び高成長局面を迎えています。2010年には日系製造企業の
進出が加速しており、今後は設備投資が経済成長を牽引する期待も高まっています。
１人当りGDPは、2004年の393ドルから2013年には1,016ドルへと約2.6倍に増加して
います。
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（出所：IMF, World Economic Outlook Database）

〈ラオス〉
　2003年にセポン金銅鉱山が操業を開始したことに伴い、経済は発展軌道に乗り、
実質GDP成長率は2006年以降7.5％以上を維持し続けています。2008年下期に発生
したリーマンショックも、鉱産物・木材などの資源輸出国であるラオスにとっては、
同時期に進んだ資源価格高騰により、その影響は軽微でした。ただ、2003年以降の
鉱産物輸出の増加によって、2005年以降、対ドル為替レートが強含みで推移してお
り、繊維産業などの輸出加工業は不利な環境となっています。１人当りGDPは、
2004年の417ドルから2013年の1,490ドルへ、約3.7倍に増加しています。

第1章
経済概況
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第１章　経済概況

〈ミャンマー〉
　ミャンマー経済は、輸出の好調や投資の拡大により、2009年度以降5.0％以上の
実質GDP成長率を維持しています。2013年度のインフレ率は、食品価格の安定も
あり、一桁台で推移しています。首都ネーピードーの建設が概ね完成したことや、
2011年の総選挙後の軍事支出の抑制により、財政赤字は、2010年度の対GDP比6.0％
から2011年度には同5.5％に縮小しています。１人当りGDPは、2004年度の225ドル
から2013年度には869ドルへと約3.9倍に増加しています。
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（出所：IMF, World Economic Outlook Database）

２　産業構造
〈カンボジア〉
　カンボジアは、1994年には第１次産業が45％以上を占める農業国でしたが、その
後第１次産業が低下する一方、第２次産業が上昇しています。第２次産業の中でも、
特に「繊維、革製品、衣料」産業が大きく伸びています。2010年の実質GDPに対す
る構成比は、第１次産業27.3％、第２次産業26.6％、第３次産業39.0％となっています。
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〈ラオス〉
　ラオスは、1995年には農林業がGDPの50％以上を占める農業国でしたが、2003
年まではサービス業（第３次産業）、2003年以降は鉱業・電力を中心とする第２次
産業の発展に伴い、農林業の占める割合は急激に減少しています。ラオスの電力業
はメコン河とその支流の豊富な水力を利用した発電で、タイを中心とする周辺国に
電力を供給しています。現在も多くの水力発電所が建設中であり、今後も電力セク
ターの拡大が見込まれます。

〈ミャンマーの為替相場制の改革〉
　ミャンマーでは、公定レートと市場レートに大幅な乖離が存在する多重為替制度
が長らく続いていましたが、2014年４月、為替相場の統一に向け、管理フロート制
への移行が行われました。為替相場の完全な統一は未だ実現はしていませんが、取
引相場の乖離は顕著に縮小してきており、市場実勢を反映した為替相場への一本化
がほぼ実現しています。

３　貿易構造
〈カンボジア〉
　カンボジアの貿易収支は、ほぼ均衡している状況です。2007年、2011年および
2012年には、輸入が大幅増となったため、それぞれ24.8億ドル、61.1億ドル、153億
ドルの貿易赤字となりました。2004年以降、輸出入ともに拡大傾向にあり、2012年
には、輸出が78.0億ドル、輸入が153.0億ドルとなっています。主な輸出品は、衣類、
書籍・新聞・印刷物、履物、機械、車両で、上位２品目で輸出額の約86％を占めて
います。主な輸入品は、ニット、人造繊維、機械、鉱物性燃料、車両で、上位２品
目で輸入額の約31％、同５品目で約54％を占めています。輸入品の上位２品目は、
主要産業である繊維・衣類の材料であり、カンボジアが衣類の加工輸出国であるこ
とを示すものとなっています。主な貿易相手国は、輸出は米国、輸入はタイ、ベト
ナム、中国となっています。

輸出入の推移

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

輸出額 21.9 30.1 35.6 40.6 43.5 49.8 55.7 65.2 78.0

輸入額 20.7 25.5 29.9 65.4 44.2 39.0 48.9 126.2 153.0

貿易収支 1.1 4.7 5.8 －24.8 －0.7 10.9 6.8 －61.1 －75.0
（出所：IMF, Direction of Trade Statistics）

（単位：億ドル）
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第１章　経済概況

〈ラオス〉
　ラオスの貿易額は、1995年から2003年までは輸出が3.0～3.4億ドル、輸入が4.5～6.9
億ドルで、貿易収支は1.3～3.5億ドルの赤字で推移してきました。2003年以降は輸
出入ともに拡大しており、2012年は輸出が22.7億ドル、輸入が24.7億ドルとなって
います。2003年から2012年の間の貿易赤字は4.1億ドル以下に抑えられています。
主な輸出品は、銅精鉱・粗銅、木材製品・木炭、銅・錫・鉄・鉛鉱石、電力、主な
輸入品は石油製品、自動車、機械、電気製品となっています。主な貿易相手国は、
輸出入ともにタイが第１位となっています。

輸出入の推移

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

輸出額 3.4 5.5 8.8 9.2 10.9 10.5 17.5 21.9 22.7

輸入額 7.1 8.8 10.6 10.6 14.0 14.6 20.6 24.0 24.7

貿易収支 －3.7 －3.3 －1.8 －1.4 －3.1 －4.1 －3.1 －2.1 －2.0
（出所：IMF, Direction of Trade Statistics）

（単位：億ドル）

〈ミャンマー〉
　ミャンマーでは、外貨資金繰りが著しく悪化した1998年以降、輸入を輸出の獲得
外貨の範囲内に抑制する「輸出第一政策」が維持されています。このような中、直
接投資流入拡大などを背景とする通貨高圧力への対策もあり、輸入規制の緩和を進
めるとともに、輸出税を引下げるなど、貿易自由化が徐々に進められています。

輸出入の推移
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

輸出額 31.6 37.0 45.4 48.4 62.8 59.1 64.5 83.2 82.7
輸入額 34.6 35.8 39.1 56.0 69.8 70.8 99.5 136.9 169.1
貿易収支 －3.0 1.2 6.3 －7.6 －7.0 －11.6 －34.9 －53.8 －86.4

（出所：IMF, Direction of Trade Statistic）

（単位：億ドル）
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４　直接投資受入動向
〈カンボジア〉
　投資法が制定された1994年以降2005年までの外国直接投資認可額の合計は73億ド
ル、年間の平均認可額は約６億ドルとなっています。2005年に改正投資法、経済特
別区の設置と運営に関する政令が施行されると、2006年の投資認可額は20億ドルを
超す規模となりました。その後は大型案件の有無に左右されるものの、年間10億ド
ルを超える投資が続いています。日系企業の進出が急増した2011年の投資認可額は
50億ドルに達しています。直接投資受入国を見ると、中国が最大の投資国で、韓国、
マレーシアと続いており、この３カ国で投資累計額の約60％を占めています。投資
認可総額を業種別に見ると、観光業が全体の50％超を占めていますが、リゾート開
発やホテル建設などの大型案件の有無に左右されやすい構造となっています。
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（出所：Cambodia Development Council, Cambodia Investment Board)

外国直接投資認可額の推移

〈ラオス〉
　ラオスへの直接投資は、法制度の整備とともに、世界的な資源ブームを背景に
2000年代後半から急増しました。ラオスの直接投資受入相手国を見ると、ベトナム
が最大の投資国で、中国、タイが続いており、この３カ国で投資累計額の約80％を
占めています。業種別投資累計額の内訳を見ると、鉱業が最大、次いで発電事業と
なっており、この２業種で投資累計額の過半を占めています。ラオスは、タイやベ
トナムと長い国境を有するほか、中国とASEANを結ぶ地政学上重要な位置にあり、
内陸国でありながら、東西経済回廊などが整備されており、交通の要所として期待
されています。
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第１章　経済概況

〈ミャンマー〉
　ミャンマーは、2010年11月に総選挙を実施、民政移管が行われたことを受け、欧
米主要先進国は経済制裁を緩やかに緩和させてきました。このことを背景にミャン
マーに対する注目が高まり、投資も増えてきています。
　2013年８月末時点のミャンマーへの外国直接投資承諾累計額を国ごとに見ると、
中国が最大の投資国で、タイ、香港と続いており、この３カ国で投資承諾累計額の
約90％を占めています。産業別に見ると、電力44％、石油ガス33％と上位２業種で
77％を占めています。ミャンマー政府は、外国直接投資の誘致を図るべく経済特区
（SEZ）の開発を急いでいます。一方、電力不足により、停電が恒常化していると
いったインフラに関する問題などもあります。

お問い合わせ先

国際協力銀行　産業ファイナンス部門
中堅・中小企業担当：会田　 電 話 　03-5218-3579
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（出所：ラオス計画投資省）

外国直接投資認可額の推移
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1 ３カ国の主要税目

１　所得課税の原則的な考え方
　所得を課税標準とする税制においては、一般的に納税義務者を居住者と非居住者
に区分したうえで、課税所得の範囲を定めています。納税義務者が法人の場合には
居住法人（内国法人）と非居住法人（外国法人）に区分しますが、個人の場合も法
人の場合も考え方は同じです。
　居住者または居住法人に対しては、所得の源泉地に関係なく全世界所得に対し課
税を行います。一方、非居住者または非居住法人に対しては、その国の国内源泉所
得に対してのみ課税します。日本およびカンボジア、ラオス、ミャンマーを含む諸
外国においても、原則的な考え方は同じですが、投資インセンティブを目的とした
バリエーションがあります。
　非居住者（非居住法人）の国内源泉所得で、配当・利子・使用料については、源
泉徴収税で処理されます。非居住者による事業所得については、支店などの恒久的
施設（Permanent Establishment略してPE）の有無により判断され、PEがない場
合には国内源泉所得であっても課税されないのが国際課税の原則的なルールです。

３カ国の主要税目の概要
日本の税目 カンボジア ラオス ミャンマー

法人税

法人所得税
居住法人　　　　　20％
非居住法人　　　　20％
ミニマム税

年間収益×１％

プロフィット税
居住法人　　　　　24％
非居住法人　　　　24％
中小企業・個人事業
年間収益×３～７％

法人所得税
居住法人　　　　　25％
非居住法人　　　　35％
（外国法人支店）

所得税

個人所得税（給与）
居住者
０％～20％の累進税率
非居住者……………20％

個人所得税（給与）
０％～24％の累進税率

（居住・非居住の定義なし）

個人所得税（給与）
居住者
０％～25％の累進税率
非居住者……………35％

消費税
付加価値税
標準税率　　　　　10％
輸出　　　　　　　０％

付加価値税
標準税率　　　　　10％
輸出　　　　　　　０％

商業税
標準税率　　　　　５％
輸出（一部除く）　０％

第2章
投資環境

所得課税に関する原則的な考え方
納税者区分 課税対象範囲

居住者（居住法人） 全世界所得に課税
非居住者（非居住法人） 国内源泉所得に課税
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第２章　投資環境

２　法人税
（１）カンボジア
　カンボジアの法人の所得に対する課税は、プロフィット税（Tax on Profit）お
よびミニマム税（Minimum Tax）の２つで行われます。
　プロフィット税は、キャピタルゲイン利息、ロイヤルティー、賃貸料の受動所得
を含む課税所得に対して課されます。居住法人については、全世界所得が課税の対
象となり、非居住法人についてはカンボジア国内源泉所得が対象となります。
　居住法人とは、カンボジア国内で組織されている、もしくは管理されている、ま
たはカンボジア国内に主たる営業所を持つ企業を指します。
　非居住法人のうち、支店などカンボジア国内に恒久的施設を有する法人に対して
もプロフィット税が課税されますが、税率は居住法人と同じく20％です。
　非居住法人がカンボジア源泉所得として受け取る配当、利子、使用料については
14％の源泉税が徴収されます。
　ミニマム税は、付加価値税（VAT）を除く全ての税金を含む総売り上げに対して１％
の税率で課されます。プロフィット税とは別の税金ですが、プロフィット税の納付税
額がミニマム税を上回る場合には、納税者にはミニマム税の納税義務はありません。

（２）ラオス
　法人に課される主な税金として、我が国の法人税に相当するプロフィット税があ
ります。税率は居住法人、非居住法人（支店）とも標準税率は24％です。
　非居住法人がラオス源泉所得として受取る配当、利子については10％、使用料に
ついては５％の源泉税が徴収されます。
　なお、プロフィット税の課税対象期間は暦年です。なお、ラオス国内において利
益を創出する法人のみならず、ラオス国民および居住者である外国人に帰属する個
人事業から得られる所得も課税対象となるため留意が必要です。
　ラオス証券取引所に登録している企業は登録日から４年間、税率が５％軽減され
ます。また、タバコの製造、輸入、供給を事業とする法人の税率は26％です。

（３）ミャンマー
　ミャンマーの所得税では、法人の所得、個人の所得のいずれについても同一の法
律である所得税法（Income Tax Law）に定められています。所得は、①給与所得
②専門所得③事業所得④不動産所得⑤キャピタルゲイン所得⑥非公開所得⑦その他
の所得に区分されています。
　この中で、法人の事業所得に関する課税は、次頁の表の扱いとなっています。
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　特徴的なポイントとしては、外国投資法に基づいて設立された居住法人について
は、居住法人であるけれども全世界所得課税とはせずに、課税範囲をミャンマー国
内源泉所得に限定していることが挙げられます。
　「支店」、「駐在員事務所」などは日本本社の法人格の一部になりますので、税法
上の区分としては「非居住法人」の扱いになります。非居住法人については、その
国の国内源泉所得のみに課税対象が限定されています。

３　付加価値税（VAT）
　日本の消費税は、国内における物品の販売およびサービスの提供、物品の輸入に
対し幅広く課税が行われる税制ですが、諸外国では一般に付加価値税（Value 
Added Tax：VAT）と呼ばれています。日本以外の諸外国では、インボイス方式
が採用されており、正式なタックス・インボイスを入手しなければ仕入控除ができ
ない仕組みになっています。カンボジア、ラオスの付加価値税ではすでにインボイ
ス方式が採用されていますので留意が必要です。

（１）カンボジア
　課税対象物を供給している居住納税者は、付加価値税（VAT）の事業者登録を
しなければなりません。課税対象物品の供給には、カンボジア国内の課税対象者に
よる物品の供給またはサービスの提供が含まれます。付加価値税の標準税率は10％
です。旅客の国際輸送ならびにかかる輸送に関連する物品サービスを含む物品およ
びサービスの輸出には、０％の税率が適用されます。０％の税率は、裾野産業の企
業、ならびに輸出業者に特定の物品サービスを供給する下請業者にも適用されます。
なお、税法上規定された一定の物品供給は、非課税です。

ミャンマーの法人の事業所得に対する課税

居住区分 課税範囲 税率

居住法人 
（現地法人）

外国投資法に基づいて設立さ
れた会社 ミャンマー国内源泉所得 25％

上記以外の会社 全世界所得 25％

非居住法人 （支店、駐在員事務所など） ミャンマー国内源泉所得 35％
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（２）ラオス
　付加価値税は、サービスを含めて、国内向け生産および流通の各段階において加
えられた価値に対して課税されます。ラオスにおいては、事業売上税（Business 
Turnover Tax: BTT）の後継として2009年１月１日より導入されており、付加価
値税率は、一部の例外を除いて10％です。
　ラオス国内の年間収益が４億キープ以上の事業者および任意で登録した事業者が
納税者となります。その他にも、ラオス国内へ商品・サービスの輸入を行う事業者
と、ラオスに拠点はないがラオス国内へ商品・サービスを提供する事業者も納税対
象となります。

（３）ミャンマー
　ミャンマーには、付加価値税に近い性格の税金として、商業税（Commercial 
Tax）があります。商業税は、商品の販売やサービスの提供に対して課される税金
です。ミャンマー国内での販売・サービス取引に対して幅広く課税されます。年間
売り上げが1,500万チャットを超える事業者が課税対象となります。
　取引される品目に応じて商業税の税率が異なる場合がありますが、一般的には
５％の税率が適用されます。酒・タバコなどの一部の奢侈品や、石油・天然ガスな
どの天然資源には高率の商業税が課されます。諸外国では、輸出商品について、付
加価値税の免税あるいは０％税率が適用されますが、ミャンマーの商業税において
は、石油や天然ガス、チーク材、ハードウッド材、ヒスイや希少な宝石を輸出する
場合には、輸出に際しても商業税が課せられます。
　商業税の課税対象となる活動を行う全ての事業者は、商業税の登録を行わなけれ
ばなりません。事業開始の１か月前までに内国歳入局に登録申請を行い、さらに、
事業開始の10日前までに、事業開始日を通知する必要があります。

４　給与所得に対する個人所得税
　上述のとおり、所得税においては、納税義務者を居住者と非居住者に区分したう
えで、課税範囲を定めます。個人所得税においては、その所得の分類ごとに考え方
が変わってきますが、ここでは給与所得のみを対象として説明します。

短期滞在者免税
　３カ国と日本との間では租税条約が締結されていませんが、OECDモデル条約あ
るいは国連モデル条約においては、給与所得の課税については所得の源泉地で課税
することを原則とした上で、下記の３つの要件を満たすときは、居住地国のみで課
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税することを規定しています。日本本社の従業員が、新興国に出張するケースを想
定すると、以下の３要件をすべて満たす場合には、日本のみで課税され、新興国で
は課税の必要はないとされます。
　①　12カ月の期間において新興国に滞在する期間が183日を超えない
　②　 新興国の居住者でない雇用者（例えば、日本の親会社）から給与が支払われ

ること
　③　新興国の恒久的施設が負担するものではないこと
　以上が給与所得に関する国際的なルールですが、３カ国と日本の間では租税条約
が締結されていませんので、各国の所得税法の規定による居住者、非居住者の定義
規定を参照する必要があります。

（１）カンボジア
　カンボジアについては国内法において上記と同様の短期滞在者免税の規定があり
ますので、要件を満たす場合には免税の扱いとなります。「年間182日を超えて国内
に滞在する外国人」が居住者とされ、全世界所得について０％～20％の累進税率で
課税されます。
　非居住者については国内源泉所得について一律20％の税率で課税されます。
　また、給与以外の各種フリンジベネフィットに対しては付加給付として課税がさ
れますが、これについては20％の税率で課税されます。

（２）ラオス
　国内法において、居住者、非居住者に関する定義規定がなく、月所得が100万キー
プ（約14,000円）を超える場合には、０％～24％の累進税率により所得税が課せら
れるとなっています。
　ミャンマー、ラオスについては国内法において短期滞在者免税の規定がありませ
んので、短期間の出張者について法律上は課税が行われる可能性があります。なお、
ミャンマー、ラオスともタイとの間ですでに租税条約を締結済みですが、これらの
租税条約ではOECDや国連のモデル条約と同様の規定が行われています。

（３）ミャンマー
　居住者の定義は「課税年度（４月１日～３月31日）中に183日以上国内に滞在す
る外国人」とされており、全世界所得について０％～25％の累進税率で課税されま
す。非居住者については、国内源泉所得について一律35％で課税されます。
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2 投資に対するリターンと外貨送金規制
１　源泉税と日本での課税
　諸外国に対し直接投資による現地法人を設立した場合、日本本社への利益回収の
方法としては、配当、利子、使用料（ロイヤルティー）があります。日本本社が収
受する配当所得、利子所得、使用料所得の各種所得に対しては、①源泉地国である
諸外国の税制②居住地国である日本の税制③諸外国と日本との間で締結された租税
条約に基づき、それぞれの国で課税が行われます。
　現在のところ、カンボジア、ラオス、ミャンマーの３カ国と日本との間では租税
条約が締結されておりませんので、３カ国から日本への送金については、各国の国
内税法に基づいて源泉徴収税が課されます。各国の源泉所得税率は、表のとおりで
すが、配当、利子、使用料以外についても、源泉税が課される取引があります。

各国の国内法による源泉所得税率（非居住者向け）

種　類 項　目 カンボジア ラオス ミャンマー

源泉所得税

配　当 14％ 10％ ―

利　子 14％ 10％ 15％

使用料 14％  5％ 20％

　日本においては、2009年度税制改正により、「外国子会社配当益金不算入制度」
が採用され、日本法人の持株割合が25％以上で、保有期間が６カ月以上の外国法人
からの配当所得については課税されません。ただし、配当所得のうち５％部分はみ
なし経費として、法人税の計算上加算されることになります。
　利子、使用料については、表の税率に基づいて、源泉所得税が課税されます。利
子所得、使用料所得については、日本法人の所得として法人税が課税されますが、
外国で支払った源泉所得税については、外国税額控除制度により、法人税額から控
除することができます。

２　外貨送金規制
（１）カンボジア
　1997年制定の外国為替管理法、2003年改正の投資法ともに、外為取引の原則自由
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を定めており、カンボジアは外為取引については高度に自由化されています。国内
における外貨保有・取引も自由とされており、現金の90％以上は米ドル、預金の
100％近くが外貨建てとなっています。
　ただし、海外送金についてはカンボジアで営業する公認銀行を通じて行わなけれ
ばならないと定められています。また、10万ドル以上の送金については、カンボジ
ア中央銀行への届出義務があります。居住者・非居住者が１万ドルを超える現金を
持ち込み、持ち出す場合には、税関への申告が必要です。なお、マネーロンダリン
グ規制が存在し、特に公認銀行において厳格に適用されています
　改正投資法第11条により、以下の海外送金は承認されています。
　①　輸入に関する支払、ならびに国際融資における元本および利子の支払
　②　ロイヤルティーおよび管理手数料の支払
　③　利益の送金
　④　撤退の際における投下資本の本国送金

（２）ラオス
　個人および法人の外国投資家は、ラオス国内に設立された銀行経由で、配当や稼
得した利益を母国あるいは第三国に送金することが認められています。銀行口座を
有していれば、１億キープ（約140万円）未満の送金の場合、書類などは不要とさ
れています。
　１億キープ以上の送金をする場合には中央銀行に認可が必要とされています。

（３）ミャンマー
　2012年８月に施行された外為管理法では、資本取引については事前認可が必要と
されますが、経常取引については、原則として自由とされています。しかしながら、
資本取引と経常取引の区分が明確でなく、実務上は各取引について民間銀行に確認
しながら送金処理を行っています。
　配当については、ミャンマー投資委員会（MIC）承認会社の場合、毎年度決算時
の法人税の納付証明を添付した上で、MICの事前認可が取得できれば、外資送金が
可能となります。
　利子、使用料については、源泉所得税を納付したうえで、送金が可能とされてい
ます。
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3 投資奨励の状況と優遇税制
１　カンボジア
投資奨励の状況
　カンボジアの外国直接投資に関する法制度は、投資制限ではなく、自由で積極的
な投資を奨励することを目的として制定されています。土地・不動産所有の取得に
関する制限を除き、外国投資のみを制限・規制している業種・分野はありません。
内資・外資を問わず「民間企業による投資が禁止」されている事業（例：向精神薬
および非合法薬の製造加工）がネガティブ・リストとして公表されていますが、多
くの事業分野で外資100％出資が可能とされています。

優遇措置
　最終登録証明書を取得した投資家に対して種々の優遇措置が与えられています。
2003年の「改正投資法」は投資プロジェクトの自動認可制度を採用しており、投資
プロジェクトが上記の制限リストに含まれるか、国家の利益や環境に影響を与える
ものでない限り、投資申請が開発評議会（CDC）や州・特別市投資小委員会（PMIS）
により受領されてから31労働日以内にライセンス認可手続きが終了しなければなら
ないと規定されています。投資ライセンス、すなわち投資許可は投資家または投資
企業に対して発行されるのではなく、投資プロジェクトを対象に発効されます。投
資ライセンスを取得したプロジェクトは「適格投資プロジェクト（QIP）」と呼ば
れます。経済特別区（SEZ）外への投資であっても、QIPの認定を得ることにより、
法人税などの優遇措置を受けることが可能になります。

投資優遇措置
　QIPに付与される主な投資優遇措置は以下のとおりです。

法人税
１または２
選択

１．タックスホリデイ  始動期間＋３年間＋優先期間（最長３年間）＝最長９年間免税

２．特別償却 製造・加工工程において使用される新品または中古の有形固定資産価格
の40％にあたる特別償却制度

輸入関税
輸出加工QIP 原材料、建設資材、生産設備は輸入税免税
国内市場QIP 建設資材、生産設備は輸入税免税

付加価値税
（税率10％）

経済特区内入居輸出加工企業：輸入時のVAT支払いの免税が適用
経済特区外：QIP類型によるが、輸入時に10％支払い、別途還付手続き

なお、「すべての商業活動、輸入、輸出、卸、小売、免税店」など、優遇措置非適格プロジェクトがリストとして
公表されています。
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２　ラオス
　ラオスにおける外国投資は、主に企業法と投資奨励法および投資奨励法施行令に
より規定されています。投資奨励法および投資奨励法施行令には外国投資を促進す
るための優遇措置等が規定されています。

投資奨励分野および規制業種
　投資奨励法は、広く投資を奨励することを目的に規定されていますが、投資が特
に推奨される分野として、教育、医療分野が挙げられます。逆に投資を奨励しない
分野として、短期的にあるいは長期的に国家の安全保障に関わる分野、自然環境に
悪影響を与える事業、公衆衛生や国民文化に害を与える事業は、いわゆるネガティ
ブ・リストとして規制されています。

投資優遇税制
　開発の遅れた地域への投資を促進するために、ラオス全国をインフラ整備状況と
投資事業奨励レベルにより９つに区分し、各区分に応じたプロフィット税（我が国
の法人税に相当）の免除期間を以下のとおり設けています。また、プロフィット税
以外の優遇税制として、原料輸入時の関税免除、機械類・車両の輸入関税の免除、
欠損金の３年間の繰越などがあります。

プロフィット税の免除期間

地域区分
投資事業の奨励レベル

１（高） ２（中） ３（低）

Ⅰ．インフラが未整備な山岳地域など 10年 ６年 ４年

Ⅱ．部分的にインフラ整備がある地域 ６年 ４年 ２年

Ⅲ．インフラ整備が進んでいる地域 ４年 ２年 １年
※�病院、幼稚園、小中高、職業訓練校、大学、研究所への投資はプロフィット税の免除期間が
５年延長される。

経済特区（SEZ）
　現在、ラオスには10か所程度の経済特区（SEZ）があり、経済特区（SEZ）では、
それぞれの優遇措置が適用されます。主なものはプロフィット税、付加価値税、関
税などの減免です。
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３　ミャンマー
会社法と外国投資法
　外国資本進出にあたっては、会社法および外国投資法の適用を受けることになり
ます。会社法は、ミャンマーの会社制度の基本を定める法律であり、外国投資法が
進出するにあたっての規制や優遇措置を定める法律です。
　外国企業がミャンマーへ進出するにあたっては、以下の２通りの進出方法があり
ます。
　①　会社法のみに基づく進出
　②　会社法＋外国投資法に基づく進出
　外国企業がミャンマーに進出するにあたっては、必ずしも外国投資法の適用を受
けることが義務付けられているわけではありませんが、長期の土地使用が可能とな
ること、所得税法上の取扱いなどが有利になります。
　一方において、外国投資法の適用を受けると現地労働者の雇用義務などの一定の
義務も生じるため、事業内容や規模などを鑑みて判断することになります。

外国投資規制の概要
　国営企業法や外国投資法、外国投資法に関する通達により外国資本に対する規制
が定められています。外国投資法に関する通達には、①外国企業が行うことが禁止
されている経済活動②ミャンマー国民との合弁事業の形態でのみ認められる経済活
動③管轄省庁の推挙やその他の特定条件を満たすことが必要となる経済活動④環境
影響評価の提出が必要な経済活動が規定されています。

外国投資法適用による優遇税制
　事業開始から５年間法人所得税が免税されます。これに加え、国家に利益がある
と認められた場合には、免税または減税を相当期間延長されることがあります。
　さらに、ミャンマー投資委員会（MIC）の判断により、以下の優遇税制が与えら
れます。
　①　１年以内に再投資される場合の法人所得税減免
　②　機械設備、建物などの加速度償却
　③　輸出により得た利益に対する法人所得税の50%減免
　④　 外国人従業員の個人所得税の支払税率について、ミャンマー国民と同税率を適用
　⑤　 研究開発費のうち、ミャンマー国内において実際に必要で、実際に使用して
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いるものの課税所得からの控除
　⑥　免税措置経過後２年以内に発生した税務上の欠損金を３年間繰越可能
　⑦　 工場などの建設期間中に使用される機械、設備などの輸入関税、その他国内

諸税の減免
　⑧　 工場などの建設終了後、事業開始から３年間の原材料の輸入関税、その他国

内諸税の減免
　⑨　 投資委員会の許可を得て事業を拡張する場合に、拡張される事業に使用され

る機械、設備などの輸入関税、その他国内諸税の減免
　⑩　輸出用に生産される製品についての商業税の減免

経済特区法適用による優遇税制
　ミャンマーでは、外国資本を誘致し経済開発を促進することを目的として、 2011
年に経済特区が制定されました。2014年１月には経済特区法が改正され、優遇税制
や土地のリース期間の延長などの投資家に対する恩典が拡大されました。経済特区
には、輸出を主とする製造業を対象としたフリーゾーン、ミャンマー国内市場向け
や経済特区内向け事業を行うプロモーションゾーン、その他のゾーンに分けられま
す。各ゾーンにて投資家が受けられる優遇税制は以下の表の通りです。

フリーゾーン プロモーションゾーン

法
人
所
得
税

法人所得税の免税 事業開始日から７年間 事業開始日から５年間

法人所得税の50%減税
・免税期間後５年間について、50％減税
・ 50％の減免期間後、１年内に再投資される利益について、５年間の

50％減税

欠損金の繰越控除 損失が発生した年度から５年間について、欠損金の繰越が可能

輸出から得た所得の免税 免税

商業税（付加価値税） 免税
・ 経済特区法に規定する期間につき免税
・製品の輸出は免税

関
税

原材料などの輸入 免税 ―（※）

建設資材・設備等の輸入 免税
・当初５年間免税
・ その後の５年間について50％減税

（※）�製品・半製品が国外またはフリーゾーンに輸出された場合には、原材料などの輸入時に課された関税の還付を申請すること
ができます。
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お問い合わせ先

新日本有限責任監査法人　新興国コンサルティング室　事務局

電 話 　03-3503-1844
Email 　Emerging@jp.ey.com
U R L 　www.shinnihon.or.jp/services/emerging-markets/index.html

新興国コンサルティング室のご紹介
　新興国コンサルティング室は、ミャンマー、カンボジア、ラオ
スを含むASEAN諸国、中国、インド、ブラジルなど新興国に特化
した多彩な専門家と国別デスクから構成されています。現地の最
新動向を把握し新興国での事業展開をサポートします。

メールマガジンのご登録はこちら
U R L 　www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/mail-magazine/index.html

コラム 乾季の朝晩は寒い
　皆さんはラオスの乾季の朝晩が寒いことはご存じでしょうか？
　ラオスには大きく分けて暑季（３～５月）、雨季（６～10月）、乾季（11～２月）
があります。
　ヴィエンチャンの気温は、最も暑い時期の３～４月で38℃くらいまで上がります
が、最も寒い時期である12～１月には最低気温が13℃前後まで下がります（ただし、
日中は30℃近くまで上がります）。また、北部の高地では夜間に０℃まで下がること
もあります。乾季の朝晩はフリースを着ていても寒いくらいです。東南アジアだから
暑いと思って油断していると風邪をひいてしまうので注意が必要です。

コラム 中古車急増で交通渋滞が深刻化
　2011年９月発布された中古車輸入規制緩和策により日本からの中古車が急増し、
ミャンマー最大都市ヤンゴンは車洪水に悩まされています。頻発する交通渋滞は経済
活動を阻害し製造業やサービス業のコスト増を招くことから海外からの投資にも悪影
響が心配されます。ヤンゴン市政府は渋滞解消のため、交通量の多い交差点に高架橋
を建設するなどの対策に乗り出しています。また、現地紙の報ずるところでは政府は
新たに２台以上の車を保有する世帯への課税を強化するという案を検討しているよう
です。インフラ整備や税コストの動向など、今後の動きが注目されます。
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　現在、アジア諸国においても各国でそれぞれの労働法制度が整備されており、そ
の他の法令と共に、法制度は日々更新・改善されています。
　また、各国の法制度は、その国の発展経緯によって、それぞれの特徴を有してい
ます。ここでは、進出企業にとって関係の深いテーマである労働法制度について、
ご紹介します。

1 共通事項
１　雇用契約書、就業規則の作成
　いずれの国においても、労働者との間で「雇用契約」を書面で締結しておくべきです。
　必要な書式は各国で違いがありますが、例えばミャンマーの場合、「雇用及び技
能開発法」で、次のような事項を雇用契約書に記載することが求められています。
　「業務内容、試用期間、賃金、就業場所、雇用期間、労働時間、休日・休暇、残業、
諸手当、社会保障、契約解除に関する事項（懲戒事由）等」
　このような雇用契約書で社内規則を全て記載することは不可能であることから、
予め詳細な「就業規則」を作成し、労働者に配布しておくことは、非常に重要です。
また、カンボジア、ラオス、ミャンマーにおいては、就業規則を作成する場合、担
当の労働当局への届出や承認が必要です。詳細については、各国についての専門家
に相談の上、整備しておくことをお勧めします。

２　雇用期間について
　基本的に各国で共通の問題として、雇用契約の期間をどのように設定するのか？
という問題があります。例えば、日本において一般的であるように「期間を定めな
い契約（＝無固定期間雇用契約、無期間雇用契約）」とすることも可能ですが、多
くの現地法人（現地工場）では「期間の定めのある契約」とすることを選択して、
具体的な契約期間を「１年」または「２年」程度に設定することが通常といえます。
雇用契約書において「試用期間」を設定することと同時に、このような期間を設定
した雇用契約とすることで、現地において必要とする能力を有した労働者を選定し、
かつ確保することに努めてください。

第3章
法務事情
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2 解雇制度について
　基本的にいずれの国においても、雇用契約を締結した後に、例えば、就業規則に
定めた懲戒事由のうち重大な事項に労働者が違反した場合や、労働者側に重大な過
失があった場合（犯罪行為など）には、会社側から当該雇用契約を解除することが
できます。
　もっとも、そのような正当事由が存在しない場合に、会社側の一方的な判断で雇
用契約を解除すること（＝会社都合による解雇）は、多くの国で禁止されています。
（例えば日本法では、「労働契約法」第16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとし
て、無効とする。」と、「解雇権濫用禁止の法理」を定めています。）
　以下では、このような法制度がアジア諸国においてどのように取り扱われている
かを簡単に比較してみます。

（１）�シンガポール：雇用契約を解除することについて、正当事由は不要であり、
「事前の解雇通知又はこれに代わる解雇手当の支払い」によって、会社都合
による解雇が可能です。

（２）�タイ：原則として正当事由および事前の解雇通知が必要です。もっとも、「労
働者の勤務期間に応じた一定額の補償金を支払うことで、会社都合による解
雇も可能」とされています。

　　　�　補償金額は、「勤務期間120日以上１年未満：最終賃金の30日分」、「１年以
上３年未満：同90日分」、「３年以上６年未満：同180日分」、「６年以上10年
未満：同240日分」、「10年以上：同300日分」です。

　　　�　これに対し、「不当な解雇」と裁判所によって判断された場合は、別途に
損害賠償義務が命じられる可能性もあるので、注意が必要です。

（３）�ベトナム：解雇事由が限定されており、かつ、そのような正当事由がある場
合であっても、事前の通知や、解雇補償金の支払いが必要です。会社都合に
よる解雇を相当に制限しています。

（４）�インドネシア：解雇事由が限定されており、かつ、そのような正当事由があ
る場合であっても、事前の通知、労使紛争解決機関の決定、解雇補償金の支
払いが必要です。会社都合による解雇を厳しく制限しています。
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　ここまでで、アジア諸国でも、各国の政治体制や、法制度の発展した経緯などに
よって、解雇法制にも相当の違いがあることが分かります。カンボジア、ラオス、
ミャンマーについては、次のとおりです。
（５）�カンボジア：期間の定めのある雇用契約について、会社側から契約を解除す

るには、正当事由が必要です。また、正当な理由なく、会社都合によって雇
用契約を解除する場合、労働者は、「少なくとも契約終了までに受け取るは
ずの報酬に等しい額」を受け取ることができます（カンボジア「労働法」73
条３項）。

　　　�　なお、期間の定めのない雇用契約についても、これを会社側から解除する
には、原則として正当事由および事前通知が必要であり、会社側が契約解除
を望む場合、事前通告に代わる補償、損害賠償をする必要があります（同法
89条、91条）。

（６）�ラオス：会社側から雇用契約を解除するには、正当事由が必要です。また、
会社が正当な理由なく雇用契約を終了させた場合、労働者は、「以前の職務
への復帰や、他の適切な業務への就業を要求する権利」があり、また、会社
は、「当該労働者の勤務期間に応じた補償金」を支払う必要があります。

　　　�　補償金額は、「勤務期間３年未満：１か月の賃金の15％相当額」、「３年以上：
同20％相当額」です（ラオス「労働法」29条、33条）。

（７）�ミャンマー：労働者管理局の就業規則サンプルでは、会社からの一方的な雇
用契約の解除について、「30日前の通知」と、「当該労働者の勤務期間に応じ
た補償金」の支払いが求められています。

　　　�　補償金額は、「勤務期間３か月以上１年未満：１か月の賃金相当額」、「１
年以上３年未満：同２か月分」、「３年以上：同４か月分」です。

　以上のとおり、各国によって具体的な規制内容は異なりますが、特にカンボジア、
ラオス、ミャンマーの実情としては、これらの国々では「現時点では、労働者の確
保・定着の方が重要であり、労働者の人員調整をする段階には至っていない」とい
えます。
　しかしながら、今後、いずれの国においても経済発展に伴って、労働者保護が強
化される傾向にあります。そのため、将来に人員調整をすることがあり得ることを
想定すると、予め「期間の定めのある雇用契約としておいた上で、『次の契約期間
満了時点では更新しないこと』を通知し、契約期間の満了でもって契約を終了させ
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ること」ができるようにしておくことが、原則的な対応になると考えられます。
　また、やむを得ず、会社側の都合によって雇用契約を解除することを望む場合も、
「当該労働者に対し、相応の経済補償を行った上で、個別合意によって雇用契約を
解除すること」をお勧めします。
　いずれにせよ、各国の労働法制は、経済発展に応じて頻繁に改正などが行われる
ことから、具体的な対応については、各国についての専門家に相談の上で、対応す
べきです。
� （加藤文人　弁護士法人三宅法律事務所　弁護士）

日本弁護士連合会中小企業海外展開支援弁護士紹介制度

　中小企業の海外への事業展開を経験豊富な担当弁護士が支援します。詳しく
は、東京商工会議所または日本弁護士連合会国際課までお問い合わせください。

連絡先：日本弁護士連合会国際課　　　　���　　　 電 話 ：03-3580-9741
　　　　東京商工会議所中小企業相談センター　　 電 話 ：03-3283-7700�
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1 インドシナ半島全般の物流事情
　ここ数年、大きな注目を集めているASEAN地域。特にインドシナ半島の国々は
将来的にも大きなポテンシャルを持った地域として世界各国がその動向を注視して
います。
　今や自動車産業の一大集積地として大きな発展を遂げたタイ、中国に代わる新た
な生産拠点として数多くの日系メーカーが進出しているベトナムに加え、最近では
より安価な労働力を求め新興国であるカンボジア、ラオス、ミャンマーへ進出する
企業も増加しています。
　今後、ASEAN経済共同体（AEC）の発足により、域内の関税撤廃や制度の統一
化が進められ、貿易の活性化と利便性の向上が更に加速していくことが予想されま
す。
　進出企業がそれらの国々で成功するためには、現地の地理（周辺国との関係も含
め）、物流事情、物流コストや複雑かつ煩雑な通関制度を前もって把握し、日々変
化していく各種制度に柔軟に対応し、その企業に合った物流網を早期に構築するこ
とが重要なカギとなってきます。
　然しながら、それらについての正確な情報を入手することは容易なことではあり
ません。
　まずは、現地の物流事情に精通した日系物流会社へ相談し、綿密な準備を進めて
いくことをお勧めします。

１　航空輸送網
　東南アジアにおいては、シンガポール、バンコク（タイ）、ホーチミン（ベトナム）、
クアラルンプール（マレーシア）の空港をハブとして世界各国との航空輸送ネット
ワークが構築されています。
　域内は小型機材で輸送、ハブ空港で貨物の積替えが行われ、域外各国との輸送は
大型機材にて行われるのが一般的な輸送方法となっています。

第4章
物流事情
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２　海上輸送網
　東南アジアにおいては、シンガポール港、レムチャバン港（タイ）、ホーチミン
港（ベトナム）、マニラ港（フィリピン）、タンジュンプリオク港（インドネシア）
をハブとして世界各国との海上輸送ネットワークが構築されています（※現在は、
シンガポール港が南アジアにおける最大のハブ港となっています）。
　ヤンゴン港（ミャンマー）、プノンペン港/シアヌークビル港（カンボジア）は河
川港であり水深が浅く大型船舶の入港が制限されるため、域内のシンガポール港や
ポートケラン港とはバージ船やフィーダー船で輸送、それらハブ港で貨物の積替え
が行われ、域外各国との輸送は大型船舶にて行われるのが一般的な輸送方法となっ
ています。

ベトナム

タイ

マレーシア

シンガポール

ハイフォン

レムチャバン

ホーチミン

シンガポール

ポートケラン
クアラルンプール

タンジュン・プリオクジャカルタ

ダナン

シアヌークビル

海上主要航路

フィーダー航路

中華人民共和国

ラオス

ミャンマー

ビエンチャン

ヤンゴン

バンコク

カンボジア

ブルネイ・
ダルサラーム

マレーシア

フィリピン

マニラ

インドネシア
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３　陸送輸送網（クロスボーダー）
　インドシナ半島において、ODAによる資金援助など日本政府の積極的関与によ
り、大メコン圏プログラムが進められ、各国の主要都市を結ぶ国際幹線道路の建設
が進められています。
経済回廊（産業道路）概要
　①南部経済回廊
　�　ホーチミン（ベトナム）～プノンペン（カンボジア）～バンコク（タイ）～ダ
ウェー（ミャンマー）を結ぶ（全長920km）
　②東西経済回廊
　�　ダナン（ベトナム）～サワナケート（ラオス）～メーソッド（タイ）～モーラ
ミャイン（ミャンマー）を結ぶ（全長1,450km）
　③南北経済回廊
　�　ハイフォン（ベトナム）
～昆明（中国）～ラオス～
バンコク（タイ）を結ぶ（全
長1,855km）

　タイ、ベトナム、中国国内
の道路は概ね整備されている
ものの、ラオス、ミャンマー、
カンボジアにおいては道路の
整備、舗装、橋梁の建設など
交通インフラ整備の面で数多
くの課題が残されています。

中国

昆明

ラオス

ミャンマー

タイ

カンボジア ベトナム

ダナン
サワナケートサワナケート

メーソッドメーソッド

モーラミャイン

ホーチミン

プノンペンプノンペンバンコク
ダウェー

ハイフォン

南部経済回廊

東西経済回廊

南北経済回廊
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2 各国の物流事情
（１）カンボジア
　カンボジアの物流はホーチミン（ベトナム）をゲートウェイとした輸送が特徴的
であり、プノンペン港からメコン河を利用した海上輸送、南部経済回廊を利用した
陸上輸送が主な輸出入ルートとなっています。

海上輸送：
　プノンペン新港はプノンペン市街からメコン河下流25kmに位置している新しい
河川港であり、水深が浅く大型船舶が入港できないため、バージ船／フィーダー船
によりホーチミン港（ベトナム）との輸送が行われています。
　シアヌークビル港はプノンペン市から西南230kmの場所に位置し、外洋に面して
いることから水深も深く、大型船舶の入港も可能で
すが、現状ではシンガポール港やホーチミン港へ
フィーダー船で輸送し、日本や欧米との輸送が行わ
れています。
　日本のODAにより港に隣接した経済特区の開発
が進められており、にわかに脚光を浴びています。

陸上輸送：
　南部経済回廊ルート
　�　ホーチミン（ベトナム）～プノンペン（カンボ
ジア）～バンコク（タイ）
　�　カンボジアのメコン河・ネアックルン地区の橋
梁が未整備であるため、フェリーでしか渡河する
ことが出来ず、大きなボトルネックとなっていま
したが、2015年にネアックルン橋が完成予定であ
り、ベトナム～カンボジア間の輸送環境が大きく
改善される見込みです。

　物流面での課題とリスク
　　・�プノンペン市内は交通量が多いのに加え、道

幅も狭く通行するのに多くの時間を要します。
　　・�プノンペン港、シアヌークビル港共にフィー

ダ船／バージ船でホーチミン港やシンガポー
ル港へ輸送、積替える必要があり時間とコス
トが掛かっています。

混雑するプノンペン市街

フェリー乗り場前渋滞の様子

2015年に完成予定の
ネアックルン橋



28 29

（２）ラオス
　ラオスは内陸国であり、海に接していないことから、陸上輸送が主な輸出入ルー
トとなります。
　とり分け、タイと首都ビエンチャンとのクロスボーダー陸上輸送が盛んに行われ
ています。

陸上輸送：
　タイ～ビエンチャン
　�　タイ側の道路は整備されていて問題なく、ラオス側も概ね問題ありません。
　�　保税倉庫も完備されているなどインフラ整備面においても大きな問題はありま
せん。
　�　タイ側より第一友好橋を渡り、ラオス・ビエンチャン側の税関にて手続きを行い
ラオス国内へ入境します。ラオス籍のトラックに積み替えるケースが多いようです。

　東西経済回廊ルート
　�　タイ～ダナン（ベトナム）輸送時にサワナケートを経由しますが、利用は限定
的です。
　�　2006年に第２メコン友好橋が、2011年に第３メコン友好橋が開通し、交通イン
フラは整いつつあります。
　�　道路状況については概ね良好ですが、経年による道路舗装面の劣化が進んでお
り、今後の改善が期待されています。

　物流面での課題とリスク
　　・貨物積替え時の荷扱いが荒く、貨物ダメージが頻発しています。
　　・�タイやベトナムなどの隣国から陸上輸送となるため物流負担が大きく、物流

ストレスの改善が必要です。

舗装されているタイ側道路 ラオス側国境税関 ビエンチャン市内の道路
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（３）ミャンマー
　東西経済回廊や南部経済回廊は道路が未整備であるため、それらを利用しての陸
上輸送は限定的であり、ヤンゴン港を中心とする海上輸送が主な輸出入ルートと
なっています。

海上輸送：
　ヤンゴン港とティラワ港の２つの港からな
り、輸出入の９割以上を同港で取扱っています。
　いずれも河川港で水深が約９mと浅いため
フィーダー船での輸送が中心となっています。
　ティラワ港には経済特区に指定されたティラ
ワ工業団地が併設されており、日本政府の支援
を受け開発が進めらています。　同工業団地に
は多くの関心が寄せられ、多数の日系企業が入
居する予定となっています。
　ヤンゴンから南へ700km下ったダウェーは深
海港として開発が予定されており、今後の発展
が期待されています。

陸上輸送：
　東西経済回廊ルート
　�　メソート（タイ）～ミャワディ（ミャンマー）～モーラミャイン
　�　タイ側の道路は整備されていて問題ありませんが、ミャンマー側の道路は未だ
未舗装の状況です。
　�　国境から９kmの地点にミャワディ国境貿易区が有り、ここでタイ側車輛とミャ
ンマー側車輛の積替えや税関手続き、検疫や出入国管理が行われています。

　南部経済回廊ルート
　　バンコク（タイ）～ダウェー（ミャンマー）
　�　タイ側の道路は整備されていて問題ありませんが、ミャンマー側の道路は未だ
未舗装の状況です。
　�　ダウェーはバンコクから西に300kmの場所に位置しており、将来的にはレム

ヤンゴン港の様子

ティラワ工業団地（建設予定地）
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チャバン港（タイ）と並び西側諸国と繋がる
物流拠点として重要な意味を持つことが予想
されています。

　�　ダウェーには特別経済区の開発も予定さて
おり、港の整備と共に南北を結ぶ国内幹線道
路の整備も期待されるところです。

　物流面での課題とリスク
　　・�道路の未整備：東西/南部両経済回廊の

道路整備が進められていますが、資金不
足などにより遅れています。

　　・�積替え時の貨物ダメージや通関に掛かる
日数が予測出来ないなどの問題が発生し
ています。

　　・�山岳道路の幅狭や橋梁の老朽化により各
所で貨物車輛の通行が規制されています。

お問い合わせ先

検索鈴与 クリック

鈴与株式会社　　　　　　　　　　　TEL：03-5220-2431〈平日 09:00～17:50〉
国際・海貨営業推進室
〒100‒0005
東京都千代田区丸の内２‒３‒２ 郵船ビル４Ｆ

ダウェー港の建設予定地

ミャンマー山岳道路の様子
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MEMO
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1 ASEANのカントリーリスク状況
　海外でビジネス展開を行う際には、日本国内では想定不要な「カントリーリスク」
について、十分に検討する必要があります。
　カントリーリスクとは、ビジネス展開を行う対象国の政治、経済、社会環境など
の変化によって生ずる不可抗力の危険であり、戦争や為替の混乱、洪水などがこれ
に該当します。
　OECDカントリーリスク専門家会合では、このカントリーリスクについて、「Ａ
（低）～Ｈ（高）」の８段階のグレード評価を行っています。
　ASEAN各国のカントリーリスクのグレード評価は次の図の通りです。

第5章
「リスクから見たカンボジア・ラオス・ミャンマー」

低 高

香港マカオ
ラオス

タイ
カンボジア

ブルネイ

ベトナム
社会主義
共和国

マレーシア

インドネシア

パラオ

東ティモール

フィリピン

台湾

シンガ
ポール

ミ
ャ
ン
マ
ー

A B C D E F G H

香港マカオ
ラオス

タイ
カンボジア

ブルネイ

ベトナム
社会主義
共和国

マレーシア

インドネシア

パラオ

東ティモール

リスク低
A B C D E F G H

凡例

高
［2015年２月２日現在］

フィリピン

台湾

シンガ
ポール

ミ
ャ
ン
マ
ー
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2 カントリーリスクなどの把握と対処方法
１　輸出の場合
　海外への輸出に際しては、①輸出先国のカントリーリスクと②輸出先バイヤーの
信用リスク（倒産などによる代金不払リスク）について、十分な検討を行い、万一
のための対応策を講ずる必要があります。
　①について、カンボジア、ラオス、ミャンマーの３カ国はカントリーリスクの低
いグレードに位置しており（ラオスとミャンマーは最下位のHグレード、カンボジ
アは下から２番目のGグレード）、これらの国に輸出する場合は、輸出先国のカン
トリーリスクが極めて高いことを十分に理解する必要があります。
　また、経済面や政治面の不安定性を背景に②の輸出先バイヤーも他国と比較する
と企業規模や財務内容が脆弱な企業の比率が高いことも容易に想定され、自社財務
面へのインパクトも想定しながら輸出代金の設定や代金未回収リスクへの対応策も
検討する必要があります。

２　投資の場合
　海外への進出（現地工場建設、現地会社への出資など）に際しては、当然、現地
の様々な規制をクリアしながら準備を進める必要がありますが、海外進出が成功し
た後のケア（配当の送金、資産の保全）についても事前に検討しておく必要があり
ます。
　万一の場合の損失やビジネス判断としての徹退時にスムーズに対応できるように
するためには、海外進出時点からしっかりと準備を行っておくことが重要となります。
　カンボジア、ラオス、ミャンマーとも海外からの投資の導入に積極的な姿勢を見
せており、様々な規制緩和や優遇策の提示を行っておりますが、同メリットのみに
捉われることなく、為替に関する規制の変動や政府の施策変更時のデメリットも念
頭において、ビジネスプランを策定してください。
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3 貿易保険を活用した海外戦略の構築
　カンボジア、ラオス、ミャンマーのいずれの国も様々な魅力がある一方で他国に
比して高いと言わざるを得ないカントリーリスクがあり、適切なリスク管理をもと
にビジネスを展開する必要があります。
　リスク管理の手法として、商社を中心に活用され日本の輸出・海外進出をサポー
トしてきた貿易保険についてご案内し、海外戦略への活用を提言します。

１　カンボジア・ラオス・ミャンマーへの輸出を検討されている場合
　ビジネスマッチングや展示会などにおいてバイヤーからの契約打診がありました
ら、日本貿易保険の保険利用者登録を行った上で信用調査サービスを活用し、先方
の信用調査を実施してください（中小企業向けの無料実施サービスもあります）。

貿易保険は主に輸出取引を行う企業の海外取引リスクに備える手段です。

【例えば】

非常危険
輸出先国で戦争が勃発したため、船が戻って

輸出できなかった

信用危険
取引先の経営状況が悪化して破産したために
代金が支払われなかった

貿易保険はこのような事態による損失をカバーします！
※取引先国の政情不安や外貨送金規制による代金回収不能リスクもカバーします。

　この信用調査は、NEXIが海外の民間企業などを５ランクで格付評価する調査で
あり、このランクによって取引予定のバイヤーの信用状況が判明し、前払を条件と
せざるを得ないバイヤーか、貿易保険の手配により、安心して取引できるバイヤー
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かが判別できます。
　ただし、信用調査には一定の日数を要しますので、前広に相談ください。なお、
貿易保険の手配が可能な場合は、輸出品の種類（汎用品か特注品か）や取引の頻度、
バイヤーの数により、適切な貿易保険の商品をご案内しますのでリスクヘッジの手
法としてご検討ください。
　ご利用により、カントリーリスクや信用リスクによる代金未回収のリスクを懸念
することなく、海外へ輸出して頂けます。
　なお、明らかな言いがかりである場合を除き、正当な商品クレームによる代金の
不払いは貿易保険の保険金支払いの事故事由とはなりませんのでご注意ください。

２　カンボジア・ラオス・ミャンマーへの投資を検討されている場合
　前述のとおり、これらの３カ国はカントリーリスクが高いと評価されております
ので、投資を中長期的に管理していくために海外投資保険の活用をご検討ください。

1．海外企業に
投資していた某社

2．ある日突然、投資先企
業の国で戦争が勃発

3．事業不能に陥り、投資
した元本や配当が回収
不能になってしまった…

「海外投資保険」を利用していれば
このような事態に陥っても安心できます。

緊急事態発生‼

　海外投資保険を活用していれば、万一の場合の投資損失や配当取得不能による経
営へのダメージを軽減することが可能となります。
　以上の内容につきまして、ご関心をお持ちになられましたら、是非ご相談ください。
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4 貿易保険をご活用いただいたケース

保険金支払
約800万円

資金操り悪化

HK公司A社

貿易保険
契約 資金操り悪化

代金不払

決済

貿易保険が
カバー

保険金支払
約800万円

保 険 金 支 払 事 例

担 当 者 か ら の ア ド バ イ ス

A社は決済方法の変更時に決済にかかるリスクをヘッジするため「中小企業輸出代
金保険」を利用しており、NEXIに対して保険金支払いの請求を行った。NEXIは信
用危険事故と判断し保険金約800万円を支払った。

中国本土での急速な業
務拡大により資金操り
が悪化し、破産手続き
を申請

長年の取引があるから大丈夫という過信は禁物です。
特に海外取引においては相手の状況をリアルタイムに
把握することは難しいため、リスクに対する充分な備
えが必要です。

輸出契約

OEM商品 輸出

支払事例 CASE

事 故 内 容

中小企業輸出代金保険
香港のバイヤーが企業拡大に失敗して破産した

A社は長期にわたり香港バイヤーのHK公司向けにOEM（相手先ブランド製造）商品を供給してい
た。
また取引当初は信用状（L/C）決済であったが、HK公司からの申し出により、船積後送金（T/T）
決済へと決済方法が変更された。
順調な取引が継続していたが、中国本土で急速な業務拡大をしていたHK公司は資金操りに行き詰
まり、破産手続きを申請した。現地裁判所により破産手続きの開始が決定され、代金の回収が見
込めない状況となった。
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5 ３カ国のカントリーリスクグレードと概要〈ご参考〉
　今回の対象である３カ国のカントリーリスクのグレードと概要について説明します。

１　カンボジア ……… カントリーリスクグレード：Ｇ
　過去10年のカンボジアの平均GDP成長率は年7.9%と高く、国内総生産は急拡大
しています。
　近年は、タイなど周辺国から、賃金上昇による人件費を節約するため、一部の生
産工程を同国に移す動きも活発化しており、内戦で荒廃した国内経済の復興を果た
し、本格的な成長の途についたと言えます。
　しかしながら、経済は外国からの援助と直接投資に依存しており、安定した成長
軌道に乗るためには課題もあります。経済成長は、米国向け縫製品輸出、地雷の除
去で増加傾向の観光収入、インフラ整備の建設投資が牽引しています。
　ただし、高い電力料金、賃金の急速な上昇、汚職などが問題として指摘されてお
り、投資を呼ぶ込むための事業環境は一層の改善が求められています。
　内戦後、ドルの利用はスムーズな経済取引を可能にし、経済の安定に寄与したと
評価されています。しかし、ドル化経済において、中央銀行は最終的な貸し手には
なれず、基本的に預金準備率は高く設定されることになったため、金融政策による
景気対策は打ちにくいのが現状です。
　中央銀行は、ドルの浸透を考慮すれば拙速なリエル化は好ましくないとしつつ、
しかし一方で、ドル化経済で金融政策が限定的になるなどのマイナス面を認識して
おり、適切な通貨政策を模索しているのが現状です。
　カンボジア人民党は、平和と発展をもたらしたとして、国民から厚い支持を獲得
してきましたが、2013年７月の議会選挙では、カンボジア人民党圧勝という選挙前
の予想に反し、野党の救国党が善戦しました。内戦を知らない世代が増え、長期政
権による汚職が経済成長の分配を歪めている、という救国党のキャンペーンが共感
されたことが背景にあるようです。
　救国党は、選挙に不正があったと抗議し、議会を約１年間ボイコットする事態と
なり、政治的な不安定は否めません。また、2013年暮れから、経済特別区（SEZ）
に入居する縫製工場で激しい賃上げ要求ストライキが発生しており、政治的な背景
もあると憶測されています。
　国際社会の支援を受けて経済復興を果たしたカンボジアは、自立した経済成長路
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線を構築する段階に入っています。環境整備が進み海外からの直接投資が加速すれ
ば、今後商業ベースでのファイナンスが必要とされてくるものと考えられます。今
後、政治、経済の課題を克服し、安定軌道に乗ることが期待されます。

２　ラオス ……… カントリーリスクグレード：Ｈ
　2013年のラオスの実質GDP成長率は8.1％でした。貿易は、輸出入ともに増加傾向
にありますが、輸入が輸出の倍近くの伸び幅を記録し、貿易赤字は拡大しています。
　直接投資では日系企業がタイ工場のラインの一部をラオスへと移管するタイ・プ
ラス・ワン形態で進出するケースが増加しています。
　一方、技能労働者の不足が顕在化しており、またコメを中心とする食糧の増産も
中長期的な課題となっています。
　為替政策では引き続き米ドルとバーツに対する安定を目指していますが、中央銀
行は外貨準備高の減少を懸念しており、外貨に関する規制懸念も存しています。
2014年３月には財務大臣の更迭もあり、財政改革の進捗にも注視が必要です。
　また、教育・衛生・貧困削減などの目標達成は現時点で難しいとみられており、
経済成長と社会環境のバランスや財政健全化など経済面での安定が求められる段階
にあります。
　社会面では、車両の2013年の累積登録台数が144万台規模となり大幅な増加傾向
にあるため、交通渋滞や事故の増加が社会問題となっています。
　これを背景に中古自動車は環境問題や渋滞回避を理由として輸入停止措置が実施
されています。しかしながら、経済特別区（SEZ）の整備などによる投資環境の改
善や周辺国の賃金上昇の影響を受け、日系企業のラオス投資は今後も継続するとみ
られています。

３　ミャンマー ……… カントリーリスクグレード：Ｈ
　ミャンマーには、豊富で安価な労働力、対日感情の良さ、消費市場としての魅力
など多くのメリットがありますが、今なお政治や法制度リスクが高く、産業インフ
ラも未整備であり、特に電力供給の不安が大きいのが課題となっています。
　特に乾季に入ると、工業団地でも長時間にわたり電力供給が停止してしまうこと
があります。これを自家発電で補うとなると通常時の２倍以上の発電コストが発生
するため、安価な人件費メリットの相当部分を相殺してしまい、ミャンマー進出の
ネックとなっています。
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第５章　「リスクから見たカンボジア・ラオス・ミャンマー」

　経済においては、中央銀行主導によりインターバンク市場の創設に向け準備作業
が行われていますが、これは銀行間の相互チェックシステムを形成することにも繋
がり、銀行間の連携と自浄作用を通じた銀行の経営健全化の促進が期待されます。
　また、証券取引所の設立準備も併せて進められており、直接金融による資金調達
機能のみならず、企業の経営内容を積極的に公表するインセンティブを付与する効
果も期待されています。
　なお、ミャンマーには公認会計士制度もありますが、銀行ですら経営数値の公表
に積極的でない中で、情報開示のメリットに気付いてもらうことが、ミャンマーが
今後、健全な経済発展を遂げていく上で重要なステップになるものと推察されてい
ます。
　ミャンマー政府が主導する取り組みと、民間企業セクターにおける意識改革に今
後の期待が持たれています。
　以上の内容につきまして、ご関心をお持ちになりましたら、是非ご相談ください。

お問い合わせ先

独立行政法人 日本貿易保険
Nippon Export and Investment Insurance : NEXI

http://nexi.go.jp/

［本　　店］
［大阪支店］

〒101―8359 東京都千代田区西神田3―8―1　千代田ファーストビル東館3階 0120―672―094
〒541―0041 大阪市中央区北浜3―1―22　あいおいニッセイ同和損保淀屋橋ビル８階 0120―649―818

詳しくはウェブサイトへ

日本における貿易保険制度は、1950年に輸出振興という政策的見地から、政府により創設されました。
創設から50年間にわたり、貿易保険事業は政府により運営され、日本企業の輸出拡大と海外展開に大きく貢献してきました。
2001年4月、独立行政法人 日本貿易保険（Nippon Export and Investment Insurance "NEXI"）が貿易保険事業を引
き継ぎました。NEXIは、日本政府（経済産業省）が100％出資する組織であり、政府と一体となって事業運営しております。
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　海外駐在や出張中の現地における不測の事故による怪我や病気に対して、事前の
対応策を講じておくことは大変重要です。日本では、大事にならない程度の怪我や
病気でも、海外によっては生命の危険にかかわる場合もあります。
　本章では、海外での怪我や病気に罹った際の危機管理のひとつとしての「海外医
療アシスタンス」に関する説明をいたします。

1 ３カ国の医療事情と海外医療アシスタンスの活用　

外務省　海外安全HPより

１　カンボジアの医療事情
　特定の私立病院を除くと劣悪な環境であり、入院や手術が必要な多くの場合はバンコクや
シンガポールへ搬送となります。
　医師を含めて英語での意思疎通は困難で、フランス語を話す医療関係者の方が多くみられ
ます。
〈かかり易い病気や怪我は次のとおりです。〉
　　感染性胃腸炎・デング熱・マラリア・寄生虫・その他感染症等

２　ラオスの医療事情
　医療水準は低く、英語での意思疎通は困難な場合が多いので、ビエンチャン特別市内の外
国人が利用するクリニックを利用しますが、検査や治療は限られており邦人の多くは国境を
越えてタイの病院を利用しています。
　入院等の場合はバンコクへ搬送されます。
〈かかり易い病気は次のとおりです。〉
　　感染性胃腸炎・デング熱・マラリア・狂犬病・日本脳炎・交通事故等

３　ミャンマーの医療事情
　ヤンゴンでは冠動脈造影ができません。したがって当地での急性心筋梗塞重症例は、即死
につながります。緊急性心筋梗塞など心臓病の既往がある方は当地の滞在・訪問は難しいで
しょう。
　また当地の病院の設備，医療は先進国と比べて30年以上遅れている印象が有ります。日本
のような衛生システムの手術室をもつ病院もありますが、常時医師がいる訳ではなく、数週
間に１回オーストラリアやシンガポールから医師団がやってきて、予約した患者（多くはお
金持ち）の治療を行っています。ヤンゴンでは患者さんが多くいる病院には衛生面に問題が
あり、設備の整った病院には医者がいないと言った状態です。
　これらの医療事情より、当地の日本人が手術や集中治療を要する病気になった場合の多く
はバンコクへ緊急搬送となります。
〈かかり易い病気・怪我〉
　　感染性胃腸炎・デング熱・マラリア・チクングニア熱・血液感染症等

出典：外務省ホームページ（www.anzen.mofa.go.jp）

第6章
医療リスク対策
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第６章　医療リスク対策

チャーター機費用はいくら？
付添医師の人件費は？
海外旅行保険で大丈夫か？

カンボジア
医療レベル：低

ラオス
医療レベル：低

ミャンマー
医療レベル：低

病気や怪我で入院・手術等の
重症ケース発生！

バンコクの病院へ
チャーター機による

緊急搬送

経験豊富なアシスタンス会社に是非ご相談ください！

バンコクの病院へ
チャーター機による

緊急搬送
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2 医療搬送の原因となる疾患　

　直近に弊社で実施した513件の医療搬送データを使用し分析
・�2010年１月１日～2014年８月末の期間に発生した医療搬送・遺体搬送・現地荼毘
のケース
・年齢は25歳から64歳という幅広い世代

（１）搬送となった疾患
・交通事故を含めた外傷（怪我）が全体の約40％弱の割合
・�疾病では脳梗塞、くも膜下出血などの脳疾患が19%、心筋梗塞などの心疾患が13%
・�突然死など（９%）は部屋で亡くなっていたなど、脳梗塞や心筋梗塞など脳疾患
や心疾患を疑われる死亡も多い
・自殺を含むメンタル事案も12件（２%）発生

（２）年齢や性別による特徴
・20代や30代は交通事故を含む外傷�＞�脳疾患、心疾患
・40歳以上の年齢では、外傷�＜�脳疾患、心疾患
・脳疾患、心疾患は男性�＞�女性

（３）地域に寄る特徴
・地域による偏りは特段見られません

交通事故
10％

上記以外外傷
26％

脳疾患
19％

心疾患
13％

突然死等
9％

交通事故
10％

上記以外外傷
26％

脳疾患
19％

心疾患
13％

肺疾患
4％

胃・腸・膵臓・胆嚢
3％

腎臓・肝臓疾患
3％

血管・血液・神経
3％

その他病気
2％

癌・腫瘍
6％

突然死等
9％

メンタル
2％
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第６章　医療リスク対策

3 海外旅行保険での対応と限界　　
　多くの企業では海外旅行保険に加入していますが、これだけですべての病気や怪
我に対応できる訳ではなく、次のような限界があります。

（１）保険の免責
　主な免責事由として、持病（既往症）・歯科疾病・妊娠に関する治療・自殺
　持病は治療中の病気と言うことであり、渡航前の治療状況の調査などが必要とな
るので、加入している保険が免責になるのかどうかの判断に時間がかかる場合があ
ります（10日程かかる場合も有ります）、この期間は加入した保険のアシスタンス
サービスが適用にならないので、キャッシュレスでの治療が受けられません。
　前述1のとおり症状によってはバンコクまでチャーター機での緊急搬送が必要と
なり、その場合には多額のチャーター機費用を前払しなければなりません。（200万
円～300万円程度）
　搬送先のバンコクの病院での治療費に関するデポジット費用（症状によりますが
100万円程度）も必要です。

（２）保険金額不足
　怪我や病気の治療に必要な保険の担保種目は、治療費（傷害治療・疾病治療）と
救援者費用で、保険金額が不足する場合（特にクレジットカード付帯の海外旅行保
険は死亡保険金についてはそれなりの金額が付帯されていますが、治療費・救援者
費用は少額の場合が多いので注意が必要）には治療費や救援者費用について、保険
が不足する分の前払いが必要になります。
　病気や怪我は曜日・日時を問わず発生する可能性があるので、海外旅行保険の加
入だけでは多額の現金が必要になるケースも発生します。
　前述1のような状況下で、派遣される駐在員や出張者は海外旅行保険（クレジッ
トカード付帯含む）の加入だけで安心して仕事に邁進できるでしょうか？
　これに対する備えとして、海外医療アシスタンス契約があります。

4 海外医療アシスタンスの活用
　海外医療アシスタンスは保険ではなくて、病気や怪我の際に治療を受けるために
必要な支援や手配をする事自体です。
　したがって、海外旅行保険の加入の有無や保険金額を超過したとしても、これら
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の点を後回しにして、直ちに適切な治療が開始できることが最大のメリットです。
　アシスタンスを実行したことにより発生する費用は海外旅行保険の支払対象とな
る病気や怪我であれば保険に請求し、万一免責と判断されれば企業に請求しますが、
後日請求書にて請求するので、夜間や休祭日に疾患が発生した場合でも急なお金の
準備は必要ありません。
　これらの理由により、多くの海外進出企業では海外医療アシスタンスを保険とは
別に契約して従業員を守っています。（契約料は保険料と同様に経費処理可能）

5 最後に
　危機管理の原則として有名な「大きく構えて小さくおさめる」は病気、怪我に対
する対応でも同様のことが言えます。
　主要な赴任先や日本から遠い赴任地の社員が重病なった場合を想定し、下記ポイ
ントを参考に予め備えておくことをお薦めます。
　・健康診断の実施と結果の把握
　　�　赴任前はもちろんのこと、定期的な健康診断の受診により体の状態を把握し、
病気が有る場合には投薬にて適切にコントロールすることが重要です

　・重症ケースの場合に隣国などへ搬送が想定される地域はどこか
　　　アジア新興国の一部地域・アフリカ、中南米、大洋州
　・この場合どこへ（国・都市）搬送するのか
　・費用は最大でいくらぐらい必要か
　・最終的に本国までどのように帰すのか
　・海外旅行保険に加入している場合、上記の費用で賄えるのか
　最悪のケースとしては、日本から最も遠い滞在国の社員が脳梗塞、心筋梗塞で倒
れてチャーター機による搬送が必要となった場合で、海外旅行保険に加入している
保険会社が持病と判断したため、保険金が支払われないという場合です。
　何事においても「備えあれば憂いなし」です。

お問い合わせ先
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社（証券コード：6063）

Emergency Assistance Japan Co.,Ltd （略称：EAJ）

営業部　 電 話 ：03-3811-8160　　　　　 Email ：sales@emergency.co.jp
　　　　 U R L ：http://emergency.co.jp
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第６章　医療リスク対策

MEMO
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Ｑ１　どのような事業を行っているのでしょうか？  
　主に銀行の情報処理系のシステム開発です。その他にも、ECサイトの構築やストリーミング配
信用のムービー制作、製造業のシステム開発などに携わってきました。

Ｑ２　どのようなきっかけでミャンマーへ進出されたのでしょうか？  
　当社の得意先を訪ねたところ、システム部署に所属するSEの９割がインド人であることを知り
ました。海外の優秀な人材を低コストで雇用しているのを目の当たりにし、日本で行っている開発
の一部を海外に委託することを考えるようになりました。
　中国やタイは人件費が高く、既に競合するIT企業の参入も進んでいました。そんな中、ミャンマー
を視察する機会を得て、ヤンゴンのIT系の大学や企業を訪問しました。街は想像以上に活気があり、
人も明るかったので、「ここにオフショア開発（情報システム・ソフトウェアの開発を海外に委託
すること）の拠点を創ろう」と決心しました。

Ｑ３　ミャンマーでの事業をスタートされて、状況はいかがですか？  
　「Cyber Missions Myanmar」のオフィスは、ヤンゴン中央駅の前にあります。日本で言えば、
東京・丸の内のようなところですね。現在社員は60名いますが、そのうち43名は優秀な人材が多い
ヤンゴン・コンピュータ大学卒です。社員にはIT教育と日本語研修を行い、入社３年後にはプロジェ
クト管理手法を習得し、日本語能力試験も最も高いレベルに到達するスケジュールを組んでいます。
　社員同士の結束を高めるため、たくさんのイベントを開催しています。ボーリング大会、カラオ
ケ大会、社員旅行、日本体験としてディズニーシーや鎌倉探訪など。大家族主義のような社風がス
タッフに喜ばれており、これが離職率の低い理由と考えられます。

Ｑ４　 事業の課題や今後のビジョンをお聞かせください。  
　ミャンマーでは即戦力を見つけるのが難しく、自社
で人材を育てる必要があります。現地スタッフに来日
してもらい、取引先に派遣して、品質・スケジュール
管理や最新技術を学んでもらう取組も行っています。
中長期的な仕事を継続して受注するには、実務担当者
を派遣し、じっくり時間をかけて日本の取引先に彼ら
の働き振りを納得いただくのが我々のポリシーです。
オフショア開発を通じ、日本とミャンマーの架け橋に
なれればと思っています。

第7章
３カ国進出事例 日本政策金融公庫（国民生活事業）の融資制度を利用した企業の声

ミャンマー進出企業例

株式会社　サイバーミッションズ　（ITサービス事業）
代表者　有馬　治彦 氏

会社概要

▶所在地：神奈川県横浜市	 ▶資 本 金：1,000万円
▶設　立：2003年４月	 ▶従業者数：42人

ヤンゴンオフィスの様子
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第７章　３カ国進出事例

Ｑ１　どのような事業を行っているのでしょうか？  
　福岡市で美容院を経営しています。美容学校を卒業した後、腕を磨くために、世界47ヵ国480店
舗の美容院を展開するTONI&GUY UK（ロンドン）に留学しました。帰国後、系列店での勤務を
経て、2006年にTONI&GUY福岡伊都店を開店しました。

Ｑ２　どのようなきっかけでカンボジアへ進出されたのでしょうか？  
　来店されるお客様の中で、カンボジアで事業展開されている方がいらっしゃるのですが、何度も
現地の魅力を力説されていました。耳を傾けているうちに次第に興味が沸いてきたので、思い切っ
て休みをとって現地に赴き、美容学校を訪問しました。その場でカットを披露したところ、生徒達
が私の様子を食い入るように見ていました。彼らが熱心に練習しているのを見て非常に感動しまし
た。帰国後、イオン株式会社がプノンペンにショッピングモールを出店するという報道を目にし、
早速、出店したい意向を伝えたところ、快諾いただきました。

Ｑ３　カンボジアでの事業をスタートされて、状況はいかがですか？  
　2014年６月、ショッピングモールの開業と同時に当社の店舗をオープンしました。おかげさまで
連日盛況で、毎月500～600人のお客様が来店されます。現地の富裕層や駐在している外国人がほと
んどです。カンボジアにはスタイリッシュな美容院が極めて少ないですので、非常に喜ばれていま
す。

Ｑ４　事業の課題や今後のビジョンをお聞かせください。  
　課題は現地スタッフの育成です。現在、日本から２人、イギ
リスから３人の計５人のスタッフとカンボジア人のスタッフが
対応しています。現地美容学校の卒業生を採用しても、日本の
ような店舗の清掃やシャンプーといった下積みに耐えられず長
続きしないケースが多いと聞いています。
　福岡伊都店のスタッフはカンボジアを気に入っており、語学
の勉強をしている者もいます。将来、現地へ店長として送り出
してあげたいと考えています。それまでに、現地のスタッフを
１人でも多く育成したいですね。

カンボジア進出企業例

有限会社　トニーアンドガイ伊都　（美容業）
代表者　内海　久明 氏

会社概要

▶所在地：福岡県福岡市	 ▶資 本 金：300万円
▶設　立：2005年12月	 ▶従業者数：14人

現地店舗の様子
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Ｑ１　どのような事業を行っているのでしょうか？  
　ファンデーション、口紅、リップスティックなどの化粧品を多品目にわたり製造しています。ま
た、中にキャラクターが入っている入浴剤（商品名：「びっくらたまご」）、や各種玩具の生産も手
掛けています。

Ｑ２　どのようなきっかけでラオスへ進出されたのでしょうか？  
　中国の深圳に15年ほど前から進出していますが、人件費が高騰しています。進出当初と比較する
と５倍近く上昇しており、「チャイナプラスワン」の国として東南アジアの国を考えていました。
ラオスに決めたのは、第一に、親日的で治安が極めてよく、拝金主義でない点が挙げられます。加
えて、従業員の採用、工場自宅間の送迎、宿舎の管理、保安を協力してくれる、信頼できる現地パー
トナーとも巡り合えたことも大きな要因です。ラオス南部のサワンセノ経済特区で工場を建設し、
2013年10月、生産を開始しました。

Ｑ３　ラオスでの事業をスタートされて、状況はいかがですか？  
　おかげさまで順調です。開始当初、現地従業員は50名ほどでしたが、現在350名まで増えました。
ラオス人の性格は真面目で大変温和です。ラオスでは、「人」でストレスを感じることはほとんど
ありません。手先も器用で、技術に関しても満足しています。残業を厭わない人も多く、大変助かっ
ています。
　経済特区への入居はメリットが多いと思います。経済特区庁の各種手続のレスポンスはワンス
トップでとても早く、インフラ面も、電気、水道で困ることは一切ありません。

Ｑ４　事業の課題や今後のビジョンをお聞かせください。  
　ラオスには、資材や部品を調達できるような裾野産業がほとんどありません。当社で言えば、化
粧品の容器に使うボトルはタイからの輸入です。物流コストがかかる分、ラオスでの生産スピード
を効率化し、利益を挙げられるよう工夫する必要があ
ります。
　現地で事業を進めるにつれて、ラオスに何かを根付
かせたいという気持ちが強くなってきました。農業に
強い国なので、バス・トイレタリー用品にオーガニッ
ク素材を取り入れられないかとも思っています。当社
はあくまで「Made in Laos」にこだわっています。
今後は、この土地にあった特色あるものを作っていき
たいと思っています。ラオスをブランド化していきた
いですね。

ラオス進出企業例

株式会社ビューロ　（化粧品のOEM製造）
副社長　柏原　泰則 氏

会社概要

▶所在地：東京都大田区	 ▶資 本 金：1,000万円
▶設　立：1954年６月	 ▶従業者数：21人

ラオス工場の様子
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第７章　３カ国進出事例

コラム ラオスにおける金融サービス（ラオス開発銀行）
　現地に進出する企業にとって、金融サービスをどこで受けられるか
というのは知っておくべき情報です。国有商業銀行のラオス開発銀行
（Lao	Development	Bank）は2008年、ラオス中央銀行から中小
企業振興を担う銀行に指定され、日系の現地法人を含め、融資、為替、
預金等、トータルな金融相談にのってくれます。ラオス全国の18箇
所に支店を有し、出張所も64箇所設置しています。従業員は1,300
名を数え、同国内で最大級の銀行と言えます。
　同行は、融資業務において、様々な業種の企業からの申込を受け付けています。ラオスの通貨で
あるキープ建てだけでなく、ドルやタイバーツ建ても取扱っています。
　送金関連では、SWIFTコードを用いた海外送金が可能です。また、国内56箇所でウェスタンユ
ニオンの窓口にもなっています。Letter	of	Credit（信用状）も取扱い可能です。
　預金業務でいえば、普通預金、定期預金、当座預金を取扱っています。普通預金は、ラオス国内
約150箇所のATMにおいて24時間出入金を行うことができ、非常に便利です。

日本政策金融公庫の海外展開資金

１　ご利用いただける方
　　次の①～③の全てを満たす方
　　① 開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の日本国内における事業の延長

と認められる程度の規模を有すること
　　②日本国内において、事業活動拠点（本社）が存続すること
　　③経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとすること
２　ご融資限度額
　　中小企業事業　７億2,000万円（うち運転資金２億5,000万円）
　　国民生活事業　　　7,200万円（うち運転資金　　4,800万円）
３　ご返済期間
　　設備資金15年以内（うち据置期間３年以内）　
　　運転資金７年以内（うち据置期間２年以内）
４　お使いみち
　　海外への直接投資、海外企業への生産委託、海外への販売強化（輸出）

お問い合わせ先
ラオス開発銀行（Lao Development Bank） 本店

住 所 ：013 Souphanouvong Rd, P.O.Box: 2700, Vientiane, Lao PDR
電 話 ：（+856-21） 222-197

ラオス開発銀行本店
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企　業　名 お問い合わせ先 章

国際協力銀行 03-5218-3579 第１章

新日本有限責任監査法人 03-3503-1844 第２章

弁護士法人三宅法律事務所 03-5288-1021 第３章

鈴与株式会社 03-5220-2431 第４章

日本貿易保険 0120-672-094 第５章

日本エマージェンシー
アシスタンス株式会社 03-3811-8160 第６章

日本政策金融公庫 0120-154-505 第７章

　 協力企業など一覧
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