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第四章 タイの地域格差是正政策と製造業立地政策・製造業立地動向

4.1. タイに おける国土政策 と製造業立 地政策の変遷及 びその特 質 と両者の 関係

4.1.1. タイ の国土政策 と地域 格差是 正

タイは、首都バンコクを中心 とした巨大な大都市圏 と、その他の地域 との地域格差が常に問題 となって

きた。首都バ ンコクの中心都市 としての歴史は必ず しも長いわけではないが、肥沃な農村地帯に面したチ

ャオプラヤ川河 口付近 という地理的要因の他にも、アユタヤ朝時代か ら海運 と貿易の要衝として栄えてき

た歴史や、主にラマ五世時代に行われた近代化と中央集権化が、一極集中構造の下地を形成 したと考えら

れ る。そ して戦後の輸入代替 ・輸出代替産業化による経済発展、とりわけグローバル化が進展した1980年

代後半からの海外直接投資 (FDI: Foreign Direct Investment) の導入を伴った高度成長は、様々な投資をバン

コクとその周辺県に集中させ るようになった。

一方、バンコクか ら離れた地方圏は、今 日まで概 して第一次産業によって経済が成 り立ってきた。山岳

部を除けばどの地域 も概 してコメが主要な農産物であ り、チャオプラヤ川の流域をはじめとする肥沃な地

域では住民はコメによる収入だけで生きていくことができたが、経済成長のための付加価値を生 じさせる

ことはなかなかできなかった。南部や東部ではコメの他に様々な商品作物、また天然資源が豊富に産出さ

れ、また人口もそれほど大きくないので、比較的恵まれていたが、東北部のよ うに塩害などの影響で農業

す ら振興 しにくい地域においては、長 らく貧困が蔓延 している状態であった。また北部 ・東北部は内陸に

位置 し、アジア諸国の高度成長を担 う製造業の中でも重化学工業や 自動車産業のように原材料や製品の重

量がか さむ産業の立地には基本的に不適 となってお り、そ うした地域では基本的に産業集積が形成 されな

かった。

こうした状況によって様々な投資や経済活動がバンコクを中心として行われるようになり、大きな地域

格差が生 じ、また人 口移動によって多くの労働者 (特に若者) がバンコクに押 し寄せるようになった。1997

年の経済危機までは世界最悪との評判 も多かった交通渋滞、また排気ガスや水質汚濁等の都市環境問題も

こうした経済活動の集中から引き起こされたものであった。

このような状況に対 してタイ政府は、圧倒的な首座都市バンコクとその他地域 との地域格差に対 して国

家計画により継続的な取 り組みを行なってきてお り、投資政策においても輸出振興、重要産業振興の他に

地域開発が大きな政策課題 として取 り上げられている、東南アジアの中でも非常に特徴的な国となってい

る1。そ して、絶対的貧困に対して農業改善事業など農村への対策が施 される一方で、国家全体のバラン

スの取れた開発については、地方の中心都市に拠点を整備 し産業を誘致 ・振興することによって達成する

とい うスタンスを取った。高度成長期の経済発展を担った製造業による拠点地域の地域開発が、地域格差

是正 と地方の振興において主要な役割を担 うとい う前提で、これから紹介 していく様々な政策が繰 り出さ

れてい くのである。

こうした政策の評価 については、すでにディクソン2などをはじめとする様々な研究者が、似たような、

しか し少 しずつ焦点を違える形で分析 している。ただ、その結論は 「依然としてバンコク集中」という論

調 と 「地方分散が進みっつある」という論調に分かれ、また場合によっては両者が混ざった形になってお

り、実際の状況が判然 としない状況にある。その原因の一つは、 「(大) 都市 (圏)」 「地方 (圏)」 の

概念が明確でなく、大都市圏を狭 く取った場合は 「分散」、広 く取った場合は 「集中」とい う結論になっ

1 和 田 正 武 (1996)

2 Chris Dixon (1999)

174



第四章 タイの地域格差是正政策と製造業立地政策 ・裂造業立地動向

ているためであり、また地域割がせいぜい県レベルのためバンコクを中心 とする都市圏がどの程度の広が

るを持っているのか、また産業立地がバンコクとどの程度の関係を持っているのかが判然 としないためで

ある。

本章ではまず、タイの地域格差是正政策を、高度経済成長を担った製造業の立地分散の視点か らレビュ

ー し、第一章 ・第二章で論 じたアジア諸国の地域格差是正政策の基本的な枠組みに鑑みて性質付けをする。

次に、実際の地域格差、また分散の対象としての製造業企業立地が種々の政策に対 してどのように反応 し

たかを示す。さらに比較的地方分権が行われやすい企業を絞 り込んだ上で、バンコク周辺に立地 している

企業と、地方に立地 している企業に対 してインタビューなどを行って立地要因等を分析 し、どのような性

質を持つ企業ならば地方分散が可能かを検討する。
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4.1.2. 地域格 差是正 政策の背景

4.1.2.1. 歴 史 的 な 状 況

タイは、戦前までは専 ら農業を中心 とした経済構造を持っており、気候や土壌の状況によって状況は異

なるものの、どの地域の経済も農林水産業によって成 り立っていた。製造業については、欧州系の貿易商

社や中国人商人を通 じて様々な商品、技術、情報が到達できる状況にはあったものの、これ らの企業や商

人は、精米業や製材業は別 として輸入品と競合する製造業の分野には殆ど関心を向けなかった。それはボ

ー リング条約などの通商条約で、タイの前身であるシャム王国の輸入関税が3%と いう低いレベルに設定

され、輸入品に対抗 して国内で近代的な工業を興すのが殆ど不可能な状況におかれていたからでもあった。

結局シャム王国は、ボー リング条約によって持ちこまれた自由貿易の原則に沿ってコメなどの一次産品に

特化 し、世界経済の中に 「農業輸出国」としての安定 した地位 を確立する一方、 「工業化」という面に関

しては18世 紀後半を通 じてほとんど見るべき進展がなかった。ほぼ同 じ時期に 「開国」した 日本が 「殖産

工業」の方針に従い、政府の積極的な介入や手厚い保護を通 じて工業化を急いだのとは、極めて対照的だ

った1。

また格差については、プラサー ト2によればそれは大きな問題 とはなっていなかったと言われる。プラ

サー トによれば 「たとえかつてのタイ社会が地位や役割によって王、貴族、平民、奴隷に分けられていて

も、このような階級の分化は階級間で利益をめぐって葛藤 を生 じたり、抑圧や搾取のためにひ どい損害を

もた らすようなものではなかった。社会は権力の濫用を防ぎ、過度の抑圧や搾取が起こらないようにする

ためのさまざまな手段を持っていた。都市と農村の生活様式のちがいは、同一の文化の中に共存 している

ため限 られたものとなってお り、便利 さや快適 さの享受や生活の中でのさまざまな機会にもさほど大きな

違いはなかった。」とい うことである。 したがって、現在のように地域格差が問題化するのは、 「外国と

の通商や西欧文化がバンコクの役割を変え、またバ ンコクとタイの他の地域、特に農村部 とのギャップを

はっき りと目に見える重要な問題にして しまった時以降」とい うことになる。プラサー トによれば、この

「外国との通商」とは、海外直接投資により製造業を基盤 とする経済成長が始まる以前、前述のボー リン

グ条約に遡ることができ、 「農民の貧困や都市と農村の間の格差の問題を議論する際に、マル クス主義学

派に属する研究者はラーマ4世 の時代 (1855年) にイギ リスの代理人であるボー リングがタイと条約を締

結するために訪れて以来、タイに浸透 した資本主義システムの邪悪性を強調する。」3と してお り、これ

がタイにおける地域格差問題の端緒であろうと考えられる。

また後述のマ レーシアの場合や、その他の東南アジア諸国では、植民地時代の影響による土地所有の不

平等に起因する階層格差や地元の民族 と華人との経済格差が大きく問題になるが、タイの場合、まず植民

地政策を経験せず、土地の使用は自分で耕作できることを基本政策 としたため、プランテーション産業は

外国人はもちろんタイ人にも原則的に許可されなかったことか ら、土地所有を不平等にせず、それが社会

の安定に貢献 した4といわれてお り、またタイ政府の中国人に対する同化政策によって他国のような華人

1 井 上 隆 一 郎 (1991)、p.67-

2 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リン フ ン グ (1995)

3 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リン フ ン グ (1995)

4 吉 原 久 仁 夫 (1999)
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としての強烈なアイデンティティは次第に薄れ5、民族格差によって生 じる問題は少なくなった。

近代政権は、戦前戦後をまたぐピブーン政権 とその後の経済開発を担うサリッ ト政権によって今の体制

の基礎がつ くられたが、ピブーンが経済ナショナ リズムに基づいた政府による市場介入を積極的に行った

のに対 して、1957年 に政権を掌握 したサ リッ トは民活化 とより自由な市場経済を復活させた。 しかし、ピ

ブーン政権までは政権が常に不安定であ り農村の貧困や不公平の問題の解決について検討す る時間がほ

とんどないほどであったのに対 し、サ リッ ト独裁政権の時代 (1959年 以降) になってようや く政権が転覆

されるような心配がなくなったため、この時期を境に政府が初めて農村開発 を重視するようになった6。

さらに冷戦構造の中で、共産主義者たちのゲ リラ活動の脅威を排除するために農村開発の必要性はさらに

高まり、それ以来タイ政府は農村開発、さらに工業化が軌道に乗 り始めると産業の地方分散を用いて地域

格差是正政策に取 りかかることになる。

4.1.2.2. 地域 格差 是正政策 を特徴 づ けた背景

地域格差是正 を含 む、タイ の国家政策 (と くに経済政策) を初期の段階で規定 したのは、まずサ リッ ト

政権に打 ち出 され た開発政策 であ り、 も う一つは世界銀行の ミッシ ョンであった。

タイで地方開発 を含 む経 済開発 政策 の基本 が形成 され、外資導入 を進 めたサ リッ ト政権 (1958～63) の

特徴 と して

(1) ピブー ン政権がそれ まで実施 した国営企業 中心の政策 を改め、民間企業主導の工業化 を進 めた こと。

(2) そのため積極 的に外国資本 を導入 したこと。

(3) 経済開発 計画を策定 し、産業インフラを含め工業化 の基盤整備 を図った こと。

が挙げ られ る7。1958年 の クー デ ターのあ と、サ リッ トは初 めて 「開発 (kan phattana)」 とい うタイ語を

使用 したが、その時以降、 「経 済開発」 とい う言葉 に加 えて非西欧型社会改造 を意図す る 「国の開発 」と

い う言葉 を好 ん で使用 した8点 に、アジアの開発 主義 の特徴が大 きく出ている と考 え られ る。藤原 はこの

点について、 「タイでは、サ リッ ト政権 の下で、すで に経済開発 を国家 目標 と して追求す る体制が50年 代

後半に実現 してお り、そ こでは 「国家 開発 の推進」 と 「政治的 な安定」を含む 「タイ式デモク ラシー」な

どとい う概念 に見 られ るよ うな、 「開発主義」にお な じみの レ トリックも現 われ てい る。 しか し、同時代

の他 の諸国で はその よ うな例は乏 しい。」9と して、 タイではサ リッ ト政権の時か ら、他 のア ジア諸国に

先ん じて国家 に よる開発 主義的体 制が整 え られた と主張 している。

地域格差是 正政策 との関係 で は、開発主義の下、国全体の開発 ・発展 を 目指す ために全 ての国民がその

成果 を現在 あるいは将 来享受 で きる とい う前提が必 要であ りそのために地域格差是正が唱 えられ る一方

5 この よ うに華人 のアイデ ンテ ィテ ィが薄れ た原因 としては、一般的 にはアユ タヤ朝以来王国が華人 をコ

メな どの商人 、また官吏 と して重用 して きた ことを挙 げる文献が多いが、吉原 は 「中国本土で共産主義勢

力が強 くな り、それ に影響 された華人が タイで増加 し始 めた ・・・。 タイ政府 は華人 をタイ文化 に同化 さ

せ 、中国人 と して のアイデ ンテ ィテ ィを与える組織 (たとえば 中国人 学校) を抑圧す る ことを決断 した。」

(吉原久仁夫 (1999)) と して戦後の取 り組み を挙げている。
6 プラサー ト・ヤム ク リンフング (1995)

7 赤木攻 ・末廣昭 (1995)

8 末廣昭 (1998-a)

9 藤 原帰一 (1998)
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で、実際 の経 済開発 の上記 (1)～(3) の特徴は基本的 に地域格差是正 をあま り顧みない方向性 を持っていると

い うことがい える。(1) は 自由な企業活動 とを認 め不必要な政府 の干渉 を排除す るこ とか らよ り生産効率の

高い地域 での立地集積 を促 し、(2) も (1) に も関連 して外資が政府 の政策 と弱 い連 関 しか持 たず、タイの既存

の地域構 造に基づいて産業基盤上で も労働 力調達 の上でも地方 よりも圧倒的 に優位 にた っていたバ ンコ

ク及 びその周 辺県に集 中す ることにな った10。実際 に1980年 代後 半か ら工業化 中心の経 済開発 が軌道にの

って くると、開発政策 の推進は農業 よ りは工業に、生活環境 よ りは生産力の 向上 に、そ して農村 よ りは都

市 に力点 を置 く経済政策 に傾斜 してい った11。 こ うしたことか ら、タイの国土 ・地域格 差政策 はその初期

の段階か ら、第一 章で指摘 した ような国 土政策 の二面性 を持つ こ とに なった と考え られ る。

も う一つ 、タイの国 土政策 ・地域格 差是正政策 を規定す るこ とになった世界銀行 の提言 については、50

年代 中頃か らタイ側か らの援助要請 が強 まったのに応 じて、よ り本格的 な支援 に乗 り出すため世界銀行の

調査 団がタイを訪れて詳細な調査を実施 し、1959年 に一連 の勧告を含 めた報告書 『タイ国公 共開発計画

(Public Development Program for Thailand)』 がその後の タイの経 済政策 とともに国土政策 を規定す るこ とに

な る。その提案の要 点は、(1) 民間企 業に よる投資活動 を促進 し、産業活動に 占める民間部門の比重 を高 め

る、(2) 政府は電力 ・運輸 ・通信な どのイ ンフラ部門に投資を集 中す る、(3) 外 国か らの投資 、借款 な どを積

極的 に導入す る、(4) 国家 としての総合 的な開発 計画を策定す る、な どで あった。 この報告書は、その ころ

影響力 のあった米 国の経済学者W.ロ ス トウ (Walt W. Rostow) の開発 理論 、つま り 「投資 の加速に よる 『ビ

ッグプ ッシュ』 に よって経 済のテイ クオ フを図る」 とい う主張か ら影響 を受けた ものであった12。この う

ち (1)～(3) はサ リッ トの経済政策 の特徴 として もす でに紹介 したが、(4) がその後、1961年 に始まる国家経済

社会5ヵ 年開発 計画 (NESDP: National Economic and Social Development Plan) 13として今 日までのタイの国土

政策 の根幹 となってい る。 この後紹介す る、1977年 投資奨励 法に基づ いてBOIが 所管 してい る投資奨励 地

域 の設 定 (1983) な どの政策、イ ンフラ整備 と してタイ工業団地公社 (IEAT: Industrial Estate Authority of

Thailand)) 等 に よる工業団地の立地、大規模 開発 としての東部臨海開発計画 (1980)、 またその他各種産業

関連 の基 幹イ ンフラの建設 に もこの国家経 済社会 開発計画がす べて強 く影響 してい ると考え られ る。

一方、地域格差が実際 に拡大す る高度成長期 に政策 を規定 した要因は、上記の よ うな歴 史的背景の他に、

グ ローバル化 の影響が ある。特に経済成長の過程 に不可欠な大規模 な資本の供給元 を外国に求め、海外直

接投 資を柔軟 に受 け入れ る必要 があったこ とが挙 げ られ るが、同 じよ うに高度成 長 を周辺諸国 との投資受

け入れ競争 の 中で、かつて 日本 が 「閉 じた」国土空間の中で行 ったよ うな産業立地誘導のための政策 とは

違 い、規 制ではな く税制 な どの優遇政策 中心の政策に なった ことが、地域格差の是正には大きな足かせ と

なった。 これ につい ての詳細は、以下に各計画や 政策別に項 目を立てて述べ ることにす る。

10 生 田 真 人 (2000)、p.240

11 赤 木 攻 ・末 廣 昭 (1995)

12 井 上 隆 一 郎 (1991)、p.96-

13 第 一 次 の み 国 家 経 済 開 発6ヵ 年 計 画 。
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4.1.3. 国家経済社会 開発計画

4.1.3.1. タ イ に お け る 国 家 計 画

○由 来

サ リッ ト政権 は、前項 で述べ た ような背景 のも と、世界銀行 の勧告 を受 けるよ うな形で経済開発 の体制

づ く りにす ばや く対応す る。まず1959年 の うちにそれ までの経済顧 問委員会 の機能 を分離独立 させ る形 で、

国家経済開発庁 (NEDB: National Economic Development Board) と投資委員会 (BOI: Board Of Investment) を設

置 した。い ずれ も、閣僚 レベル の委員会 とその事務局か らな る、首相府 直属 の強力 な権限 を持つ経 済官庁

で あった1。 そ して前者 が策 定を担 当 したのが1961年 の (第一 次) 国家経済開発計画 (NEDP: National

Economic Development Plan)、 の ちの国家経済社会開発計画 (NESDP: National Economic and Social

Development Plan) であ る。 この計画では、公的資金の計画的な配分 を重視 し、なかで も世界銀行や米 国か

ら供与 され る開発援助 が、計画に沿 って最大限に利用 され るよ うな体勢が構 築 された。関係 各省 は、この

計画に沿 って予算編成 と事業の実施 を進 め、NEDBは その総合調整 にあた るとい う仕組み である。 これ に

よって、特 に農 村での道路網や灌漑 システ ムが整備 され、また工業発展 を支 えるための道路 ・港湾 ・電力 ・

水道 ・通信 な どのイ ンフラ部門が拡充 された2。

また国家計 画の策 定につ いては、世界銀行 の勧告 にも関連 して、コロンボプランの影響 も指摘 され てい

る。 英連邦外相会議が1950年1月 にセイ ロン (現 ス リランカ) で開催 され、独 立を認 めた英領アジア諸国

に対す る経済援助 、いわゆる コロンボプランを決定 した。そ して同年5月 の第1回 コロンボ計画協議委員会

では、翌年51年 か ら加盟途上諸国 に 「経済開発6ヵ 年計画」 の作成 と実施を義務づ け、これ らに対 して資

金援助 を行 な うこ とを決議 した。末廣3は この ことをもって、南 ・東南アジア諸国での経済開発 計画の導

入は、独 自の計画 をす でに持 っていたイン ドを除 くと、この コロンボ計画へ の加盟や世界銀行 の提言 の受

容が契機 になってい る場合 が多い と指摘 してい る。タイはイ ギ リスの植 民地ではなかったが、米国等 の援

助国や 国際機 関の他 、 ビルマ (現 ミャンマー)、 マ レーシア等周辺諸国 にも影響 され、イ ンフラ支援な ど

を中心 とした援助受 け入れへ の枠組み を構築 した と考 えられ る。

○効力

タイにおいては現在 にいたるまで、国家経済社会開発計画が、全国レベルでのインフラ整備、産業立地

誘導や地域格差是正政策に非常に大きな影響を与えていると考えてよい。それは、様々な計画体系の最も

上位に位置す る中期計画 (五カ年) であること、タイ政府はこれより長期あるいは包括的な計画を持たな

いこと、内閣の承認 を必要としていること、策定機関である国家経済社会開発庁が予算配分等に関 して大

きな権力を保持していることなどがその理由として挙げられる。

しかし実際にどの程度強力であるかは意見が分かれ るところであり、 「タイの計画が国家 (あるいは指

導者) の強力な意志を表明し、場合によっては強権を以て実施されるとい う性格を持たず、行政府のテク

ノクラー トによる経済全体の穏やかな方向付けという性格が強く表れている」といった意見4や、 「計画

によって定められるものはあくまで目標であって、経済実績や実際の政策推移を必ず しも示 しておらず、

また実施に関する強制力はほとんどない。したがって、この計画をタイの理想的な開発の青写真 ととらえ

1 井 上 隆 一 郎 (1991)、p.96-

2 井 上 隆 一 郎 (1991)、p.96-

3 末 廣 昭 (1998-b)

4 バ ン コ ク 日 本 人 商 工 会 議 所 (1995)、p.46
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ることは出来ても、実現のための実行力をともなったものではない。実際に政府各部局が個々に担当する

政策は、これ ら 『指示的経済政策』 とも呼べる国家経済社会開発計画にとらわれない」5といった、計画

の効力を疑問視する意見も多く出ている。確かに、実際の各インフラ整備は内務省などを中心 とした各イ

ンフラ担当官庁に権限があ り、またこれから見ていくように現実との乖離は顕著であるが、一方で後述の

主要インフラ整備事業、大規模開発事業、投資政策については、程度の差はあれ国家経済社会開発計画と

大きな乖離を生 じているわけではない。

4.1.3.2. 第 一 次 ・第 二 次 計 画

初めて策定された第一次国家経済開発計画 (1960-66) においては、基本的に現在まで続いている民間主導

の開発、外国資本に対する柔軟な姿勢といったことが打ち出されている。第一次計画での最大の特徴は、

経済政策は民間、インフラ整備は政府 とい う役割分担を明確に示 したことである。またこのころの工業開

発の目標は、主に輸出代替工業の育成であり、輸出増による貿易収支改善を目指 していた。そのために外

資導入などの積極的な導入も図 られた。結果 としてこの時期、平均年8%と い う経済成長 を成 し遂げ、タ

イの最初の開発計画としてテイクオフは成功 し、輸入代替工業化が進んだ。

第二次国家経済社会開発計画 (1966-71) は、第一次計画を継承 しつつ も、計画に 「社会」の言葉を付け加

えて明示 したことから所得格差の是正、地方分散、農村開発についても問題意識を示すようになり、タイ

の地方農村部の貧困緩和についての政策を打ち出 した。この時期は当時のタイ経済に大きな影響力を持っ

ていたアメ リカ合衆国か らのベ トナム戦争関連の軍事支出や直接投資の減少、さらに一次産品の下落など

が影響 し、成長率は第二次計画の目標に至 らなかった。

両時期を通じて地域格差是正政策は、農村部の貧困緩和や共産化対策などに限られ、一方インフラ整備

による産業基盤の増強はバンコクを中心とする首都圏の地域に限られ、所得格差、地域格差の問題はこの

時期から顕在化 していくことになる。そもそも1960年 代は、ピシッ トが後年述べるように 「国の初期的成

長を達成するために一次的な集中が必ず しも悪いとい うわけではない」6とい う認識が一般的であったと

考えられる。

4.1.3.3. 第 三 次 計 画

1972年 か らの第 三次国家経済社 会開発 計画 (1971-76) は、第二次計画の期 間までに さらに問題化 した所得

格差 、地域格差 の問題 に対 して、県単位 の計画7ま で含 めて具体的 な計画が策定 された初 めての計画 と言

われ ている。デ ィク ソン8が 「当時はベ トナム戦争 と共産勢力の拡大 に対応す る形での東北開発支援策で

あ り、また実際に実行力 のあ る政策 は行 なわれ なか った」 と指摘 す るものの、1972年 の タイ工業団地公社

(IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand) の設 立等 も合 わせて、「タイ にお ける工業の分散化政策 は、1970

年代 に入 り、第 三次国家経 済社 会開発 計画 (1971-76年) で初めて明言 され た」9と して、地方分散政策 の

始ま りを この第 三次計画の始ま る1970年 代前半にお くとい う意見が多 い。

全体的 な経済政策 と しては、まず投資奨励法 を改正 (1972) して投資委員会の権 限強化 と地方産業の強化

5 国 土 庁 大 都 市 圏 整 備 局 ・名 古 屋 市 (1995)

6 Phisit Pakkasem et al (1977)

7 国 土 庁 大 都 市 圏 整 備 局 ・名 古 屋 市 (1995)

8 Chris Dixon (1999)

9 秋 野 晶 二 (1998)
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が謳われた。BOI権 限の強化は外国投資の制限や誘導を強め、これまでのような自由経済と外資を導入し

た輸入代替産業の育成から、選別的に輸出型の製造業を育成する10という方針が見て取れるようになった。

この輸出型の製造業育成に関し、IEATを 中心として後述の工業団地や輸出加工区の整備が計画に盛 り

込まれ、実際に整備 され ることになった。これ と共に北部及び東北部で地方成長拠点の整備が考案され実

際に9都 市が指定されてお り、この 「拠点」とい う概念は成長の極理論に基づいた地方分散政策であり、

後述するように各次計画において 「地方拠点都市」 「地方開発拠点」 「工業開発拠点」など様々な用語 と

定義 を以て定 め られ る ことになる。

4.1.3.4. 第 四 次 計 画

1976年 か らの第 四次計画 (1976-81) になる と、都 市 と農村 の所得格 差の解消 を狙 う社会開発戦略 と、貿易

収支の改善を目指す輸出振興計画に重点が置かれ る11。特に産業振興 ・地域開発 と所得分散を結びつけて

推進 しようとする意図も働いて、地方企業や中小企業の振興が大きく掲げられるようになる。特に地方で

の雇用を生み出すため、資源配分や産業構造の改善が謳われることになる。2002年 現在まで様々なゾーン

区分によって行われている投資優遇措置もこのときに最初に行われている。これと同時に東部臨海開発計

画の中心的な役割を果たす大規模工業開発計画がスター トすることになり、重工業の保護政策 と共にタイ

の工業開発が本格化する。

この第四次計画における地域格差是正、産業地方分散政策をもう少 しよく検討 してみると、第四次計画

の基本方針 と してまず、国 内格差 を減少 させて社会的公平 (Social Justice) を達成す るこ とが挙 げ られ、これ

までの地域 ・社 会格差 の根源 には、(1) 経済活動 の多様性が他地域で見 られず 一次産 品に頼 っている、(2) 農

業 も工業 も生産 が中央部に偏 っている、の2つ で あると している。NESDBの 高官 (のちに長官にまでな

る) ピシ ッ トは、 「この時期の タイの計画担 当者 (Planner) 12によって適用 され る地域開発の戦略が、遅れ

た地域の経済構造を改善 して所得分配の不釣合いを減少 させ ることにある」13、 「第四次計画では地方分

散政策 にかな りの ウェイ トが 占め られてい る。 文面で も3章 分 (分散的都 市政策、基礎イ ンフ ラの分散 、

社 会 サ ー ビ ス の 分 散 (す べ てDecentralization)) で 述 べ られ て い る 」14と し て 、産 業 の 分 散 に よ る 地 域 格 差

是正 を 目指 してい ることがわか る。具体的には、(1) 所得再分配 と貧困緩 和 (農村化対策な どを指す)、(2)

農業生産物を多様化 し、都市での生産 とのリンクを増強 して地域の生産構造を改善 (具体的には農産加工

業や資源依存型工業の振興を指す)、(3) 社会的政治的に安定 していない地域を指定 して開発を援助 (共産

化対策などを指す)、(4) バンコク大都市圏以外での雇用を促進 (公共投資や産業振興等を指す)、 という

4つ のアプ ローチ の組み合 わせ15と なっている。

また第四次計画では、具体的な地方開発の戦略としていくつかの地方都市の開発が盛 り込まれ16、地方

での地域開発 を促す ために地方都市成長拠点 (Regional Urban Growth Centers) の開発 のた めのガイ ドライン

が 設 定 さ れ た 。 こ れ をPakkasemは 「世 界 銀 行 の い う と こ ろ の 『第 二 の 都 市 (Secondary Cities)』 の 育 成 が 目

10 井 上 隆 一 郎 (1991)、p.114

11 井 上 隆 一 郎 (1991)、p.120

12 NESDBの 政策担 当者 を指す もの と思われ る。
13 Phisit Pakkasem et al (1977)

14 Phisit Pakkasem et al (1977)

15 Phisit Pakkasem et al (1977)

16 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リ ン フ ン グ (1995)
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的 となる。 …政 府 は これ まで成長極 を各地に配置す る計画を策定 してきたが、政府 の供給力や技術力 に

限 りがあるので第四次計画では (第三次計画の) 9都 市か ら5都 市 (チ ェンマイ、コラー ト、コー ンケン、

ソンクラー 、ハ ジャイ) に絞 った。」17と してい る。第三次か ら形 を変 えなが ら行 われ てきてい る拠点 の

指定 は、当時 のタイにおいて 「成長セ ンター戦略 (Growth Centre Strategy)」 と呼 ばれ、前述のペ ルー による

成長の極理論 に似 てい るものであるが、この場合具体的には、地域開発格差 を提言 させ るための工業分散

と、新規資源開拓地域 にお ける開発 とい う2つ の意 味において適用 され た とい うことになっている18。た

だ し上記5都 市 が全 面的にバ ンコクの代替地 になる とい う認識 は薄 く、そ のこ とは ピシ ッ トの 「これ ら5

都市 を取 ってみ て も、輸 出志 向型やハイテ ク消費財工業ではバ ンコクに太刀打 ちで きる都市は少 ないだ ろ

う。 しか し、アグロインダス トリーや地域サー ビス ・消費財、天然資源依存型産業な どでの成長 が見 こめ

るだ ろ う。」19と いった認識 に も表れ ている。

4.1.3.5. 第 五 次 計 画

1981年 か らの第五 次計画にお いては、第三次計画か ら対応 が続いた地域格差 ・所得格 差解 消 とい う課題

に加 え、世 界的 な不況に よって もた らされ た経 常赤字 、インフ レー シ ョンな どに対応す るため、開発 にお

け る 「新 しい方向性」が模 索 され た。具体的には、輸 出産業の育成 ・振興 を第一 目標 に様 々な開発計画が

策定 され、特 に後述 の東部臨海 開発計画 (ESBD: Easeten Seaboard Development Plan) が本格 的に始動 したのは

この ころであ った。

地域格差是 正 との関連 では、これまでの国家計画の中でこの第五次計画が地方分散 を最 も意識 した時期

と考 えられ る。第 五次計画の準備期 間中、農村 ・都 市間や地域間の格 差の是正について過 去四つ の計画の

失敗 を見つ け出 し、農村 の貧困 と戦 うための新 しい戦略や方法 を探す ために内容についての深い分析が続

け られた20。 工業分散 については、5カ 所 (6都 市) の 「地方都市拠点 (Regional Urban Center)」 が経済活

動の空間的拡散 を狙 い として設定 され 、これ らの地域の工業 開発に よる生産活動の活発化 を通 じて、地方

振興 を 目指す計画 が策 定 され た。これ らの5地 域において、都市内の経済活動に必要 なサー ビスの効率的

な供給 を 目指 してイ ンフラ整備 を集 中的 に行 うとしてい る。交通 ・通信 ・水供給 ・工業団地等産業 に直接

必要 なイ ンフラは もちろん、住宅やス ラム改善まで含 めた総合的 な整備 を 目指 した21。

しか もこの時期 の政策 は、農業開発 よ りも工業化 による地域格差是正 とい う視点が強 く出ている。製造

業のGDPに 占める割合 が農林水産業 を しの ぐのはこの頃であ り、また これ以上農村の過剰 人 口が移動 し得

る未開拓地 は残 され ていない ことか ら、これ らの都 市での工業開発 とサー ビス関連業が農村か らの移動者

に職 を与 えるこ とが重要 とい う認識 が強 かった。第五 次計画の 目標 の中には、 「バ ンコクよ りも地方の工

業化 を早 く」 「バ ンコクや周辺県での投資振興は続け るべ きではない (但 し労働集約 的な輸出工業 だけは

例外)」22等 の文言が あ り、地方 の工業化 を通 じて地域格差 を解消 してい こ うとい う意図が強 く表 されて

いる。

17 Phisit Pakkasem et al (1980)
18 Phisit Pakkasem et al (1977)
19 Phisit Pakkasem et al (1980)
20 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リ ン フ ン グ(1995)

21 National Economic and Social Development Board (1982)
22 National Economic and Social Development Board (1982)
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図4-1 第五次国家経済社会開発計画における

開発拠点都市

出 典: NESDB (1981)

○地 方都市拠 点

「地方都 市拠点 (Regional Urban Center)」 は地方の工業化 の起点 とな る都 市であ り、イ ンフラス トラクチ

ャー と公益事 業 を重点的に行 う開発 戦略の中心 となる地域であ る。集 中的 な研究 を踏 まえて六つ (チ ェン

マイ 、コー ンケン、ナ コンラチャシマ 、チ ョンブ リ、 ソンクラー、ハ ジャイ) の 「中間都 市」(あ るいは

「第二都市」) の経 済社 会基盤を強化す るプ ロジェク トの リス トが用意 され 、その 中には交通 、通信 、水

供給 、工業団地な どの産業イ ンフラの他、住宅や スラム改 善な ども含 まれてい る。 これは明 らかに特に地

方 か らバ ンコクへ の移住 のペー スを鈍 らせ ることを期待 して採用 され たもので あった23。 こ うした拠点の

指定 は、次 の第 六次計画 に も引き継がれ、拡大 され ることになる。

ただ し、だか らといってバ ンコク大都市圏 において大きな規制が加 え られた とい うわけではな く、基礎

的 な工業 を振興す るための新 しい工業地域の開発 を進め るために東部臨海 開発 地域 での新経済地域 (New

Economic Zone) を計画 し実行 した他、高速道路 の建設な どバンコク大都市圏での交通 システムの改善プ ロ

グラム を始 めた り、バ ン コクでの水供給等 の改善 とともに洪水 対策プ ログラムの第 一段階 を始 めるな ど、

バ ンコクとそ の近郊 で も、その必要性 に応 じてイ ンフラ整備 をせ ざるを得なかった。 これ について ピシ ッ

トは、 「現実的で統合的 なプ ログラムをもって効率的 で秩序だ った開発 をバ ンコク大都市圏 において行 う

現実的なニー ズがあった。もちろん他 の地方都 市でのプロジェク トや東 部臨海 での新経済地域の開発 な ど、

23 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リ ン フ ン グ (1995)
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段階的に分散化を目指す都市政策が必要ではあったのだが…」24と述懐 している。また実際の財政出動は、

当時の逼迫 した財政状況と東部臨海開発地域への大規模投資を反映 して、それほど強力なものにはならな

かった。

4.1.3.6. 第 六 次 計 画

1986年 に始 まる第 六次計画 (1986-91) の時期 は、高度成長 が始 まる とともに本格 的な国際競争 の時代に対

応すべ く様 々な施策 が計画 ・立案 された時期であった。基本 的には、(1) 開発 にお ける効率の増大、(2) 生産

構造や基礎的サー ビスの改善、(3) 富の分配 と公平性の強化、 とい う3つ の開発戦略 のも と、まず鮮明な民

活推進路線 を打 ち出 し、また第五次 の地方拠点都 市戦略の拡大 によって地方振興 を図 るべ くイ ンフラ整備

を推進 した。また予想 を遙 かに上回 る経済成長に対応す べ く、第六次計画は89年 に改訂 を余儀 なくされ た

が、その 中で地域格差の是正 の一手段 として、地方分権 (地方への政府権 限委譲) が クロー ズア ップ され 、

投資 に関す る優遇 措置の 申請や工場設 立の許可 に関す る権 限を地方 に分散、あるいはBOI等 の地域事務所

を新たに設立す るな どの提言がな され た。

地方分散政策 については、第五次で定め られ た地方都市拠点に加 え新 たに19都 市が拠点 と認 定 され (図

4-2)、 開発戦略 の一つ である (3) 富 の分散 と公 平性の強化 を空間的な計画で裏 打ちす る形 となった25。

しか しなが らこの時期 は、外 資導入 による経済成長及 びそれ に対応 した民活推進路線 を鮮 明に打ち 出 した

時期 であ り、中小企業や地域産業 の具体的 な育成策を打ち出す には至 ってお らず、また経 済成長 を優先 し

ているた め、地域格差是正 、地方分散政策 自体について も取 り組みは第五次計画に比べ て鈍 い ものとなっ

ている。この ことは、やは り開発戦略の一つであ る (1) 開発にお ける効率の増 大を裏打 ち してお り、政府 は

イ ンフラ整備等の基盤 づ くりに集 中 し、実際の経済活動 は民間 に委ね るとい うスタンス となっている。結

果 として この時期、 日系企業 をは じめ とす る外資の導入が爆発的 に増大 し、観光産業の振興 とともに経済

を大幅に拡大 させ た一方 、地域格差や階層格差、さらにはあま りに も急激な経済成長に付随す るイ ンフラ

問題 (電気、水道 な ど)、 都市環境問題 (交通渋滞、水質汚濁な ど)、 労働力 問題 (熟練労働 者不足な ど)

を露呈 させ た。

経済成 長 との関連 で 、この時期に地域 格差是正 が どのよ うに捉え られ ていたか を ピシッ トの文献でみ る

と面 白い。 これ まで紹介 してきたよ うに、ピシ ッ トは第五次までの文献 の中で、その程度 の差はあっても

バ ンコク集 中はそれ ほ ど望ま しい ものではな く地方分散 によってバ ランスの取れた開発 を 目指すべ きだ

とい う認識 を示 してきた。 しか し、第六 次計画策定の時期 に書かれた彼 の文献26で は、 「政府 は これ まで

の経 済政策や投 資優遇 システムが、バンコクの一極集 中の強化に大 きな役割 を果た してきたこ とを暗に

(implicitiy) 認めて きた」 とい う認識 を示 した上で、 「経 済構造 、社会サー ビス、人 口や雇用の分析 か ら、

バ ンコクは引き続 き社会 ・経済 ・行 政の大きなセ ンター と して非常に重 要な地位 を占め ることにかわ りは

ない と思 われ る。それ は、も し第二都 市への分散政策や東部臨海 での新経済地域の政策 が行 われ ていた と

して もだ。 したが って 、将 来的 には、バ ン コクの成長 をフィジカル プランや 土地利 用規制 に よって止 める

(stop) のではな く、バ ンコク大都市圏の秩序だ った効率的 な成長のた め 「効率的な都市管理計画(an effective

urban management plan)」 を進め るべ きである」 と、全 く正反対の見解 を示 している。特 に大都 市の立地を

24 Phisit Pakkasem et al (1987)

25 National Economic and Social Development Board (1987)

26 Phisit Pakkasem et al (1987)
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阻む規制 には否定的で、 「これ までの (集中) 規制政策 (Control Strategies)」(ゾ ーニ ング規制、多極化 、

第二都市 な ど) は うま くいっていない」 「政策 におけ る私の立場 は、大都市圏 の成長 を抑制す るような早

ま った試 みは経済的 にみ て妥当ではない とい うものだ。政府政策 は、大都 市圏の成長 を止 めるこ とではな

く、 もっ と効 率的に運営す ることに力を注 ぐべ きである」 としている。そ して 「バ ンコク大都市圏が20年

間の タイ経 済成長のエ ンジン となっていたのだか ら、第六次計画の方 向性 (経済成長) について、バ ンコ

クでの首都 圏の開発 は望ま しい と言 うこ とになる。 …タ イの開発の成功は、バ ンコク大都市圏の開発政

策 の成功 に直結 してい るだ ろ う」 とまで言い切 ってい る。

図4-2 第六次国家経済社会開発計画における

開発拠点都市

出典: NESDB (1986)

すでにNESDBの 副官 、のちに長官 とな るピシ ッ トの こ うした見解が第六次計画や それ に基づ く政策や

予算配分 に どの程度影響 したかを正確 に測 ることは難 しい。実際 に第六次計画では合計で24も の開発拠点

都 市が指 定 されてお り、開発 の基本戦略 と合わせ て少 な くとも見かけ上は地方分散政策の継続 を表現 して

いる と考 えられ る。 しか し同時 に民活化を求めているこ ともあって、実際 の政策 レベルでは 自由な経済活

動に よる経 済成 長 をある段階 で達成 し、それ までは 「ハー リー ・リチ ャー ドソン もい うよ うに一極集 中

(High Levels of Primacy) が欠かせない」 し、地域格 差は 「『極化 の反転 (polarization reversal)』によって 自動

的に解 消す る」27と い う認識 がかな り強かったのではないか と考え られ る。

4.1.3.7. 第 七 次 計 画

第六次計画期の高度経済成長 を踏 まえて、1991年 か らの第七次計画 (1991-96) では、成長の可能性 を最大

27 Phisit Pakkasem et al (1987)
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限に活用 す ることを重視す るべ き と言 う議論 と、経済成長 を多少犠牲に して も開発 の質 と社会的厚生の追

求を優先 すべ きとい う議論が併存す る中で、 「開発のバ ランス重視」 とい う目標28に 落 ち着いた とされて

いる。第七次計画 での課題 には、国際市場で の競争力の維持 、貯蓄 ・投資のア ンバ ランスの拡大抑制、基

礎的イ ンフラサー ビス ・エネル ギー不足 の解消、熟練労働者不足の改善、さらには当時深刻化 していた森

林破壊 に代表 され る自然資源 の劣化 及び環境汚染対策な ど、新たな段 階を迎 えたタイの成長段階 に対応 し

た ものが多 く挙 げ られてい る。

地域格差是正 については、文言上、第三 次以来 引き続いての対応が模索 されてい るものの、これまでの

計画 に見 られ たよ うにバ ンコク及びそ の周辺県か ら産業活動 を地方に分散 させ る とい う地方開発一辺倒

の 目標で はな く、す でに計画段階 でバ ンコク東南部29への都 市 ・産業活動の展開 を、第七次計画の文言 で

すで に前提 としてい る。新 しく4つ の地域 に後述 の 「新経 済ゾー ン」や 「工業開発拠点」が設定 されたが、

同時 にバ ンコク とその周 辺に集中 した産業投資に対 しても肯定的な意 味を与え、都心部 での過密 を緩和 し

なが らも、大都 市圏 として さらなる発展 を 目指す意図が記 され てい る (図4-3)。 一方1992年 に成立 し

たチ ュア ン ・リー クパイ を首相 とす る政権 にな ると産業の地方分散政策が強化 され、 「都市部の一極集 中

問題 を解 決 し、地方 への開発機 会を分散 させ るこ と」 を基本方針 とした首相 を委員長 とす る 「農村 開発 ・

地方発 展分散委員会 (The Rural Development and Provincial Decentralization Committee)」 が設置 されてい る。

第七次計画30に おいては、工業分 野での地方分散の項 目の中で、地方分散が進 まない理 由について、

(1) 基礎的サー ビスの不足

(2) 財政的な障害、

(3) 市場的または技術的問題

(4) (バ ンコクとの)距 離的問題

の4つ を挙 げてい る。具体的 には、東部臨海 開発地域以外の地方県におけるイ ンフラが以前 として不足 し

ているこ と、地方都市 での労働力 の質 が劣 ってい ること、地方 自治体 の財政的 ・技術的能力が不足 してい

るこ と、地元企業 に対す る支援 が十分 でない こと等が挙 げ られてい る。

この よ うな課題 に対 して、第七次計画では これ までの一次元的な拠 点の概念 に加 え、面的な ゾーンでの

開発促進が述べ られ 、(1) 東部地域 (マプタプ ッ ト、 レムチ ャバン、 ウタパ オ周辺)、(2) 東 北地域 (ナコ

ンラチ ャシマ 、コー ンケン、ウボ ンラチャタニ周辺)、(3) 北部地域 (チ ェンマイ、ピサヌ ロク周辺)、(4)

南部地域 (ク ラ ビ、ソンク ラー、ス ラタニー周辺) の計4つ の地域 に 「新 経済 ゾー ン (New Economic Zone)」

が設定 され 、広域 的 な整備 が行 われ るこ とになった。 また第五次 ・第 六次計画 の地方拠点都市の後身 とな

る 「工業開発拠点 (Industrial Development Core)」 が、チ ェンマイ 、 ピサヌ ロク、ナ コンサ ワン、 コーンケ

ン、ナ コンラチ ャシマ、サ ラブ リ、 ラチ ャブ リ、スラタニー、 ソンクラー ・ハ ジャイの計9つ (10都 市)

指定 され、イ ンフ ラ整備 がその重点課題 と して設定 されている。工業都市拠点 を中心 として工業団地、公

共施設 、ア メニテ ィ施設 を設けて開発 ポテ ンシャル を高め、労働者 訓練や優遇措置 を含 めた包括的な政策

で拠点への投資 を支援 し、工業の地方分散 を進め るとい う狙 いとなっている。

28 National Economic and Social Development Board (1992)

29 す で に 開 発 が 進 ん で い る 東 部 臨 海 開 発 地 域。 一 部 は バ ン コ ク 大 都 市 圏 に 含 ま れ る (中 心 か ら80～180km)。

30 National Economic and Social Deveiopment Board (1992)
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図4-3 第七次国家経済社会開発計画における

工業開発拠点と新経済地域

出典: 各種資料

4.1.3.8. 第 八 次 計 画 と経 済 危 機

1996年 からの第八次計画は、それまで約10年 間の高度経済成長を受けて、その間に生 じた様々な課題に

対応するとともに、より社会的な側面を重視するべ く 「人間の発展」をキーワー ドに、経済成長以外にも

様々な目的 と目標を達成することが明記された。 もちろん地域格差是正も課題の一つとして挙げられ、

人々の生活の質を向上させ るため、地方や農村地域の開発ポテンシャルを構築 し、地域開発アプローチを

用いた機会 と成長の分散のための政策指針や、開発への参加の拡大 と成長の再配分、都市問題の解決等31を

戦略の一つ として挙げた。一方で、経済の安定化については国際収支の改善などが含まれて多少の意識は

されていたものの、基本的にはマクロ経済の成長持続には暗黙の了解が置かれた上での計画であ り、バン

コク大都市圏の立地集中に対する強力な対応策が特に予定されているわけではなかった。

この第八次計画は、1997年 に発生 した金融危機、経済危機によって改定と大幅な方針変更を余儀なくさ

れた。内容的には、IMFの 融資条件 ・新憲法 ・様々な国際会議で進められている貿易 ・投資の自由化を考

慮に入れ る、資源配分の最適化を図る、開発プロジェク トの優先順位 ・延期 ・中止 ・縮小の基準の明確化

に努めるなど、危機からの復興を示唆 してお り、地域格差を是正するような政策 (地方でのインフラ整備

など) は、この経済危機によって主要な国家的課題からとりあえず姿を消すことになる。

31 バ ンコク 日本 人商工会議所 (1997)、p.96
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4.1.4. BOIの 政 策 ・投 資 奨 励 地 域

タイにおけ る実際の産業 立地 の地方分散政策 は、効力の強 さは さておいて も、業種別 、地域別 な どに細

か く設 定 され た包 括的な もので 、地方での産業誘 致を行 ってい るアジア諸国の 中で もと りわけ特徴的な も

の となっている。

投資を規制 ・優遇す る法律 自体 は、1954年 に設置 され たタイ投資委員会 (BOI: Board of Investment) と1977

年に改訂 され た投 資奨励 法 を元に現在 まで進 め られてい る。BOIは 、設 立 された1954年 当時か らしば らく

は単に産 業奨励 法 (投資奨励法 の前身) の運用 窓 口としての機 能 しかなかったが、サ リッ ト政権下の1959

年 に改組 され 正式発 足 して権限が強化 され、1977年 の投資奨励 法制定以降は、現在 のよ うな体制で製 造業

な ど多 くの産業 の投 資につ いて総合的 に管理す るよ うになった。国の政策に合致す る投資プ ロジェク ト

(国外 ・国内 とも) に対 して広範 な財 政的、非財政的な特権や保護 を与 える権限が与 えられてお り、また

外 国人投 資家 に対す る政策 ((1) 投資奨励政策、(2) 外国人の職業に対す る規制 、(3) 企業に対す る規制) の中

では、税 ・土地 な どの規制 と恩恵供与 、ワークパー ミッ ド (労働許 可) 等 を与 える役 目を持ってお り、特

定 の条件 (輸出比 率な ど) を満 た した企業に対 して ワンス トップサー ビスセ ンター として機能 している。

秋野1に よれ ば、BOIが 地方への工業分散化のための投資奨励 策 を導入 しは じめたのは、1978年 以降 と言

われてい る。 当初、一般工業 ・ア グロイ ンダス トリー ・輸出志向工業の3つ の工業 に分類 して、そのそれ

ぞれに特定の郡 を指定 して奨励 しよ うとしていたが、78～86年 までは4つ の地域 を設定 し、そのそれ ぞれ

に特定の郡 を指定す る形 で奨励 が行 われ るようになった。こ うした考え方 は、投資 をよ り多 く呼び込 も う

とす るBOIの 政策が 、国家経 済社会 開発計画 による地方分散の意図 とい う影響 を受 けてい ると考えること

がで きる2。

しか しなが ら、結果 と しては1980年 代前半まで特 に包括的に地方分散 に関連 した政策はBOIで は行 なわ

れていなかった3と い う認識が強 く、こ うした ことを踏 まえて1987年 以降、地域格差 の是正 を念頭 におい

て、プ ロジェ ク トへの投資 の立地点がバ ンコクか ら遠 くなるほ ど税制 を中心 とした優遇 措置が手厚 くな る

よ うな ゾー ンに よる地域の差別化 を行 うことになる。 ゾー ン区分 は何度か改訂 され、1993年 には

BMR (Bangkok Metropolitan Region) と呼ばれ るバ ンコク大都市圏に相 当す る地域全体 におい て、優遇が最 も

薄い ゾー ン1に 指定 されてい る (図4-6)。1989年 には 『投資奨励 にかかる優遇措置認 可基準 (1987年

制定)』 を改定 し、第3ゾ ー ンの税制上 の優遇 措置を強化、地方への一層 の投 資誘致 を図 っている。93年

の布 告で もこの傾 向 を強化す る とともに、外資規制の緩和 に加 え、さらに工場移 転な どに対 しても税の特

権 を与え、この動 きを強化 してお り、この地方分散を強化す るよ うな優遇の改訂作業は経 済危機が起 こる

1997年 ま で続いた。 また 、申請やその後の関税 減免 の手続 き等 を地方で もス ムー ズに と り行 うとい う意図

1 秋 野 晶 二 (1998)

2 この ことは、 ピシ ッ トの 当時の見解「(1960年 か ら77年 までにBOIの 恩 典を受 けた企業の85%が バ ン

コクを中心 とす る中央地域 にある理 由につ いて) 集 中を防ぎ分散 を促すた めの恩典が十分でなかった とい

うのが優 勢な議論 になってい る。様 々な産業 に対す るコス トの係 り方 につ いて、もっ と細 か く検討す べ き

で ある。そ うした恩典の大 き さを変 えるこ と以外に、バ ンコクに位置す る幾つかの タイプの工業 に対す る

税減免 をやめ るか抑 えるかす る必要 があるだろ う。 しか し現在 の政府 の政策 は輸出志向 となってお り、そ

れがバ ンコクか らの分散 には悪い方 向に大 き く働 いてい ると考え られ る。バ ンコクと他 の地域 の間で様々

な課税方 法 (の違 い) を うま く作って立地 を誘導す る必要 がある。」 「よ り貧 しい地域 でへ の振興のため

の第 一段 階 として、バ ンコクやその周辺の会社での税 の減免 (Tax Holiday) を思い きって大幅 に抑制す るか

な くして しま う必要 があ る。そ して次の第二段階 と して、労働集約的 な産業 を地方で振興す る必要 があ

る。 」(Phisit Pakkasem et al (1980)) に も裏付 けられ てい る。
3 Chris Dixon (1999)
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で、BOIの 支部が投資奨励地域 の設 定 とともに地方 の各地に も進出 し、ナ コンラチ ャシマー、チ ェンマイ、

ス ラタニー (のちに ソンクラーに移転)、 チ ョンブ リ、 ウボ ンラチャタニに存在 してい る。

図4-4 1983年 当時の投資奨励地域

出典: 国土庁大都市圏整備局 ・名古屋市 (1995)

図4-5 1986年 当時の投資奨励地域

出典: 国土庁大都市圏整備局 ・名古屋市 (1995)
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図4-6 1993年 当時の投資奨励地域

出典: BOI資 料

全体 として奨励案件は、

・バンコク以外の地方の経済発展に資するもの

・タイの産業の技術力を高めるもの

・国内の原材料を利用するもの

・基本的なサポーティング産業

・外貨を獲得するもの

・インフラの発展に役立つ もの

・天然資源を保存し、かつ環境問題 を減少させるもの

といった様 々な観 点か ら選別 され (表4-1)、 実際の恩典は非常に細かい業種別かつ前述の ゾーン別 に

分離 して設定 され 、上記の観点 によ り合致 した産業はバ ンコクに近いゾー ンにお いても立地で きるが、そ

うで ない もの は地方圏へ の立地分散が推 し進め られ る とい う仕組み となってい る。
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表4-1 1995年 現在の投資奨励付与 リス トと立地で きるゾー ン

出典: BOI資 料よ り著者編集
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外資に関 してBOIは 、第一ゾーン、第二ゾーンに立地するBOI認 可企業に対し、外国資本が登録資本の

51%以 上を保有するためには、総売上高の50%以 上を輸出すること、100%を 保有するためには、同80%

以上を輸出することを定めてお り (サポーティングインダス トリーの対象19業 種、貿易投資促進事務所等

を除 く)、 そのため内需向け企業は、第三ゾーン立地する企業を除き外国資本がマジョリティを取ること

ができない4とい う点で、地方分散をさらに促す傾向にある。BOIの 投資奨励 を得ると、さらにその他にも

税制面では一定期間の法人所得税の減免、奨励対象プロジェク トの機械設備輸入関税及び原材料 ・資材の

輸入関税の減免、非税制面では外資比率51%以 上の企業に対 しても奨励対象プロジェク トに関する土地所

有の許可、外資出資比率最高100%ま での許可、外国人の優先的な ビザ、ワークパー ミッ ドの取得許可及

び永住権の許可等を得ることができる5。こうしたことも、一部の企業にとってBOIの 奨励恩典を取得 して

地方に立地することによるメ リッ トが生まれると考えられている。

しかし一方で、BOIの 投資奨励地域の設定による産業の地方分散には限界がある。まず税制等の優遇が

主体であ り規制的な手段ではないため、大都市 (圏) への立地を直接制限することはできない。そもそも

投資自体は外資であっても特定の工業団地を除けば基本的に自由であり、BOIを 通す義務といったものは

ない。BOIも すべての直接投資 (国内外を含め) を管理 しているわけではなく、例えば1990年 代前半の全

投資額の概ね3割 から5割 のみがBOIを 経由 したとす る報告書がある6。工場の立地を直接規制する法律 ・

規制はチャオプラヤ川の水質保全を目的としたものくらいしか見当たらず、地域 ・対象業種の双方で非常

に限定的なもの となってお り、 日本の工業等制限法のような強力な立地規制は見当たらない。

また、投資奨励法が もともと一定の条件に該当する投資案件に対 して税 ・関税上の優遇措置を与えるも

のであったため、80年代に入ってか らは、特に輸出比率が高くまた雇用人数の多い案件が優先的に承認さ

れたことが、地方の中小企業の振興を阻んだという指摘もある。井上7は、BOIの 政策が (特に1980年 代後

半からの) 輸出向けの大規模工場に対す る巨額の投資を呼び起こす結果となったが、その反面大多数の中

小企業は優遇措置の対象か ら外れたままで、大企業に比べて不利な条件の元に立たされ、それが特に地方

にすでに多く存在 していた、またあるいは新たに生まれたであろう中小企業の投資活動を鈍 らせる結果に

繋がってきた、としている。

さらに、企業間のあらゆる取引に対 して一定比率の 「ビジネスタックス」を課 していることから、企業

が生産活動の一部を外注や下請けに出せば、それだけ税負担が重くなる仕組み となっているため、企業は

部品や材料を社内で加工するか、それ とも輸入によって調達 しようとする傾向が強く、国内の発注 ・下請

け企業の発展が妨げられてきたと井上は述べている8。特にサポーティングインダス トリーの育成が国家

経済社会開発計画にも挙げられる程の政策課題であったにも関わらず、こうした逆行 した政策9は、BOI

の政策がまだ集積が形成 されていなかった地方県での立地や産業連関を制約 したとも考えられ る。

こうしたBOIの 投資政策も、1997年 の経済危機の影響を踏まえて大きく変更され ることになる。地方分

散政策 との関連では、ゾー ンが変更され、従来第三ゾーンに指定されながら産業が振興されているラヨー

ン、プーケッ トが第二ゾーンに加えられ、第三ゾーンの58県 がさらに2つ に分けられ、最も所得の低い18

4 バ ンコク 日本人商工会議所 (1999)

5 「土地法」で は、外資比率51%以 上の企業 は原則 と して土地所有が認 め られ ていない。
6 国土庁 大都 市圏整備 局 ・名古屋 市 (1995)

7 井上隆一郎 (1991)、p.179

8 井上隆一郎 (1991)、p.179

9 井上 (井上隆一郎 (1991)、p.179) は、こ うした齪齬 はお もに政治的な理 由か らもた らされた としてい る。
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県により大きな優遇が与えられることになった。地方分散政策が強化されたようにもみえるが、全体とし

ては、経済危機か らの投資を通 じての回復や、税収の上昇を改正の主な目的 としてあげ、合弁原則の緩和、

輸出比率の撤廃等、第一ゾーンで従来優遇取得のために設けられていた各種規制の緩和などを鑑みる10と、

バンコク周辺県への集中を容認する動きと考えられる。

注1. ゾーン1及び ゾーン2の機械輸入関税減税は、輸入税率10%以上の機 械に対 してのみ有効である。
注2. 1993年 の権利恩典の使用可能の場合 あり、本文参照。
注3. ISO取 得の条件 は全 ゾーン共通

表4-2 経済危機前後での奨励恩典の変更項 目

出典: バ ンコク日本人商工会議所 (2001)、p.150

10 バ ンコク 日本人商工会議所 (2001)、p.144-
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4.1.5. イ ン フ ラ 整 備

4.1.5.1. 工 業 団 地

製造業の立地に影響を与えるインフラ整備の中でも、工業団地の整備によるインフラ供給の保証は、地

方県での立地に重要な要素 となっている。工業団地に立地することによる一般的なメリットとしては、電

気 ・水等のインフラが安定的に供給 されること (官営においては政府の保証があること)、 同業種の集積

によるメリッ トがあらか じめ期待できることなどである。特に元々地縁などがなく短期間で収集 した情報

を元に適地を選ぶ傾向がある外資企業においては、各種のインフラ供給 (電気 ・水など) が揃っている工

業団地への立地を前提 とする場合が多 くなっている。

タイにおいて工業団地は官営、半官半民、民営の3形 態に分かれるが、前2者 についてはタイ工業団地

公 社 (IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand) が 建 設 、 運営管理を担当してお り、国家経済社会開発計画

などにより地方での工業団地整備が進められること、また官営 ・半官半民の場合外資100%も 可であるの

に対 して、純民間工業団地の場合はBOI認 可な しでは土地取得できない1という点2などで、直接 ・間接に

地域格差是正政策を担っている形となっている。

また生産品の対象市場による分類があり、GIZ (General Industrial Zone) は 一 般 に国内市場を対象とした製

品を製造する工場が立地す るのに対 し、EPZ (Export Processing Zone) は 輸出製品の工場生産のための地域 と

なってお り、大部分の製品を輸出しなければな らない代わ りにより有利な優遇措置を得ることができる。

EPZが 整備 されている工業団地は限 られてお り、1994年現在でGIZが 全体の93%と 大部分 となっている3が、

特に本国市場等を主要な対象としている外資系企業にとっては、EPZへ の立地が重要 となる。

工業団地による地方分散政策は、第一次国家経済開発計画の第二フェーズ (1964-66) において、インフラ

を十分に備えた安価な土地を中小企業に提供するとい う設置方針が唱えられることによって始まったと

される4。具体的には、パ トムタニ県ランシッ ト郡に130haの 土地を工業用地に指定 して初めての工業団地

整備を計画したが、のちに計画は変更され計画用地は大学用地になった。この時期の工業団地に対する考

え方は、中央に集中 した工場認可などの行政サービスを背景にバンコクに工業開発を誘導 しようとい うも

のであったが、すでに一部で問題化 されていた公害、交通渋滞、居住環境問題などが悪化 したため、その

後バンコク都の外での工業団地建設 という認識に改められた。

しかし官営の工業団地は1969年 に設立されたバンコク都内のバンチャン工業団地が初めてであった。そ

の後 、1972年 の革命 軍布告 (Revolutionary Decree) No.399の 発表に基づいてタイ工業団地公社が設立され、

工業 団地等 の適正配 置について責任 を持つ ことが決定 され5、1976年 には第二の工業団地 ラッカバ ン工業

団地が建設 され たが 、これ もやは りバン コク都内で あった。同 じ頃、初めての本格 的民営 工業団地 として

ナ ワナ コン工業団地が1971年 、バ ンコク郊外のパ トム タニ県に設立 され る。同工業団地 は現在 でもタイで

最 大級 の規模 を誇 る工業団地 であ り日系企業等 も多 く立地 している。一方、この時点ではまだ地方への投

資に対す るイ ンセ ンテ ィブは不十分 とされ て工業団地 も地方 県には設立 されなかった。

1 バ ン コク日本 人商工会議所 (1999)

2 福田他 (福 田拓 生 ・高見幸次 (1996)、pp.51-60) によればBOIが 特別 に認 めた企業 (輸出企業等) であ

れ ば土地 の所 有がで き、また政府指 定の工業団地であれば、BOI認 可企業でな くそ も土地 は取得出来 ると

い うこ とである。

3 バ ン コク日本 人商工会議所 (1995)

4 UNIDO (1992)
5 Wisarn Pupphavesa and Josefina M. Ramos (1991)
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バンコク大都市圏外での (官営) 工業団地の設立は、1983年 の北部工業団地 (ランプーン県) が初めて

であり、官営 ・民営の工業団地の立地はその後 もバンコク大都市圏や東部臨海開発地域を中心に続けられ

た。経済成長が続いた1990年 代前半には工業団地の建設がピークを迎え6、バンコク周辺県の労働力不足

や地価高、またBOIの 奨励政策等を反映して地方県 (BOI第 三ゾーン) での充実振 りが目立つようになっ

たが、全体でみるとタイ全体におけるバンコク大都市圏への集中の度合いは引き続き強くなってお り、ま

た前述の国会経済社会開発計画に定められた地域拠点都市等との一致は見ていない。その原因としてまず、

入居が想定される企業の希望がやは りバンコク大都市圏に集 中していると予想 されたため地方県での設

置がそれほど進まなかったことが挙げられ るが、その他に遠因として、IEATは 工業団地の設立に際し独

自のインフラ供給基準を持っているため、地方県での立地が奨励されても政治力がなければインフラ供給

がなされず工業団地の整備 もできない7といった事情があると言われている。

工業団地の分布状況を見てみると、(旧) 第三ゾーンへの供給が広がってお り、数 (29ヶ所、51%)、

供給面積 (7419ha、49%) と第三ゾーンでの拡大が見られる (表4-3)。 しか し、第三ゾーンには レム

チャバシ工業団地の他、後述の東部臨海開発地域であるラヨーン県や、第二ゾーン県 とバンコクからほぼ

等距離にあるプラチンブ リ県も第三ゾーンに含まれてお り、それぞれ筆者の調べで8つ の工業団地を持っ

ている。したがって実際には必ず しもバンコクか ら遠 く離れた地方県での工業団地整備が多いとは言えな

い (図4-7)。 また表4-4を 見ると、IEATが 単独で整備 している工業団地は第三ゾーンでのみ設立

されているものの、共同で整備 している工業団地 と合わせ ると、その他の民間ベースで整備 している工業

団地に対 して地域的割合に特に大きな差があるわけではない。また外国資本の一部が特に対象 となる輸出

促進 ゾー ン (EPZ: Export Processing Zone) の 設置併合型団地の数も、地域的割合は多少バンコクよりの第二

ゾー ンに多い とはい え差 はそれ ほ ど大 きくはな く、ほぼまんべ んな く整備 されてい ると考えて よい。こ う

した状 況を考 えると、工業団地整備 においてはIEATが 第三ゾー ンでの整備 に多少気 を配 っているものの、

全体 としては民間同様 の トレン ドで整備 がな され、EPZに ついて も同様 に工業 団地 の地域的バ ランス を考

慮 して指定 してい ることがわかる。

表4-3 BOI統 計による2000年1月 現在 の工業団地数の地域分 布

出典:『タイ国経済概況2000/2001年 版』より筆者編集

6 96年 現在の タイの工業団地 の うち、90年 代に完成 した工業団地が全体 の8割 以上 を占める。瀬 田史彦

(1997)、p.62よ り。
7 バ ンコク 日本 人商工会議所 (1999)
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注: 単位ヘ クタール

表4-4 BOI統 計による2000年1月 現在 の工業団地数の地域 分布

出典:『タイ国経済概況2000/2001年 版』より筆者編集

図4-7 インフラ整備状況 (1997年 現在)

出典: 各種資料

4.1.5.2. 東 部 臨 海 開 発 計 画

東 部臨海開発 計画 は、元 々タイ湾での天然ガス 田の発 見 と重化学工業の振興を 目的に浮上 した計画であ

ったが、具体的 な計 画はバ ンコク ・クロン トイ港の容 量過多 に伴 う新港開発 を契機 に実現 し、1980年 に東

部臨海 開発 委員会設立 、1982年 に計画の閣議決定がな され た。位置的には図4-7で 示す よ うにバ ンコク

か らタイ湾に沿 って東南方 向にお よそ80kmか ら180kmの チ ャチ ニンサオ県、チ ョンブ リ県、ラ ヨー ン県の

3県 を対象 と してお り、2つ の新港湾 を中心に工業団地や道路 など関連イ ンフ ラを内包 した大規模 な地域

開発計画 かつ 工業振 興計画 となってい る8。開発 には円借款 も導入 され、 当初計画に示 され た港湾 、工業

8 萩 野 瑞 (1989)
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団地、送水管、鉄道、道路などの支援施設の建設は、一部中止 されたものを除いてほぼ完了するに至って

いる。 さらに第二高速道路の拡張、ウ ・タパオ空港の拡張、バンコク第二空港、東北地方からラオス ・ベ

トナム方向に直接 リンクす る高速道路等、第八次に至るまでの各次計画におけるこの地域の位置づけはま

すます強まってお り、バンコクに集中した産業活動の受け皿としてインフラ整備や産業集積が進み、現在

では東南アジアを代表する自動車産業集積 となっている。

東部臨海開発計画の中でも主要な開発は、建設が1982年 に決定された9レムチャバン ・マブタプッ ト両

港の開発である。レムチャバン港は1991年 に開港、6万 トン (D/W) クラスの大型船が入港可能な本格的

貿易港として次第に設備を増強 し、同時に付近にいくつかの団地が整備 されてお り、商業港としての色彩

が強い10。元々バンコク ・クロン トイ港の容量の一部を受け継 ぐことも目的として建設 されたため、バン

コク港からの貨物のシフ トや1990年 代の新 しい工業団地の開業や企業進出を経て、開業以来取 り扱い量が

急増 している。クロン トイ港はバンコク南部にあってアクセスに難があることもあって、東部臨海開発計

画の地域外からの利用も多く、1997年 にコンテナの扱いではバンコク港を超えて国内最大となった11。一

方、マプタプ ット港は1992年 に稼働を開始 し、鉄鋼業、化学工業、石油化学工業等の工場群を控えるため

工業港的な色彩が強く、東部臨海開発計画の地域内での供用を主とする港湾となっている。

東部臨海開発計画の全体構想について、ピシッ トによれば、東部臨海開発計画はバンコクから切 り離さ

れた 「自立的な都市システム」とい う位置づけとなっている12が、実際に自立 した都市圏として業務集積

があるわけではなく、工業団地が計画地域の道路沿い一体に散在 し、地域の中心都市であるチョンブ リ市

やパタヤ市等 との有機的なつながりが認められるとい う報告はない。

図4-8 東部臨海開発計画

出典: 萩野瑞 (1989)

9 谷浦孝雄編 (1989)

10 バ ン コク 日本 人商工会議所 (1999)

11 バ ンコク 日本 人商工会議所 (1999)

12 その著書で 「新 しい開発 は、 大都 市圏か ら自立 してい る必要が あ り半 自立的な都市 システ ムを維持 で

きる程度 に離れ てい る必要 がある。ESBDも その一つの選択肢 である。」(Phisit Pakkasem et al (1980)) と

述べてい る。
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4.1.5.3. 基 幹 イ ン フ ラ 整 備

○道路

タイの輸送体系は、長 らく河川や運河を利用する水運を中心としてきてお り、1950年 代までは道路交通

はわずかなものであった。しか し1953～54年 にかけてアメリカからの援助を受けて建設 されたサラブリ～

ナコンラチャシマを結ぶ国道2号 線の事業を契機 に近代的な道路技術が導入された。そ して第一次国家経

済社会開発計画と道路整備七ヵ年計画 (1965) 以降、社会資本の整備が道路建設を中心に行われたこともあ

り、道路整備が進みモータリゼーションが進展 した13。

これまでタイの道路事情については、バンコクにおける交通渋滞が常に問題視 されてきたが、主要都市

を結ぶ幹線国道の整備については第一次計画から国道建設を主眼に重点的に行われてきてお り、また東北

部についてはベ トナム戦争時のアメ リカ軍の援助などもあって、整備水準は東南アジアの中でも非常に優

れたもの となっている。したがって幹線道路沿いに限れば、産業活動に伴 う輸送において生ずる道路整備

上の問題 は少ないと考えられる14。

一方都市内道路については、バンコクの交通渋滞が1997年 の経済危機まで深刻となってお り、最も深刻

なときでは平均時速は8kmで あったとい う調査も報告されている15。特にオフィス立地集積に関してこの

問題は深刻であ り、経済危機までは副都心でのオフィス開発が盛んであった16。ただし、経済危機後は交

通渋滞の問題は急激に沈静化 し、その間にバンコク都内の高速道路や立体交差の整備が進んだため、2001

年現在では、特別な事情 (豪雨と冠水による渋滞、局所的なボ トルネ ック) がない限りはそれほど大きな

問題 となってお らず、立地に影響するほどではない。また排ガス等の公害問題対策 として、バンコク都内

については日中の トラック進入規制を行ってお り、業態によっては立地意図に作用 してくる可能性がある。

○鉄 道

タイ国鉄 (State Railway of Thailand) に よる路線網 は、バ ンコクか ら放射 状 とな って各地に延びてお り、チ

ェ ンマイまでの北線、ノーンカイ及 び ウボ ンラチャタニまでの東北線群 、ア ランヤプ ラテー トまでの東線、

マ レー シア との国境で あるパ ダンブサール及びス ンガイ コロクに至 る南線が基幹 路線 とな っている。 しか

し全輸送モー ドにおける鉄道 シェアは、旅客で5%程 度 、貨物で2%程 度17と 低い シェアで しかなく、産

業基盤 としての価値 は、石油 ・セ メン ト18・農産 品な ど一部の産業 で しか期待で きない。

○空港

国際空港 はバ ンコク ・プーケ ッ ト・チ ェンマイ ・ハ ジャイの4つ か ら1998年 にチェンライ空港が国際化

され全部 で5つ となってい る。国内空港は22だ が、多 くの航 空会社 はバ ンコク ・ドンムアン空港 を経由 し

てお り、取扱 量 も同空港が圧倒的で 、97年 にお ける国際線利 用客に占める同空港 の占める割合は73%と な

ってい る19。

全国的 に見 る と、国内航空路線はバ ンコクへの一極集 中度に しては比較的発達 し、バ ンコクか ら国内の

主要都 市へはた いてい毎 日便 がある といった状況 となってい る。具体的 にはバ ンコクか ら北部 (チェンマ

13 バ ンコク日本人商工会議所 (2001)

14 ジェ トロ (1995)、 さくら総合研 究所他 (1996) など、 企業進 出に関す る書物を参照 した。

15 ジェ トロ (1995)

16 Fumihiko SETA and Mihoko MATSUYUKI (1999)

17 バ ン コク 日本 人商工会議所 (2001)

18 石 油 ・セ メン ト類 は専用列車 による直行輸送 とい う鉄道 の特性 を発揮 しやす い輸送 品 目であ る。バ ン

コク 日本人 商工 会議所 (2001) よ り。
19 バ ンコク 日本人商 工会議所 (1999)
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イ ・チ ェンライ)、 東北部 (コーンケン)、 南部 (プー ケ ッ ト、ハ ジ ャイ) の各 中核都市には一 日5往 復

の便があ り、それに準ず る都市 (北部 ピサ ヌ ロー ク、ランパー ン、東北部 の ウ ドンターニー、 ウボンラチ

ャタニ、ナ コン ラチャシマ、ナ コンパ ノム、ナ コンサ ワン、南部のス ラタニー、ナ コンシタマラー ト、 ト

ラン、ナ ラテ ィワ) に も一 日1便 以上の便 がある20。

一方、 地方都市 同士 の航 空便や、 その他 の国際空港 での国際便は貧弱で、2001年2月 現在、 地方間国内

便 ではプーケ ッ トやサムイ島等の観光地 とを結ぶ便 以外 、また国際便 についてはプー ケ ッ ト～ア ジア周辺

諸 国 との便 と、南部～シ ンガポール との便 を除 けば毎 日通 ってい る便がない状態 となってい る21。

○港湾

港湾 はバ ン コクか ら東部地域にか けてバ ンコク港 、レムチ ャバ ン港、マ プタプ ッ ト港、また南部のプー

ケ ッ ト港や ソン クラー港な どがあ る。元 来バ ン コク港が取扱量最大を誇 っていたが、容量的な限界 もあっ

て現在 は東部 臨海 開発 計画の一環 と して91年 に レムチ ャバ ン港、92年 にマプタプ ッ ト港が完成 し、97年 に

は レムチ ャバ ン港が1997年 に コンテナの扱 いではバ ンコク港 を超 えて国内最大 となった。 プーケ ッ ト港、

ソンクラー港 は主に観 光や 南部 の一次産 品輸 出を取 り扱ってい るが、製造業輸 出入 においてはバ ン コク港、

レムチ ャバ ン港 な どバ ンコク周辺の港湾の整備水準が進んでい る。

○通信

通信インフラも、これまでの国家経済社会開発計画の下で整備 されてきたが、2001年 現在、依然 として

電話回線普及率が低いだけでなく、故障率が高いなど通話品質が著 しく低い状態であると指摘 されている

22。特に地方においては電話網の整備が遅れてお り、バンコク首都圏の10分 の1程 度 と大きな格差が存在

している。但 し立地に関する文献を参照する限 り、バンコク以外の主要都市を含めた都市部においてはこ

うしたことが立地上の制約になるという指摘はない。

総 じてインフラ整備 については、井上が指摘する23ように、バンコク大都市圏 と地方部 (地方主要都市

を含む) との間に大きな格差があるとい う見方が一般的であるが、産業活動に関連する基幹インフラ整備

に限定 して述べれば、通信 を除いた道路 ・鉄道 ・空港 ・港湾の基幹施設 ・設備 については、地理的な要素

(海に面 しているかな ど) を差 し引けば地方主要都市でも遜色ない程度に整備 されていると考えることも

できる。 しか し、それぞれ他地域 とを結びつけるネ ットワークとして見た場合には、空港の便数が典型的

に示す ように明らかにバンコクー極集中の構造 となっている。

20 バ ンコク 日本 人商工会議所 (2001)

21 バ ン コク 日本 人商工会議所 (2001) の付属資料 を参考に した。

22 バ ン コク 日本 人商工会議所 (2001)

23 「バ ンコクで過密化 が起 こっている大 きな理由の一つは、地方でのイ ンフラ整備 が遅れているこ とに

ある。今 日の タイでは、運輸 ・通信手段か ら、水やエネル ギーの供給 、 さらには医療、教育 、文化 な どの

施設 に至 るまで、バ ンコク地域 に比べて、その他 の地域での整備が はるかに遅れ てい る。 農村地帯には、

電話 のない地域 、電気や上水道の ない地域 も多 く、医療や教 育の施設 も貧弱 なところが多い。地方 の有力

都市 に して も、バ ンコクとのイ ンフラ面での格差 は大 きい。例 えば、政府機 関の職員や大企業の社 員は、

医療や教 育の レベル が低 い ことを理 由に地方都 市への転勤を避 けたがる傾 向 さえある。 」(井 上隆一郎

(1991)、p.177)
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4.1.6. 最 低 賃 金 の 設 定

タイでは1973年 以来、地域 ごとに日額により最低賃金が設定されている1。これは物価などを考慮 して

地域によって も細か く分かれてお り、企業側にはBOIの 投資奨励 と同 じくゾーンと呼ばれて立地の参考 と

される。特に労働集約的な工程を持つ工場の進出の際には、投資奨励以上に最低賃金のゾーン区分が大き

く影響すると考えられる。経済成長が続いた1997年 までは非常に早いペースでこの最低賃金が更新され上

昇 し続けたが、経済危機以降は企業進出を促すため上昇ペースは鈍化 している。

最低賃金のゾーンは、基本的にはBOIの 投資奨励ゾーンと同様に、バ ンコクか らの距離で決ま り遠 くな

るほど安 くなる構造だが、プーケットやチェンマイ等のように観光産業の発達などで物価水準が高いとこ

ろでもやや高めに設定されている。2001年 現在では、最低賃金が最 も高いバンコク周辺などで165バ ーツ

であるのに対 し、最も安い地方県では133バ ーツと4分 の3程 度であり、労働集約的な工程を持つ工場に

とっては場合によって立地の上で大きな検討要素となる。

(注1) サ ム サ コン 、ナ コンパ トム は適 用 な し

(注2) ウ ドンタニ 、ウボ ンラチャタニ 、コンケン及 びコンラチャシ マについ ては18バ ー ツ

表4-5 地域 別 最 低 賃 金 の 推 移

出 典: バ ンコク 日本 人商 工 会 議 所 (2001) より筆 者編 集

1 バ ンコク日本人商工会議所 (2001)
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4.1.7. 農産 加工 業 と地域格差是 正

これまで本節で は、地域格差是正の主要な手段 として産 業立地の地方分散 について関連す る項 目につい

て検 討 して きてい るが 、タイが本来 コメな どを中心 とす る農業国であ り農業 人 口が非 常に多い こともあっ

て、元々農 村開発、また工業化 に関連 して農産加 工業 ・いわゆるア グロポ リタ ンアプ ロー チを採用 しよう

とす る動 きも昔か らあ り、現在 でもそれ は続いて いる。ここでその全容 を紹介す るこ とは できないが、地

域格差是 正政策 との関係 で農産加 工業の発展 を 目指 した政策 について概説 してお く。

ピシ ッ トも 「(地域格差是正) 政策 は大 き く、農村農 業開発 と、都 市工業構造改 善の2つ に分 け られ る。

前者 はアグ ロポ リタンアプ ローチを推進 し、農村開発や 小中心地の形成 を伴 ってよ りよい リンケージ

(better linkage) を築 くべ きで ある。 」1と 指摘 してお り、前述の第二都 市 (Secondary City) の強化 と都市構造

の改 善のための主要基幹産業 と して農産加 工業が常に注 目され続 け、マイ ク ・ダグラスが述べ るよ うな前

述 の都市農村 リンケー ジ といった発想が、第二都市への振興 としての成長極 アプローチ (Growth Pole

Approach) と同時 に展開 され るこ とにな る。

確か に、周辺諸 国の中で も際 だって発達 してい る農業 を中心 とした産業振興 を 目指すべ きであ るとい う

意見 は、 ワラコー ン2か らも聞かれ、 また末廣3の よ うに、農産物 の拡大や アグロイ ンダス トリーの成長が

地方の購買力 を増強 し、経済発展の初期 の需 要増進 に貢献 した としてその意義 を認め る意見もある。

しか しなが ら、ピシ ッ トが報告 してい る都市農村 リンケージ構築の事例においては、農村 の消費 におい

て こ うしたバ ンコク と農村 をつな ぐ中継的 な第二都市 (あ るいは第三都市の よ うな もの もあ るか もしれな

い) が貢献 して いる一方 、農産物 の加工 な ど付加価値 を生み出す肝 心の生産部門は こ うした 「小中心地」

を素通 りしてバ ンコクにい って しま うとい う状況 を示 してい る4。マイ ク ・ダグラスの都 市農村 リンケー

ジも、理論 においては途上国 の地域格差是正政策に新 しい枠組み を与 えた とい う点で貢献が認 め られ るも

のの、それ を実際に用い よ うと した タイにお いて総 じて成功 しているとは言い難 い状況 となってい る。

1 Phisit Pakkasem et al (1977)

2 「農業 と工業 の間の強固な結 びつ きな くして真 の成長セ ンター とな るこ とは不可能で ある。ナ コー ンラ

チ ャーシマーが依然 として莫大 なる農産物の産地 であ り、バ ンコクや 「東部臨海 開発地域」に比べれば工

業化には不利で あるこ とか ら、政策 立案者 はアグ ロイ ンダス トリーの重要性 を強調す るこ とが必要 とな

る。 」(ワ ラコー ン ・サーマ コーセー ト (1994)、p.13)
3 「新興農産物 の拡大やア グロイ ンダス トリーの成長 は、農村や地方 の商人 ・上層農 民の所得 向上 を通 じ

て、拡大す る国内市場 を輸入代替産業 に提供 した。この時期 の輸入代替産業の代表 である繊維 、家電製 品、

オー トバイ 、 自動車 (ピ ックア ップ と呼ばれ る1ト ン積み 商用車)、 屋根 の吹 き替えに使 われ る トタン板

や缶詰 の素材 にな るブ リキ板 、化学肥料 は、例外 な くバ ン コクではな く地方市場 の成長 に支 え られて発展

していったか らであ る。 」(末 廣昭 (2000)、p.141)

4 「以前は小 さな中心地 を作 ってそこを大都市 と農村の中継 地的 な役割 を持たせ よ うと した。 消費の方 は

農村 で も都市型 とな ったのでその点では意 義があったが、農産物の方 は小 中心地 を素通 りしてバ ンコクで

取 り引き され たため、またそれ に よってできる収入 による貯金 も結局 はバ ン コクまで素通 りして しま うた

め小 中心地 の形成 は期待 ほ どではなかった。 」(Phisit Pakkasem et al (1977))
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4.1.8. タイの地域 格差是正政 策に関す る論争

前項に関連 して、タイの地域格差是正政策の主要な論点について紹介 しておく。タイは農業を基盤 とな

る主たる産業としながら、製造業を中心とした経済発展によって現在の地位に至っているが、それは同時

に大きな地域格差を生 じるに至 らせた。論点の一つは、地域格差是正あるいは地方振興の手段として、大

都市圏をその舞台 とした工業化を地方に移植するか、それ とも既存の基盤である農業を主体 とするべきか

とい うもの、もう一つは工業の地方分散と地域格差是正の政策的枠組みとして用いられてきた成長の極政

策の概念がタイの地域格差是正にとって有効か (有効だったか) どうかとい うものである。

4.1.8.1. 工 業 化 か 農 業 開 発 か の 議 論

農村開発は、貧困層対策 として長 らく様々な政策が採られてきたが、それを、地方部 (の一部) をバン

コク大都市圏に比肩 しうるくらいの経済水準を達成 しようとする地域開発 (regional development) の主たる

手段として用いられてきたかどうかについては、ディクソンが述べる1ように重きがおかれていないと考

えられている。

この点について明確に工業開発指向の立場を示 したのが、国家経済社会開発庁 (NESDB) の開発を基

本的に支持するグループの中でも長老格であるブラサー ト2である。ブラサー トは、タイが日本などとは

逆に首都バンコクでのインフラ投資を促す政治状況3や、農村の予想以上の荒廃状況4を踏まえて、工業化

を指向 した都市での発展が農村を含めたタイ国全体の発展に繋がることを指摘 している。開発途上国の最

も重要な社会問題 として 「農民の大多数の貧困と後進性および国の一部の人が住んでいるにすぎない都市

における繁栄 と便利で快適な様々なものの享受から生 じた都市と農村の格差の問題」5を指摘 し、その解

1 「手 工業 の振 興等 を主眼 とす る農 村開発 は選択肢 として国家計画に も挙げ られ続 けてきたが地域開発 の

中では重 きが置かれてい ない」(Chris Dixon (1999))
2 「開発 ・発展 につ いては タイの社会科学者 の間 でも論議の中心になってい る。 大別すれ ば現在の政府 の

開発 のあ り方すなわ ち近代化論に沿 った国家経 済社会開発庁 (NESDB) の開発 を基本的 に支持す るグル
ープ と、それに対抗す るグルー プの二つの議論に分け ることがで きよ う。もちろんプラサー ト教授 は前者

のグルー プ に属 してお り、とりわけ長老格 と して大 きな影響 を与 えてい る。ただ しプラサー ト教授 が特 に

政治的な問題 と して、格差の是正 と民主化 を急 ぐよ う政府 を批判 してい ることは確認 しな くてはな らな

い。 」(松 薗裕 子 ・鈴木規之 (1995))

3 「バ ランスの とれ た地域 開発 の も う一つ の限界 は、国の 中の政治 的権力 の不均衡 か らくる。タイの場合、

政治的決 定はいつ もバ ンコクの人々の利益 となるよ うにな され る。バ ンコクは物 理的社会的イ ンフラス ト

ラクチ ャーの開発の ための国家支 出の多 くを受 け取 っている。供給 され る多 くの公 共設備 が政府 予算 の負

担で助成 金 を受 けて い る。過去 に行われていた輸出米 に対す るプ レミアムが、都 市の人 々にとって米 の値

段 を安 くす る一方で 、間違 いな く農村貧困 の重要 な原因の一つ となっていたのは典型的な例 であろ う。 」

(プ ラサー ト-ヤ ム ク リンフング (1995))
4 「生業 と して農 業に依存す る農村の人々の生活 を見る と、精神的 な平穏や幸福、 道徳が重要であ るよ う

に見え る。人間の希望 であるこの道徳は、人が少 な く資源が豊富にあったかつての社会 では真実であった

か も しれ ない。 しか し現在 の社会では この よ うな状況はすで にほとん ど残 っていない。ほ とん どの農村で

は、貧 困のために生活が圧迫 され る とい う問題 が著 しく増加 し、モ ラルの レベル は心配 なほ ど低 下 してい

る。例 えば飲 む ・打つ ・買 うの悪行や、呪術 にのめ り込んだ り、殺 し屋 になった り、 自動車事故にあった

人を援助す るどころか殺害 して しまった りなどで ある。ある知識人が好んで論 じる農村の人々の生活 の多

くが、 「現実」 よ りも 「神話」であるこ とは明 らかであ る。いずれ にせ よ現在 の社会 は人 口が非常に増加

し使 われ ていない土地 もな くなって しま ったために、都市の青少年 達を農村 で暮 らさせ ることは不可能で

ある。 したがって我 々の社会が工業開発 をめ ざ して前進 しなければな らない ことは疑 いもない。そ うでな

けれ ば、貧困や道徳 の衰退は都 市において も農村 において もさらに深刻 になるであろ う。」(プ ラサー ト・

ヤムク リンフン グ (1995))

5 プラサー ト・ヤム ク リンフング (1995)
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決策 として 「農村人口の割合が10%か ら20%に 満たないほどに減ってしまえば、農作物の価格が不安定な

ために農民の収入が低いといったような問題 も、政府が都市の人々から税を徴収することができるために

解決することが容易になる。また都市の人炉大多数 となったために、すでにその割合が少なくなった農村

の人々を助けることが可能になる。そして都市と農村の格差は、産業化が高度に進んだ国においてはすで

に大きな問題ではなくなっているのである。」6と して農村の振興を想定しているのである。農業開発に

ついては、 「農民の収入を増加させるために農業開発のみに依存することは、農作物価格の不安定さや土

地の不足、急激な人 口増加による農村における労働力の過剰などの様々な限界のために、期待するような

結果を得ることが難 しいことを認めなければならない。」7と して、工業をバンコク大都市圏から地方の

主要都市への分散 させる政策が、 「都市の周辺に住む農民の就業機会 と収入を増加 させ農村開発 と直接結

びつく」8政策であると断言 している。

一方、内発的発展論を主軸とするオールターナティブな発展を唱える立場に立つ学者の多くは、こうし

たプラサー ト教授の議論、すなわちタイ農村の農村としての発展の可能性、すなわち農業の可能性を認め

ていないことに、当然なが ら反論 している。典型的には、プラサー トの著書の 日本語版の訳者である鈴木

が 「(プラサー ト) 教授は、農村 と都市の格差は一時的なもので都市部の拡大 と農村人口の減少により格

差の解消をはかる、具体的には農村の工業化の進展こそが農村開発の決め手であるとしている。しかし教

授の議論に沿って開発をすすめても格差が解消されるのかは疑問であり、逆に物質主義の広が りや環境破

壊、地域文化の崩壊などの問題の発生 ・拡大が懸念 される。」9としている。

4.1.8.2. 成 長 の 極 政 策 に 関 す る 議 論

これまで度 々紹介 してきた ように、タイ はそ の国家計画である国会経済社会開発計画に よる地方主要都

市の指定、すなわ ち成長の極10政策 を もってイ ンフラ整備 を国家的視 点か らそれ らの地域に集 中 して工業

化 を促 し、地方 分散、ひいては地域格差是正 を促す政策 を取 り続 けて きた。

特 に明示 的に表れて きた のは1977年 か らの第四次計画か らであ り、地域 開発格差 を提言 させ るための工

業分散 と新規資源 開拓地域 におけ る開発 とい う2つ の意味にお いて、 「成 長セ ン ター戦略 (growth centre

strategy)」が採用 され た11。それは 「集 中を防 ぎ必要 なインフラや政策 を他の地域 で施 して新 しい製 造業活

動が分散 され る よ うにす るもの」であ り、その手段 として 当時か らす でに多 くの低開発国で用い られ てき

た成長の極ア プ ロー チ (Growth Pole Approach) が分散政策 と同時にタイ でも適用 され ていたので あった12。

ピシ ッ トは、成長 の極 政策 を単に拠点指 定に よる中央政府か らの大規模 な投 資 と唱 えるのではな く、業種

として労働集約的 な ものを想 定 し13、そのために中央 ・地方 政府 の能力向上、イ ンフラ整備 や優遇制度 の

6 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リン フ ン グ (1995)

7 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リ ン フ ン グ (1995)

8 プ ラ サ ー ト ・ヤ ム ク リ ン フ ン グ (1995)

9 松 薗 裕 子 ・鈴 木 規 之 (1995)

10 成 長 の 極 政 策 は、 成 長 軸 政 策 と 呼 ば れ る こ と も 多 い が、 こ こ で は 第 二 章 に 倣 っ て 前 者 の 呼 び 方 とす る。

11 Phisit Pakkasem et al (1977)

12 Phisit Pakkasem et al (1977)

13 「成 長 極 は 、 人 的 資 本 で な く 天 然 資 源 へ の 依 存 型 の も の や 、 労 働 集 約 的 で な く (輸 入) 資 本 ・技 術 依

存 型 の も の で あ る 場 合 は 地 方 分 散 を 達 成 す る こ と は で き な い だ ろ う。 」Phisit Pakkasem et al (1977) よ り。

203



第四章 タイの地域格差是正政策 と製 造業立地政策 ・製造業立地動向

(大都市圏 との) 差別化 、熟練労働者の確保な どが必要 である14こ とを、第四次計画の当時か らすでに想

定 して いた。

こ うして ピシ ッ トが述 べ るよ うな、タイにお いて工業化期間 を通 じて採用 され た国家主導の成長の極政

策 の効果 に大 きな疑問 を呈 したのが ワラコー ンである。ワラコー ンは、タイの成長の極政策が西洋での適

用事例 と本質的に異 なって いるこ とを示 した15上で 、中央政府 に よる大規模 なイ ンフラ投資が明 らかに不

適切で あった とし、本来 は地方 の権 限を強化 した上で 、中央 と地方が連携 して開発計画について より詳細

で多様 な戦略 をもって望 まなければ な らなかった16と指摘 している。 ワラコー ンは こうした批判 を元に、

「地方 中核経済圏」(Local Economic Development Core: LEDC) とい う新 しい概念 を提唱 している。これ は「ミ

クロポ リス (Micro-politan、 小型都 市) 的、あるいは地方経 済開発 の核 の構築 に新たな解決策 」として、 「2

万か ら5万 の人 口を有す る数カ所の市や 町か らなる都市地域で あると規定」され、 「それぞれの 「核」に

は、拡大成長 の効果 を 目的 とした基幹産業 が確立 され、この基幹 産業 は地域総生産の少 な くとも15%以 上

を生産」し、「生産～消 費活動 を行 う住民 とそれに付随する文化 的社会的機能 を備 えた都 市セ ンター (Urban

Center) になるこ とが期待 され る」17も の となっている。 しか しここで最 も肝心 な 「基幹産業」の内容につ

いて細かい議論 はな されて いない。

以上 、タイの地域格 差是正政策に関す る主要な論点について簡単 に紹介 して きた。 こ うした議 論は、タ

イ にお いても度 々行 われ て きたが、結 果的にはNESDBが 主導す る各次の国家経 済社会開発計画の もとで、

中央政府 の成長 の極政策 と工業化 による地方の振興 と地域格差是正が 目指 され ることにな る。

14 「成長の極理論 の適用 の妨 げになるのは、まずそれを実行 に移 さなければな らない 中央 ・地方政府の

能力 であ る。そ して免税や 工業 団地 ・イ ンフラの整備等 の具体的 な施策が、現時点で優勢 な集積で の魅力

を しの ぐほ どの ものか どうか とい うこ とである。さらに熟練 労働者 の存在 も、立地す る製造業 にだ けでな

く地方 での政策 を支え るために も欠かせ ない。」(Phisit Pakkasem et al (1977))

15 ワラ コー ン ・サーマ コーセー ト (1994)、p.16

16 「以下の (4つ の) ことが提 案でき る。(1) これ まで全ての地域経済開発の核 が、地方 の経済活動を活

性化 し、所得 を増加 させ 、その結果 、後 背地に利益 をもた らす契機 とす るために、政府 か らの大規模 なイ

ンフラス トラクチ ャー投 資 と民間投 資に依存 していたのは事実であ る。これ は明 らかに不適切 な態度 であ

って、ま してや地方 自身の判断に沿 った指針 とは無縁 である。国家 レベルでは、開発 政策 はほぼ同 じであ

る。つ ま り、インフラに大規模 な投資が為 され る限 り、民間投資を誘 引 し、住民の所得 ・富の増加 を もた

ら し、結果 的に農村 開発 にな るとい うのが基本 的な考え方 である。 この単純 な見解が優勢 であ り、簡単 に

信用 され 、受 け入れ られ ている。 ・・・イ ンフラと民間投 資を有効 に利用で きるよ う、農業部門、非農業

部門の 両方で 中央 と地 方の政策を調整 しなけれ ばな らない。 ・・・(2) 地方 レベルでは、地方行政 (地方 自

治体) の権限の強化が切望 され る。無気力 な地方 自治体 の下で、成長セ ンター が成功す るとは思 えな

い。・・・要約すれ ば、地方財 政制度 の改善 と共に、地方 自治体の人的資源 の開発 が切望 されてい る。(3)・・・

政府 が成長セ ンター を力強い経済活動集 合体の単位 としたいと真 に望むな らば、地方行政への権力 の分散

化が不可欠 となる。(4)・・・現存す る地域開発 の核 を強化 し、所得の増加 と所得格差 を縮小す るためには、

マ クロ政治的 、 ミクロ政治的 の両方 の レベル での もっと細かな計画が必要 となる。」(ワ ラコー ン ・サー

マ コーセー ト (1994)、p.14)

17 ワラコー ン ・サーマ コーセー ト (1994)、p.5
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4.2. タ イ の 地 域 格 差 の 変 遷

4.2.1. 国 土 構 造 と 人 口 配 置

4.2.1.1. 歴 由 的 状 況

タイの国土は、有史 よ り現在 に至 るまで農業 を中心 と した労働 人 口構成 を反映 して、比較的散漫な人 口

分布 となってい る。 ス コー タイ王朝 (1238～1378)、 アユ タヤ王朝 (1351～1767) といった時代 も、都 市が形

成 され て もそれに伴 う社会 ・経 済システムが周辺農村 な どに波及す ることはな く、都 市化は限定的 なもの

だった。アユ タヤは東 西交易の重要な結節点 として栄 え、中国人、ヨー ロッパ人 の他 、 日本 人等 も集落 を

形成 して都 市が発 展 したが、こ うした公益に よる利益 は王室の重要 な財源 とな る反面、海外 との交易 を契

機 とす る市場経 済の農村へ の拡が りは逆に防がれ ることに もなった1。 トンブ リー王朝 (1767～1782) か ら現

在 のバ ンコクに運河が形成 され、チ ャク リー王朝 (1782～現 在) を経 て、アユ タヤ よ り70km程 下流 に位置す

る現在のバ ン コクが、アユ タヤ時代 同様の交易の メ リッ トも享受 しなが ら発展 して きた。末廣2に よれば、

その後1919年 にはす で にバ ンコクの人 口は推計で約53万 人 となってお り、急激な成長 が見て取れ る。

海外 との 関係 では、まず タイは植 民地化 を免れ てい るこ とか ら、他国のよ うに労働力 を鉱 山地区や港湾

に大規模 に集結 させ それが都市 を形成す る といったよ うな状況 は見 られない。また、華僑移民は19世 紀末

か ら20世 紀末 にかけての中国移 民奨励政策か ら来てお り、1910年 までの30年 間で100万 人の華僑 の流入が

あった とされ るな ど、他国 同様 に華僑流入 がバ ンコクを中心 と して行 われた。1990年 代の現在では、華僑

及び華人は600万 人3と 国民の1割 を占め ると言 われ てお り、タイの大手25大 財閥の うち23が 華僑財 閥であ

り、バ ンコク株式市場 の時価総額 に占め る華僑 系財閥 の株式総額が89% (91年) である4こ とか ら、他 の

ASEAN諸 国同様、華僑 による経済 の寡 占が進 んでいる。 しか し、 中国籍 を放棄 して タイ国籍 を取得 した

華僑 も相 当数にのぼ ってい ると見 られ る他、混血華僑 を含 めれば正確 な数字 は把握不可能で、また多 くの

華僑 富裕層 が政界、官界、財界 、軍部な どのタイ人 との婚姻 を通 じて タイの支配階層へ 同化 し、さらに政

府 も基本 的に華僑 の 同化政策 を推進 したた め、周辺のマ レー シア、イン ドネシアな どの諸 国 と比べ ると遙

かに融和 が進 んでい る。このため、次章で紹介す るマ レー シアのよ うな民族 問題 が人 口配 置に与える影響

は、国土構造 の レベルでは大 きくない と考 え られ る。

4.2.1.2. 高 度成長 期の人 口動態 と都市 人 口

タイ の全人 口は、1970年 の約3400万 人か ら1997年 にはす でに6000万 人 を越 えた。しか し、人 口増加率は、

1975年 か らの5年 間で年平均4.3%で あったのに対 し、1995年 か らの2年 間では年平均で1.1%と 急速に鈍

化 している。 タイ の人 口を地域別 にみ る場合、登録 人 口は実際の居住地を反映せず 、都市への移住や出稼

ぎな どを背 景 と してバ ンコ クを中心 とした都市部で過小評価 され る傾 向に あるが、それ を踏まえてみ ると、

東 北部 に約35%、 北部に約20%、 南部に約13%な どとなっている。 しか し伸び率でみ る と、1970年 代では

バ ン コクでの成 長率が非 常に高かったが、その後は急速 に鈍化 し、かわってバ ンコク都隣接県 と東部臨海

開発地域 を含 んだ東部 での人 口増加 が相対的に多 くなってい る。特 にバ ンコク都 隣接 県は1970年 か ら1997

年 にはすで に2.4倍 に も達 してい る。これに登録 されていない移住人 口や出稼 ぎ労働者 等 を含 め ると、実態

1 友 杉 孝 (1998)、p.46

2 末 廣 昭 (1989)、p.41

3 バ ン コ ク 日本 人 商 工 会 議 所 (1995)、p.9

4 バ ン コ ク 日本 人 商 工 会 議 所 (1995)、p.10
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は不明で あるが、 さらに大きな労働 人 口がバ ンコク都 とその周辺 に集 中 してい る と考 え ることができる。

表4-6 タイの地域別 人口およびその比率、伸び率

出典: 『Thailand Figure 1998-99』

この状 況 を、80年 代後半か らの高度成 長期について よ り詳 しく県別に見てみ ると、85年 か ら97年 の12年

間でタイ全体では人 口が1.17倍 になったのに対 し、バ ンコク都 では1.05倍 だが 、バ ンコク都周辺県では、

1.42倍 と非常 に大 きな伸びを示 してお り、また東部臨海 開発地域が含まれ る東部 で1.23倍 と全国での伸び

よ りも高 く推移 してい る。ただ し、必ず しもバ ンコク近傍 で人口増加 が高いわけではな く、後にみ るよ う

に産 業立地の主要 な集積 があるアユ タヤ県 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) では、1.10倍 と全国平均 を下回るのに

対 し、最北部 の山岳地帯 メーホ ンソー ン県 (Mae Hong Son) で1.48倍 や 南部 のラ ノー ン県で1.55倍 と高いな ど、

各県で様 々な状況が あって、これか ら検 討す る産業集積 と人 口移動 ・集 中の関係 は決 して明 らかではない。
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表4-7 タ イ 各 県 の 基 礎 指 標

出 典: Thailand Figure 1995～96'よ り筆 者 作 成
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都 市人 口は、タイ では市街化 を反 映 した適 当な指標 がな く、通常は市域 (テサバー ン) 内人 口を都市人

口の指標 と してい る5。都市人 口比率はタイ全土では20%弱 と、工業化 を果た した国に しては低 い水準で

あ り、全体 が都 市地域 とされ るバ ンコク都が常に100%で ある他は、隣接 県、東部、南部 など、割合が高

い地域 で も10%程 度 となってい る。

表4-8 タイの都市人 口比率
出典: 矢野恒太記念会 (2001)『世界国勢図会』より抜粋

バンコク都は、他県の都市 と違い全体が自治権を持った大きな自治体単位であるため、通常これを一つ

の都市として扱 うことが多く、チェンマイ市など、実際には市街化が市境をはるかに越えて拡がっている

他の都市 と比較すると都市人口が巨大とな り、通説であるバンコク都一極集中、第二都市が10～20万 人に

満たないといった分析 となる。しか しこのことはタイの国土構造の実際の状況を少し見誤 らせると考えら

れる。他の都市の場合は、タイ政府が人口等所定の要件を満たした地域をテサバーンやスカピバン (衛生

区) 6に指定し一定の自治権を与えていることからこうした地域を 「都市地域」と見なして都市人口を推

計するのであるが、タイの都市構造は自動車道路等に沿ってフィンガー上に発展することからしば しば都

市域がテサバーン ・スカピバンの境界をはみ出すため、過小評価 されがちになって しまう。ただ、バ ンコ

ク都の人 口集積 も上に見たように隣接県に伸びてお り巨大な大都市圏を形成 していることか ら、バンコク

大都市圏が他の地域の10倍以上の規模を持つ一極集中構造であることには間違いないといえるだろう。

注: 順位 は自治体 (都 、市、衛生区) 単位での順位 。バンコク以外 で県名 がない 都市は市

人口。あるもの は衛生区人 口。

表4-9 タイの上位10都 市の変遷

出 典: "National Urban Development Policy Fiamework" (1975, 88)・

5 一般 的に も、 友杉 (友杉孝 (1998)、p.46) が著書で示す よ うな形でテサバー ンの人 口を都 市人 口とす る

ことが多い。

6 1999年 にすべ て格 上げ され テサバ ーンに統一 され ている。内務省都 市地方計画局資料 よ り。
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4.2.2. 産 業 活 動 の 地 域 格 差

4.2.2.1. 一 人 当 た り指 標 に よ る 経 済 格 差

タイにおいて も地域格差 を含 めて様 々な格差が、工業化 と経済成長の間に拡 大 しそれ が問題視 された こ

とは間違いない。プ ラサー トは 「過去30年 間の開発 がタイ社会のいた るところで格差 を拡 大す ることに貢

献 した とい う点 につ いて は、タイの知識人 の間 に合意が存在 しているだろ う。それ は例 えば、農村 と都市

の人 々、富裕階級 と労働者 階級 、異 なった地域間、異 なった職 業集 団間、一部農村 内の富裕 な農民 と貧困

農民 とい った形でみ られ る」1と 述べてい る。

時系列的に見て、一人当た りGDPの 格差2も 地域 ご とで見て拡大 してい ることがデ ィク ソン3な どによっ

て一般的に言われてい る。 一人 当た り地域総生産が最大のバンコク大都 市圏 (BMR) が、最小の東北部に

対 して、77年 では6.6倍 であ ったのに対 し、93年 には11.0倍 とその差 が大き く開いてい る。表4-10に は、

経済成長期 の傾 向 と して、90年 と95年 のGDPを 比較 した。

本論 で経 済成 長期について簡単に分析す る と、全国平均 との比較でバン コク都 が90年 の3.65か ら3.37、

バ ンコク都 隣接 県が2.37か ら2.24と 格差拡大が上の方 では押 さえ られて きてい るが、東 北部で0.35と 変わ ら

ず、北部では0.52か ら0.48と 下の方は全国平均になかなか追いつかずむ しろ離 され る傾 向にある。非常に

伸びが大 きいのは東部で1.29だ ったのが1.52、 伸び率 も5年 間で2.11倍 (年率16%) と非 常に高 い成長率を

誇ってい る。 中で も東 部臨海 開発 地域 の中心的 な舞台であるチ ョンブ リ県で2.25か ら2.91と 大き く伸び、

ラヨーン県 も2.10か ら2.23と それに続いてい る。95年 には、バ ンコク都 を中心に隣接 県 と東部 を含 めた地

域で一人 当た り地域総生産が非常 に大 きくなってい るが、その傾 向は地域 に よって も大 き く違 っている。

バ ンコク都 隣接 県で もパ トム タニ県 (95年 で3.35) とバ ンコクに迫 る勢 いなの に対 し、西のナ コンパ トム

県 (95年 で1.17) や ノンタブ リ県 (1.50) は全国平均 とそれ ほ ど大 きな差 がない。 また北部や 東部はバ ンコク

とのアクセ スや イ ンフラ整備度 を反映 して地域 内で も非常に大 きな格 差が存在 してい る。東北部 、北部 、

南部 といった地 方県では、全国平均 を上回 る ところは殆 どないが、例外 的にプー ケ ッ ト県 (2.06) や ラノー

ン県 (1.55) は観 光産業等 を背景 に平均 を大 きく上回ってい るものの、伸び率はそれ ほ どで もない。逆に こ

の間の伸 び率が大 きいのは、バ ンコク都 ～パ トムタニ県の集積の伸びによって製造業 の立地が伸びてい る

アユ タヤ県 (3.03、 年率で25%) や、地方の工業 団地 としては集積が進んでいる北部工業団地の位 置す るラ

ンプーン県 (2.84、 年 率で23%) な どで の伸びが著 しい。

しか しどの単位 (地域 ・県) で集 計 したかによるこ ともあ り、製造業立地が著 しいチ ョンブ リ県、ラヨ

ー ン県等 を含 む東部、 アユ タヤ、 サ ラブ リ県を含む 中部、 さらにはその先の タイ第 二の都 市ナ コンラチ ャ

シマ県を含 む東北部の一部 もバ ンコク大都 市圏に含まれ る可能性 があるため、特 に地域ベー スでの集 計に

は注意が必要で ある。

1 プラサー ト・ヤ ムク リンフング (1995)

2 NESDBが 提供す るGDPデ ー タについては、末廣 がその信憑 性や時系列 での連続性 に次 のよ うに異議を

唱 えてい る。 「NESDBは1988年 に、 「I-O表」 の調査結果 に近づ ける形で、過去 の国民所得会計の数字

を名 目と実質の双方で、60年 に遡って全面的に改訂す るに至 った。…実 質GDP成 長率については、

1951年 以降の連続 した長期統計が利用で きないこ とを意味す る。換言す ると、60年 代、70年 代、80年-90

年代の 「実質成 長率」の数字 はそれ ぞれが独立 してお り、単純 に比較す ることはで きないのである。」(末

廣昭 (2000))
3 Chris Dixon (1999)
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注: *印 の3県 は 、1994年 に 分 割 さ れ て い るの で 、デ ー タ は 連続 して いな い。

表4-10 地 域 別 総 生 産 の 推 移

出 典: "Thailand In Figures 1998-1999" より筆 者 作 成
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県別で見た場合 、1996年 の一人 当た り県民総生産は全 国平均76,634Bに 対 し、バ ン コク都 は254,611B、

バ ンコク周辺県 で165,221Bで あ るのに対 し、最低のシサケ県で19,636B、 東北地方26,635B等 となってお り、

その格差は最大 で13.0倍 とな ってい る。

一方、 所得格差 について も似 たよ うな傾 向が見 られ る。高橋孝明 によるタイの地域 の所得格差 による研

究4を ここで紹介す ると、1981年 時点でバ ンコクの平均世帯所得 を基準に した場合 の他 の地方の値 はそれ

ぞれ4割 ～6割 であ り、バ ン コクの所得水 準は他 の地方の約2倍 に達 していた。その後格 差は1992年 まで

拡大 し続 け、最 も所 得水 準の低 い東 北部 とバ ンコクの格差は約4倍 にまで拡大 した。 しか しこのころには

農村部の余剰労働力 が消滅 し、農業労働者の賃金が上昇 し始 めるとい う形で労働 市場の転換 点に達 し、

1994年 には所得格 差は縮小 し始め、バ ン コク と東北部 との格差は3倍 に縮 まって きてい る。1981年 以降の

経済成長がバ ン コクを中心に伸びて きた ことは、バ ンコクとその他の地方の都 市部 との格 差が開いてきた

ことか らも分か る。1981年 の時点 では非常 に近い値 (所得格差) を示 していた ものが、バ ンコクの値 が 「他

の都 市部」の水 準を上回 るよ うにな り、1992年 には 「他の都 市部」はバン コクの73%に まで低下 し格差 は

開いてきてい る。 しか し、1994年 には78%ま で格差 は縮ま って きてお り、この点で も格差縮小への転換点

を迎 えてい ることを伺わせ るとしてい る。

また高橋 は所 得格差の ジニ係数について も調べ、1981年 は0.4308、1992年 は0.5166だ が、1994年 には0.5059

と逆 にわず かに低下 し、クズネ ッツの逆U字 仮説 が予想す る通 りの変化 が起 ころ うとしてい ると述べてい

る。

高橋や他 の論 者が指摘す るのは、所得格 差や世 帯所得 で地域 格差 を見る と一人 当た りGDPで 見た場合 に

比べそ の差 が小 さ くなるこ とであ る。高橋 に よれ ば、タイのなかで最 も所得水準 の低 い東北部 とバンコク

を比べ る と、その所 得格差は10倍 に達す るとしば しば指摘 され るが、これ は一人 当た りGDPで 比べた場合

で、これ よ りも人 々の暮 ら しぶ りをもっと正確 に示す世帯所得 で測 った場合 、両者の格差 は5倍 前後に、

さらに人々の福祉 水準 をもっと正確 に表 すために物価水準や生活費の差を考慮 す ると、その格差は もっ と

小 さくなるが、依 然 と して大きな格差 が地方間 に存在 するこ とに変わ りはない5と している。 格差を感覚

的に倍数 で把握 す ることは難 しいが、かな りの格差が生 じてい ることは確 か と考 えてよいだろ う。

しか し、末廣 は 「付加価値額 でみ た地域 間の経済格差ほ ど、世帯別収入 で見 た地域間の所得格差 は大 き

くないこ と、所得格 差で測 った場合 、 「バ ンコク対 地方」の格差ではな く、む しろ 「バ ンコク ・地方 主要

都市対農村 部」の格差 の方 がもっ と顕著で あるとい う、重要かつ新 たな結果 を引き出す ことができる。…

実際、家電製 品やオー トバイ の世帯別保 有率 を調 べ ると、バ ンコク と地方都 市の間には殆 ど格差がな く、

農村部 との間で大 きな格差が確認 できた。」6と 述べて 、単なるバ ンコク対地方 とい う構図ではな く、都

市化 によ る地方 内の格差 も見 られてい ると してい る。 こうした指摘に対 し本論 では、後 に示す よ うにバ ン

コク大都 市圏 と地方での格差 を強調す る立場にあ るが、この ことと末廣 が指摘す るこ とは必ず しも矛盾 し

ない。工業化 に よる産業の立地がバ ンコク大都 市圏に集 中 して も、それ による税収 な どがイ ンフラ整備 等

によってある程 度移転 されてい る可能性 があ る。また移転所得、いわゆる送金の シェアが地方 で大 きい と

い う指摘7も あ り、バ ンコクに出稼 ぎにいってい る人が地方 に送金す る場合 には、この項 目が計上 され る

ので、 この大 き さは地方 にお いてバ ンコクか らの送金が重要であるこ とを示 してい る。

4 高 橋 孝 明 (2000)、p.68-

5 高 橋 孝 明 (2000)、p.60

6 末 廣 昭 (2000)、p.321

7 高 橋 孝 明 (2000)、p.72
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4.2.2.2. 業 種 別 の 分 析

さて、ここで業種別について も検討 してみたいが、まず全国的な状況 を時系列で追 ってみ ると、1950年

代～70年 代 まで一貫 して農 林水産業 (主に農 業) が主体だ った経済構造が1980年 に製造業主体に とってか

わ り、1995年 には農林水産 業の地域別GDPは10%を 割 り込んで しまってい る。 かわって製造業は31.5%と

農業 に完全 に とってかわ り経済成長 の推進力 となっている と考 えて よいだろ う。

(単位: 百 万 バ ー ツ)

表4-11 業 種 別GDP (1988年 価 格 ベ ー ス)

出 典: 『Thailand in Figures 1999』 よ り筆 者 作 成

212



第四章 タイの地域格差是正政策と製造業立地政策 ・製造業立地動向

ところが、業種別 労働 人 口については、製造業へ の転換 の傾 向は同 じだが、その割合 については大 きな

差がある。1960年 代までは約80%以 上の労働 人 口が農業 に従事 してお り、製造業は3.4%を 占めるに過 ぎな

かったが、工業化 と市場経済の発達で1995年 には製造業13.8%を 始 め、商業、サー ビス業 などで増え、逆

に農業 は53.3%ま で低 下 してい る。 しか し以前 と して半数以上 の労働 人 口が農業 に従事 しているのに、農

業 (農林水産業) のGDPが9.3%と い うことが、都 市対農村 とい う図式 を非常に明確 に表 している と考 えら

れ る。 こ うした こ とか ら、プ ラサー トは 「工業部門で働 く人の収入は、農 業部 門で働 く人の収入 よ り概 し

て より高い。農業部 門か らの収入 を工業部門の収入 に追 い付 くまで増加 させ よ うと望む こ とは困難であ り、

問題 の解決 も工業開発 の停止や都市 の成長の停 止に よってな され るものでない ことは明確 である。都 市の

人 と農村 の人 の収入 の格差の縮小は、経済開発 のための措置だ けでは成 し遂 げるこ とはで きない。た とえ

どんな に農業開発 に金を注 ぎ込んで も、この部門か らの収入 を工業部門か らの収入 に追い付 くほ ど増加 さ

せ る方法は全 くない。」8と 強 く主張 し、税 収分配 による所得の地域間均衡 の達成まで主張 しているので

あ る9。

単位: 千人  単位: %

表4-12 産 業 別 労 働 者 人 口

出 典: 『Thailand in Figures 1999』 よ り筆 者 作 成

この業種別の分析 を地域別 に行 うために、まず業種別 の地域総 生産 シェアを地域別で見てみる と、各地

域に大きな違いがみ られ る。バ ンコク都では製造業の割合が最 も多い (28.7%、1995年) ものの、商業 (20.1%)、

サー ビス業 (15.3%) 等多岐に渡 ってい る。 一方バ ンコク都隣接 県は5割 以上が製 造業 となって いるが、そ

の割合は次第 に減少 し、かわ りにサー ビス業や住宅建 設等 を背 景に している と見 られ る建設業の伸びが大

きい。製 造業 の集積 が伸びつつ ある中央部 と東部は製 造業のシェアが大 きいだけでな くさらに伸 びて4割

前後まで とな ってお り、この傾 向は西部にまで伸びてい ることがわか る。一方、バ ンコクか ら遠 く離れた

東北部、北部、南部 は製造業 の割合はせいぜ い1割 程度 となっている。一人 当た りGDP自 体 は必ず しも低

くない南部は製 造業の割合 が6.1%と 最 も少 ないが、これ は農林水産業が盛んで特に商品作物 が多 いためで

あ ると考え られ る。

さらに、県民総 生産 に占める製造業の割合 か ら、タイ にお ける県別製造業特化係数 を算 出す ると表4-

14の よ うな順序 に なる。全国平均では製造業 の割合が28.4%な のに対 して、バ ンコク都はサー ビス産業の

進展 を反映 して29.0%で あ るが、バ ン コク周辺県平均 では55.8%と 高 く、地方ではお しなべて低 い。 さら

に特化係数 で製 造業の割合 が1を 超 える県は、工業集 積の誘致に成功 した殆 ど唯一 の地方圏 とい ってよい

8 プラサー ト ・ヤ ム ク リンフング (1995)

9 「格差 を本 当に縮 小 させ る唯一の方法は都市の金持 ちか ら現行 よ り多 くの税金 を徴収 し、この税収 を農

村の人々の収入 の増加 に役立つ よ うに用い るとい うよ うな直接的 ・間接的 な様 々な方法に よる政治 的な措

置 をとることで ある。」(プ ラサー ト・ヤム ク リンフング (1995))
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北部 ランプー ン県以外す べてバ ンコク周辺県 とな ってい る。

表4-13 地 域 別 業 種 別GDPの 変 化 (1990年 →1995年)

出 典: "Thailand In Figure 1998-1999" よ り筆 者 作 成

またこれ までの研 究は、 タイの全76県 を概 して8地 域程度10に分割 して分析 してい るケースが多いが、

一人 当た り地域総 生産 同様、 地域 内での格差が特化係数 にお いてもかな り大き く、バ ン コク隣接県の外側

にあた る郊外 の東部 、中央部 、西部 にお いては県毎に特化係数 の差が著 しい11。従来の調査では、こ うし

たバ ンコク首都 圏の広が りに対 し分析の区域に対す る配慮 を欠いていたため、バ ン コクを中心 とす る製造

業立地 の更なる広 が りを正確 に捉 えることが出来てお らず 、バ ンコクか らの物理的 距離 で優遇措置 を差別

化 したBOIの ゾー ン区分 による分析 とも相俟 って、あたか も地方 分散が進んでい るかの よ うな印象 を与え

てい た。 しか しなが ら実際は、バ ンコクとの物理的距離 よ りも主に道路輸送 による時間的距離 によるとこ

ろが大き く、同 じよ うな距離 にあ り共にBOI第 二 ゾー ンにあるが国道1号 線 が走るサラブ リ (1.63) と高規格

道路 がないナ コンナ ヨック (0.23) で非常 に大きな開きがあ り、また第三 ゾー ンにあ り国道3号 線 が通 り港

湾 もある ラヨー ン (1.33) にお いて大 きい等 、97年 までの経済発展 によるバ ンコク大都 市圏の拡大 によって、

これ までの調査 方法で は捉 えきれない部 分が多 くなって きた ことがわか る。

10 この場合 、バ ンコク、バ ンコク隣接 県、東部、 中央部 、西部、北部、東 北部 、南部の8地 域。
11 東部は うち3県 で大規模 開発 が行 われ た影響が強いが、 その他で例えば中央部 を例 に取 って もアユ タ

ヤ県の2.02か らチャイナー 県の0.20ま で実に10倍 もの開きが ある。
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注: 国家計画による拠 点は 、左側に地名 ・数字 が掲載されているもののみ。六次 の白抜きは計画

表4-14 1996年 の 県 別 製 造 業 特 化 係 数

出 典: 『Thailand in Figure 1999』 よ り筆 者 作 成

バ ン コク大都 市圏での産業構造、即 ちバン コク都 では製造業の他 にサー ビス業 ・商業な ども含 めた多様

な構造で あるのに対 し、隣接 の成長県で製造業の割合 が顕著で あることは上記で も明 らかであるが、さら

にデー タを挙 げ ると、地域別 の企 業数においては一般的 に製造業 と商業で多 く、バ ンコク都ではその割合

が31%と40%、 隣接 県では52%と24%と 隣接県 で製造業 の割合がやや 多い。 しか しこれ を被雇 用者 数で取

215



第四章 タイの地域格差是正政策と製造業立地政策 ・製造業立地動句

ってみ る と、バ ンコク都では製造業の他 、建設業 ・商業 ・企業サー ビス業 など様々な業種 で構成 されてい

るが、隣接県では80%が 製造業 とほぼ独占状態である。このことか らバンコク大都市圏の拡大は主に製造

業が担 ってい るこ とがわかる。

注: バ ン コ ク近 隣 県 とは 、 ナ コ ンパ トム 、 ノ ン タ ブ リ、 パ トム タ ニ 、 サ ム ッ トプ ラ カ ン 、サ ム ッ トサ コ ンの

5県

表4-16 産業別雇用人口
出 典: 『Thailand in Figures 1997-98』

注: バ ン コ ク 近隣 県 と は 、ナ コ ンパ トム 、 ノ ンタ ブ リ、 バ トム タ ニ、 サ ム ッ ト ラ カ ン、 サ ム ッ

トサコンの5県

表4-15 産業別地域別企業数

出 典: 『Thailand in Figures 1997-98』

216



第四章 タイの地域格差是正政策と製造業立地政策 ・製造業立地動句

4.3. タイにお ける製 造業 の立 地状況 の把握

4.3.1. 既 存 調 査 レ ビ ュ ー

4.3.1.1.グ ロ ー バ ル 化 と タ イ へ の 進 出 企 業

本節では、前述のような製造業立地の地方分散政策に対する実際のタイにおける製造業の立地状況をな

るべく具体的に把握することを目的とする。まず本項においては、タイにおける製造業立地の分布状況に

関する既存調査のレビューを行 うが、その前にまず、グローバル化との関連で、海外からの直接投資が、

タイの製造業立地全体の中でどの程度の影響を及ぼしているかについて簡単に述べておく。表4-17は 、

1960年以降の国別登録資本金累計額である。海外からの直接投資が本格的に伸びたのは80年 代後半である

が、その期間を通 じて、タイ と外国の累計登録資本額を比較すると、7:3と タイの資本が多くを占めて

いる。これだけ見るとい くらグローバル化による海外直接投資が多いからといってもその影響は限定的で

あり、タイ資本がより大きな影響を持っていると考えるべきだろ う。ただし、実際の意志決定はこれ とは

別の次元で行われる可能性がある。後述する本論文におけるインタビュー調査の中でも、日系企業ながら

タイ資本が過半の場合が少なからず見受けられたが、実際の意志決定は日本本社の場合 も多く、タイ人の

出資者 (カウンターパー ト) は大きな意志決定には実質的に参加 していないとい う場合も多い。 これは、

BOIの 投資優遇の場合に優遇税制がタイ資本比率にも関連 していることにも原因がある。

一方合弁等で進出する外国企業は、BOIの認可実績では件数、金額 ともに日本企業が最大の部分を占め、

アメリカ、台湾、香港などの企業がそれに続いているが、BOI奨 励案件以外の投資も含めると、1970年 代

などは米国企業の投資が 日本企業のそれを上回っていたという報告1もある。

注: 「登録資本金累計額」=奨 励証書発給の登録資本金額

表4-17 1960年 以降の登録資本金 累計額

出 典:『Foreign Investment From Major Countries』BOI国 際 部

引用:『 タイ国経済概 況96～97』

またバンコクを含むアジア大都市での拡大大都市圏化の傾向は、近年のグローバル化の影響としばしば

強い関連をもったものとして紹介 されるが、こうした傾向は必ず しも近年の動きのみか ら与えられたもの

1 井 上 隆 一 郎 (1991)、p.112
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ではないことに注意す る必要がある。工業立地は通常、その製品は様々であっても、輸出に便利な運輸 ・

通信ルー トに沿った海岸線や港湾都市に決定 されるのが歴史的な事実 となっている。タイでは、米国、日

本などの多国籍企業による新 しい国際分業の展開があ り、新 しい工業立地は多国籍資本や世界システムの

利益にしたがって決定 されたという論調があるものの、歴史的には、貿易に便利な経済立地それ 自体は、

開港以前の中国 との王室独 占貿易時代も、開港以降の欧米 との自由貿易時代 も同様で、やはり水運に便利

な河口、海岸線の港を中心としてお り、決して現代の多国籍資本時代だけの特徴ではなく、過去 との連続

性がある2。

4.3.1.2. BOIデ ー タ に よ る 基 本 的 な 分 析

タイ の製 造業 立地の状況を示す ものと して最 も多 く用い られ るのが、BOIの 投資奨励 申請に基づ くもの

である。 タイには他 に 『工業調査(Industrial Survey)』 とい う調査 もあるが、 これについては末廣がその信

憑性 に疑念 を抱 いている3よ うに、分析 にはあま り利用 され ていない。

一方、BOIデ ータにも様々な問題がある。まず投資奨励恩典に基づくものでありBOIに 基づかない製造

業立地もありうることから、製造業に投資されたすべてのデータを扱っていない。一説には、全投資額の

概ね3割 か ら5割 がBOIを 経由してお り、また投資件数ベースでも概ね5割 がBOIを 経由し、投資活動に

おいて質・量 ともに大きな比重を占める外国直接投資の大半はBOIを 経由しているという報告がある4。BOI

が地方に有利な奨励恩典を行っていることから、地域的には地方での投資を過大評価する恐れがあること

を認識 しなければならないだろう。次に企業の申請 ・認可 ・認可証発給 ・操業の4段 階の統計があること

も問題 となっている。申請ベースではもちろんのこと、認可ベースでも経済状況の変化などにより実現さ

れない場合があ り注意を要する。 さらに、BOI恩 典は事業 (プロジェク ト) ベースの統計で増設等も含む

ため、ある年の操業数が新規立地を示 しているとは限らない。特に長年操業している企業の場合はBOIの

恩典期限に合わせて新たな申請を行 うことから、累計なども全体の立地を示 しているとは限 らないことに

なる。最後に、実際には承認 した企業についても捕捉出来ない企業があること5も報告 されてお り、こう

したことから正確には産業立地の統計とは言えない。本論文では製造業の立地を検討 しているが、観光な

どのサー ビス業なども一部ではあるが含まれていることも挙げなければならない。

しかしこうしたことを踏まえてもBOIの 統計は産業立地の状況を端的に示す指標 として多 く用いられて

おり一定の信憑性があると考えられるので、上記のような問題 も前提 としながら観察 してみることにしよ

2 北 原 淳(1995)、p.38

3 「1987年 の工業調 査 (Industrial Suivey) は、バ ンコクでの郵送調査 の回収率が わずか に10%、 地方で も21%

であった。1990年 の工業調 査の場合 も、バ ンコクでの回収率が7%、 地方が19%で ある。」(末廣昭(2000)、

p.317)「 タイ では1980年 代以降、ほぼ2年 ～3年 おきに 「工業調査 」を実施 してきたが、 これ を担 当す

る国家統 計局では人 口セ ンサ ス、労働力調査、社会調査 にもっぱ ら力点をおき、 「工業調査」に対 しては

低 い優先度 しか与 えて こなかった。 また、サ ンプ リングの対象地域 も調査年に よって異な り、ある年 には

大手企業 のセ メ ン ト工場が 、次の調査年には大手の鉄鋼 工場が入 って、その都 度、特定業種 の数字 が跳ね

上が る とい う現象 が生 じた。 」(末 廣昭(2000)、p.322)

4 「工業投資 を含 む全産 業投資の うち、BOIを 通 る比率については適 当な統計がないが、筆者がBOI担 当

者か ら取材 した ところでは、金額ベースでは、1993年 は、 タイ中央銀行が把握 している投資額3389億 バ
ー ツの うち、1081億 バー ツがBOIを 経 由 し、1994年 の上半期では、 同 じくタイ中央銀行が把握 している

投資額の5376億 バ ー ツの うち、2546億 バー ツがBOIを 経 由 してお り、全投資額の概ね3割 か ら5割 が

BOIを 経 由 してい る。 」 (国 土庁大都市圏整備局 ・名古屋 市(1995))

5 2000年4月 のBOIへ のイン タビュー よ り。
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う。

古 くは1978年 時点 では 、1960年 以降 に操業 していてBOIの 投資奨励 を受 けた企業の半数以 上がバ ンコク

に立地 し、中央部で全体の85%を 占めていた とい う報 告がある6。その後 も、1979年 ～90年 の投資奨励承

認件数 で国 内投資件数の40.3%、 海 内投資件数の52.1%が パ リモ ン トン (バ ンコク都及 び隣接県) に集 中

し、中で もバ ンコク都へはそれぞれ19.6%と15.7%の み で、多 くの投資奨励 プ ロジェク トがBMAを 素通 り

してその郊外や 東部臨海 開発地域 に 「分 散」立地 しているとい うメデ ィの報告7が ある。

図4-9よ り1990年 代のBOI投 資奨励恩 典の承認件数でみ る と、当初はやは りほ とん どがバ ンコク及び

周辺 県で構成 され るゾー ン1内 に集中 していた もの が、次第に ゾー ン2、3に 分散す るよ うにな り、1993

年にはは じめて ゾー ン3の 割合が5割 を超 えてその後 もゾー ン3の 割合が増 えている ことがわかる。

図4-9投 資奨励地域 別の 投資件数 ・地域別割合 (承認ベー ス) の推移

出典:BOl国 際 部資料

しか し前述の よ うに承認 と稼働 の比率には開 きがあ り、また第三 ゾー ンにはバ ンコクに比較的近 く東部

臨海 開発地域 の対象地 域になっているチ ョンブ リ県 ンムエ ヤバン工業団地及 びラ ヨー ン県が あるため、こ

れ だけでは必ず しもバ ンコ クか ら遠 く離れ た地方 県での 立地が多 くなってい るとはい えない、そ こで 、表

4-18で 、高度成 長期であ る1994年 と1995年 の承認 及び稼働件 数及 び登録 資本金 (稼働 の場合 は投資金額)

を、第三 ゾー ンを東部 とそれ以外に分割 して表示 してみ た、まず、地域別の シェアを見てみ る と、件数 と

登録資本金 ・投資金額 でか な り差が あることがわかる。件数では第 三ゾー ンの 「それ以外」の地域、いわ

ゆる地方県での割 合が4割 以上 と非 常に高 く、これは稼働件数において も割合 があま り変わ らない こ とと

6 Phisit Pakkasem et al (1978)

7 Medhi Krongkaew (1996)
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含めて地方分散がかな り進んでいると考えることができる。このことは他の文献の見解8と基本的に一致

している。登録資本金 ・投資金額ベースで見た場合は若干異なる。第三 ゾーン全体で見た場合は件数 と傾

向が非常に似通っているが、その多くは東部に投資 されている。これは素材型産業に代表 される重工業が

海岸沿いの大規模プラン トを東部臨海工業地域に立地させることによるものであると考えられる。この場

合、地方県である 「それ以外」の割合は年にもよるが2割 前後とそれほ ど多くない。

またここで付記 しておきた恥のは、承認されたプロジェク トのうち実際に稼働するのは投資金額でも半

分に満 たず、件数 に至っては3割 に も満たない ことである。承認 されたプ ロジェク トが実現す る場合1年

以内に稼働す る9と考 えた場合、その稼働率は合計で件 数では27.1%、 投資金額で は47.0%に 過 ぎず、かな

りのプ ロジェク トは承認 を得ただけで実行 されていないこ とがわか る。またそれ を地域別 で見た場合、 件

数 ・投 資金額 ともにバ ンコクに近い程 稼働 してい る割合 が高い。この こ とは、地方県での投資は承認 を得

て も稼働 してい る割合が低い ことを示 してい る。 多 くの文献ではBOIの 統計 を承認ベースで用 いる傾向が

あ り、注意 を要す る点であ る。

単 位: (件 数)件 、 (資本金・投資金額) パーツ、以下切り捨て

表4-18 1994・95年 のBOI投 資奨励恩典の承認及 び稼働 の件数と登録資本金 ・投資金額

出典: BOI資 料(1996年7月12日 発行)

上 記 の よ うに 、BOIの デ ー タ は 基 本 的 に プ ロ ジ ェ ク トベ ー ス で あ る が 、BOIが 発 行 して い る"Profiles of

8「 投資 ブー ム と工業化 のいっそ うの進展 は、 大規模 工場の出現 と工場労働者の急増に帰結 した、BOIが

奨励 した企 業に限って も、新 たに創 出 され た雇用労働 者数は、1991年 か ら1993年 の間に28万 人の規模 に

達 したほ どであ る。 しか も、これ ら工場 労働者の うち、バ ンコク首都圏 に位置す るのは全体の4割 強 で し

かな く、残 りは 中部や東 タイをは じめ、地方 に分散 していた。地方 に進出 した工場の中には、最新の設備

を備 え、2000人 か ら3000人 を擁す る大規模な工場 も珍 しくない。 工場社会 は確実に地方に も拡大 してい

った。」 (綾部恒雄 ・石井米雄編 (1995))

9後 述のイ ンタ ビュー調査 では、 工場の立地決定か ら操業 までがだいたい1年 ～1年 半 であ り、それ以上

伸び るこ とは経済情勢 の変 化な どを踏 まえて稀 である、とい う話が多 く得 られ、その ことか ら1年 以内に
稼働 とい う過程が ある程度 の妥 当性 を持つ と考 えた。2000年4月24日 のBOIの 永井恒太氏へのイ ンタ ビ

ューでは 「「承認 」と 「稼動」の値 が違 うのは確か で、 「承認 」の第三 ゾーンへ の広 が りだ けで分散 が進

んでい るとい うことはで きない と思 う。ただ、承認 され てか ら2年 以内に稼動 させ 、BOIに 届け出る必要
がある(時 期 の延長 は可能)。 しか し、奨励 をもらっていなが らBOIに は届け出ないケー スな どもあ り、

結局 はすべ てを把握 できていない状況 である。 」 とい うこ とであった。
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BOI-Promoted Companies and Sectors 1999" にはその累計 としての立地が、(製 造業 の場合) 工場 とオ フィス

を区別 して掲載 されてい る。そ こでこのデータの工場 立地につ いて集計 し、業種別 ゾー ン別 に分析 してみ

ると、まず総計 では約半数が第1ゾ ー ンに立地 してい ることが分 かった。バンコク周辺部 である第2ゾ ー

ン と合 わせ る と8割 近 い割合 (76.9%) とな り、地方県の割合は非常に限 られてい ることがわかる。 しか も

業種別 でみ る と、第3ゾ ー ンに立地す る企業 は、農業 ・食 品 と、鉱 業、またサー ビス業等 (観光業な ども

含 まれ る) が主体 となってお り、高付加価値 が期待 できる電気電子や金属 ・機械 ・輸送機械 ではその全国

シェアは低い。

表4-19 BOIゾ ー ン別、業種別立地総数

出 典 "Profiles of BOI-Promoted Companies and Sectors 1999" よ り 筆 者 集 計

4.3.1.3. そ の 他 の デ ー タ

その他 の分析 をここで ま とめて紹介 してみ ると、一般的 には70年 代までのバ ン コクの周辺 の工業地帯は

ほぼ50キ ロ圏 内に限定 されてお り、その外部は米作農業地帯であったが、80年 代か ら工業地帯は、バ ンコ

ク周辺5県 へ 、そ して87年 の外国投資 ラッシュころか ら、さらにその外縁10県 へ 、そ して北部な ど地方へ

と拡大、拡散 していった とされ ている10。その中で製造業立地につ いても地方分散が進 んだ とす る記述 が

多いが 、主 に中部及 び東部 を分散の対象 として認 めている分析が多 く、これ は広い意味でバ ンコク大都市

圏 に入 る可能性 があ る。一方、米作農村が工業地帯 に変化 した今 日で も、バ ン コクは依然周辺の工業特化

県 を管理す る 「管制高地」 として君 臨 し、欧米 先進諸 国工業 が生産部門 を途上国に移転 して、管理 中枢部

門だ けを握 って いるよ うな立場 である11とい う指摘が多い。 具体的 なデー タ分析 で も例 えば、 タイに進 出

した多国籍企 業93社 の うち54社 はオフィスをバ ンコクに置 いているとい う報告が ある12。 しか し、秋 野に

よる電気電子産業 に限った分析では、 「タイ資本は分 散化 の程度 が低 く、規模別で は小規模企業のバ ンコ

クやサム ッ トプ ラー カー ンへの立地 が多い。それ に対 して、外 資は分散化の程度が大 きく、規模 で も比較

的大 きな企業の地方展開 が多 い」13と してお り、 この ことは外 資系企業が、大工場に必要 な大規模 な土地

や安価 で大量の労働力 を求めて地方 に行 きやす い とい う状況 を反映 していると考 えられ る。

BOIが 工業 団地に入居 してい る企業 (BOI奨 励企業以外の企業 も含む) のみについて調べ た入居状況を

見てみ ると (表4-20)、 供給面積 に対 して分譲残 りは ゾー ン1内 で7%で あるのに対 してゾー ン2・3

では43%、47%と 、需要におい ては ゾー ン1が 高い ことがわかる。そ もそも全体 と しては工業団地 の面積

は供給 過剰の状態 にあ り、別の分析では97年 の総 工業団地面積7.5万 ライ の うち24%は 入居 企業がないとい

10 北 原 淳 (1995)、p.59

11 北 原 淳 (1995)、p.61

12 田 坂 敏 雄 (1998)

13 秋 野 晶 二 (1998)
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った報告14も あ り、工業団地 の立地 は製造業企業の実際の立地 を反映 しているこ とにはな っていない。

表4-20 BOI統 計に よる2000年1月 現在の工業団地数の地域 分布

出典: 『タイ国経済概況2000/2001年 版』 よ り筆者改

14 田 坂 敏 雄 (1998)
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4.3.2. オ フィス ・工場の立 地 も踏 まえた包括的 な分析

4.3.2.1. 分 析 の 目 的 と リ ス トの 選 択

さて前項 までの政策や 立地分析 に関す るレビューを踏 まえて、本論文 にお ける分析 に入 りたい。本論文

にお ける分析の元デー タ として、2000年 に民間企業 よ り発行 された 『タイ 工場年鑑』(2000年 版 はサンプ

ル数2411社) を主 に用い てい る。 このデー タはBangkok Comm社 よ り出 され市販 され ている企業 リス トで

あ り、 ファックス等 を中心 と して情報が収集 されている1。元々 日系企業 中心 のデー タ収集 であったが、

2000年 号 はデー タもか な り拡充 され 、各企業 において工場 とオフィスの位 置が明示 されてい るのが特徴で、

この ことが本論 文で用い る決 め手 となった。データについては、タイ資本 の比率で はBOI事 業累計で66.4%

に対 しこ こでは55.7%と タイ資本がやや少なめ、BOI奨 励企業の比率では3～5割 がBOIを 経 由 してい る2

のに対 しここでは42%と ほぼ同水準 と大差 ない状況である。また100人 以上の企業が61.7%を 占めることか

ら中小零細企業 を過少評価 す る恐れ があ るが、タイの場合、地方分散 に関わる製造業企業 は中小零細企業

だ けで は存立 し得ず 、中規模以上 の企 業の立地傾 向をもってかな りの性質 が描 き出 され る と仮定 した。ま

た製造業 による経済発展前後の動向 の違い をよ り正確 に捉 えるため、1980年 にお けるタイエ業協会 (The

ATI: Association of Thai Industry)3の加盟 リス トを補足的に用 いてい る。ATIの リス ト (サ ンプル数543社)

は製造業企業が主体だ が、中にはそれ らに多 く投資 してい る銀行 、また大学機関等 も少数だが存在 してい

る。 さらに、補 助的にでは あるが 、IEATが 発行 してい る 『Factory in IE/IZ/IP & Label』 とい うCD-Romデ ー

タに よる1997年 時点でのIEATが 関連す る工業 団地 内企業の分析 (サ ンプル数1197社) も加 えている。 タ

イの場合 、製造業企 業は必ず しも工業団地内に立地 しているわ けではないので、地方分散 の程度 を示すデ

ー タにはな らないが、工業 団地 に立地す る企業 のオフ ィスの位 置な どか らバ ンコク大都市圏 を中心 と した

構造 の詳細 を示す のに使 うこ とができる と考 え られ る。

製造業関連の企業 リス トはタイ国内においても政府 ・民間から多く発行されているが、それ らの中でこ

の3つ のデータを選択 した理由は、本論の目的が単に工場の立地動向だけを調べ るのではなく、製造業企

業の工場 (生産機能) とオフィス (管理機能) の繋がりか らタイの製造業立地を中心とした国土構造の有

機的な関係を導 き出す ことを目的としているためである。そ うした観点から、経済成長前後のそれぞれの

時点で工場 とオフィスの区別を明確に行って収集 されたリス トの中では、この3つ が最 もよく調査されて

いるものと考えられる。

1 1998年 の電話イ ンタ ビュー よ り。

2 国土庁大都市圏整備局他 (1997)

3 1988年 に 「経 済団体法」に基づ いて、連盟 (連合会議) に格上げ され、BOT (タイ商業会議所連盟) と

同格に となった、タイで最 も大 きな製造業主体の圧力団体。各業種別 に委員会 を設置 し、関税、投資奨励、

税制、設備 の新設拡 張な どについて政府や 工業省 、投資委員会 と折衝す る。現 タイ工業連盟 (The Federadon

of Thai Industly)。
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注: Laem Chabang I. E. は 第2ゾ ー ン の 立 地 だ が 、 に 第3ゾ ー ン して の優 遇 が得 られる 。

表4-21 タイ工 業 団 地 公 社 に よって 建 設 され た 工 業 団 地 (Industrial Estate) の 概 況

出 典:『Factory in IE/IZ/IP & Label』(1997) よ り筆 者 集 計

4.3.2.2. 地 域 区 分

まず分析のた め、 タイ全土 を基本的に距離 と方角、 さらにBOIの 投資奨励 ゾーンによってい くつかの地

域に分類 してい る。図4-10、4-11、 表4-21の よ うに分類す ると、それ ぞれの地域 の特徴 が以下のよ

うに うま く浮かび上が って くることがわか る。

都 心地区 (1O): 現在 に至 るまで の都心地区。

旧都 心地区 (2W): 王宮 を中心 と した旧都 心地 区であ り、昔は商業業務機 能 も兼 ねていた地 区。

南部新都 心地区 (2S): 都 心地区か ら南に伸び る地域 で、銀行の本店 などが新 しく立地 して きて

お りBMAも 新都 心の立地 を推進 しよ うとしてい る地区。

東部 新都 心地区 (2E): 都心か ら東に伸びるスクン ビッ ト通 り沿いの地域 でホテル、高級住宅街

の他 、企業本社 も多 く立地 してい る地区。

北部新都 心地 区 (2N): 都心 の北部 に位置 し、空港 とのア クセスが よく、また多 くの政府 関連施

設が立地 してい る地 区。

南部 郊外 地域 (3S): バ ンコク南部か らサム ッ トプラカン県にか けてのチ ャオプラヤ川の西側 の

地域 であ り、石油化学関連産業等が最初 に立地 し始めた地区。 現在 は川 向こ うの都心 とのアク

セスに問題 を抱 えてい る。

東 部郊外 地域 (3E): ス クンビ ッ ト通 りを さらに東に進んだ地域で新 しい副都心が形成 され、1980

年代の工業団地 も新 しく整備 されている地区。 東部臨海 開発地域の通 り道。

北部郊外 地域 (3N): バ ン コク県北部で国際空港を含む 地域。以前か らある程度 のオ フィス ・工

場集積 が進 んでいた。

西部郊外 地域 (3W): チ ャオプ ラヤ川 の西側のバ ンコク県 内各 区。 都心 と川 を挟む こ ともあって

他 の地域 よ り立地は遅れてい る。
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北東部郊外 地域 (3O): バ ンコク県東部の数 区で、IEATが 初期 に工業団地 を建設 したのは この地

域 であ るが、他 の郊 外地区 と比較す る と住宅地区 としての性質の方が大きい。

東部臨海 開発 地域 (4E): バ ンコク東部 の3県 。BOIゾ ー ンでは、第二 ゾー ン、第三 ゾー ンにな

るが高速道 路や高規格道路があ り海岸沿 いの地域はバンコクとのア クセ スが よい。港湾 も整備

され てい る。

北部 工業 地帯 (4N): バ ンコク北部 の2県 。BOIゾ ー ンでは、第一 ゾー ン、第二 ゾー ンにな り、

空港 とのアクセ スが よく、中心を国道が通 るので、概 してア クセスがよいが 、チ ャオプ ラヤ川

の水質規制 のため工業排水 につ いての制約 がある。

西部工業地帯 (4W): バ ンコク西部 の3県 。BOIゾ ー ンでは、すべて第一 ゾー ンにな るが、チャ

オプ ラヤ川の西側 にあた り、特 に1980年 代後半か らの経済成長 の過程 で都心 とのア クセ スに問

題が生 じるよ うになった。

周辺県地域 (5O): 上記以外 のBOI第 二 ゾー ンの県。都 市地域 はバ ン コクか ら概ね100～150km。

地方 県地域 (6O): 上記以外 のBOI第 三 ゾー ンの県すべて。バ ンコクか ら最低 で も100kmは 離れ

てい る。

図4-10 本論文での地域区分 (1)
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図4-11

本論文での地域区分 (2)

区名: バンコク都内の各区 (区の分類は1995年 当時)

郡名: サ ムットプラカン県内の各郡

県名: バンコク周辺の県名

注1: ここでのク ロン トイ区はバンカピ区の一部 を含む

注2: ここでのバン プー郡は ムアン郡の 一部を含む。

表4-21 本論文でのタイ地域分類
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4.3.2.3. 分 析 結 果

1980年 代 後半か ら始 まる経済成長以 前については、基本的には1985年 以前の企 業につ いて見れ ば よいが、

一部の企 業はオ フィスや工場 を移転 している可能性 があ り、最近発行 されたデー タで考察 しただ けでは信

憑性 に欠 け る部分があ る。 そ こで、1980年 時点 にお ける製造 業企業の立地 状況を1980年 のATIリ ス トを用

いて見てみ よ う。

当時 、製 造業企業の オフ ィス立地ではすでに都心地域が多いが、その 次には旧都心地区にある程度 の集

積が見 られ 、製造業に よる発展 以前は まだ旧都心地域 にも中枢機能 が残 され ていた ことがわか る。また 「日

都心地 区には、外国企業4に は 旧都心地 区にオフィスを持つものが見 当た らず 、タイ企業の本社 の集積が

集 まっている とい うことに なってい る。一 方、工業立地は、東部 と南部のバ ンコク都郊外地域 がその多 く

を占めてお り、バ ンチ ャン、ラクラバ ン等 、IEATが 初期 に建設 した工業団地 を有す る北東部郊外地域 に

はまだあま り立地 が進んでいない。

図4-12 1980年 当時の製造 業オフィス機能立地

出典 ATI会 員1980年 名簿より筆者集計

図4-13 1980年 当時の製造業工場機能立地

出典 ATI会 員1980年 名簿より筆者集計

次に2000年 時点 での状況 を、 『タイ工場年鑑2000』 を用いて同 じよ うに表 示 してみ る と、まずオ フィス

集積は、都心地区 と東部新都心地区に2分 される され ることがわか り、それ以外 に も北部 と南部に も副都

心が出来あが りつ つある ことがわか る。一方1980年 当時 は2大 オ フィス街 の一 つであった旧都心地区につ

いては、す でに伸 びが鈍 化 し他の地域 に取って代われれている状態 となってい る。この地区は、オ フィス

建設に関 して も旧市街の保存のため高 さな どの規制がかけ られ てい る地区であるこ とが影響 していると

考えられ る。一方、東部新都心か らさらに東部郊外地域 、北部新都 心か らさらに北部郊外地域に もオフ ィ

スが伸びてい る 二三がわかろ。一方で、最初に工業団地 を建設 しようと していた北東部郊外地域 と、チャ

オプ ラヤ 川の西側 にある西 部郊外地域 に もそれな りの集積が あるが 、限定的 となっている。オフィス立地

については、それ よ り距離が離 れてい る地域 にはほ とん ど立地 していない。

一方工場は、 他の 参考文献 等のデー タと同 じよ うに85年 以降 に急増 してお り、総 じて3～4の 地域 に広

が ってい るが 、その 中で も東部臨海工業地帯は85年 以前 はゼ ロに近かったのに も関わ らず 年 々順位 を上げ、

現在は立地 数で最 大であ り、95年 以降の 企業立地の伸 び も続い てい る。政府 の開発政策の 目玉の一つ であ

った東部臨海開 発地域 は、少な くと も産業 立地の面で顕 著な成功 を収 めた といえるだろ う,ま たバ ンニク

4 ここでは 、BOIを 始め とする外資優遇政策等の多 くは、前述のよ うに タイ資 本が過半か どうかで優遇 措

置等 に違 いを設 けている ことか ら、 タイ企業が資本の過半数を所 有す る場合 に 「タイ企業、 と定義 し、そ

れ以外 の場合 は 「外国企業」 とす る。
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東部 (3E, 4E) と、空 港へ のア クセスが よ く労働力の後背地 (北部 ・東北部) も大きいバ ンコク北部 (3N, 4N)

が、西部や それ よ り遠 方の地域 をはるかに しのぐ数 となっている。 これは、4の 地域への地 方分散 とい う

よ りも、バ ンコク大都 市圏の外 延的拡大 と考 えたほ うが自然であ り、地 方分散は実態 と して進んでいない

とい う分析 の仕方がで きる。数 としては、1980年 代にはかな り多か った南部郊 外地域 も、チ ャオプラヤ川

の西岸 とい う地理的制約 と、付近 の道路容 量の限界等が あって集積 としての相対的な地位 を落 としてい る。

一方、 周辺県地域は、60年 代後 半以降は、85年 の経済成長が始 まる以 前 までほ とん ど伸びがな く、 また経

済成 長が始まった後につ いて もバンコクによ り近い県 を上回るに至 っていない。BOIの ゾー ン区分を地方

への優遇政策 として見 た場合 に、それが必ず しも成功 している とは いえない状況にある。

図4-14 1999年 現在 の製造業オフィス機能立地

出典: 『タイ工場 年鑑2000』 より筆者作成
図4-15 1999年 現在の製造業工場機 能立地

出典: 『タイ工場年鑑2000』 より筆者作成

こ うした ことを踏 ま えて各地域 の性 質を まとめ ると、 まずバ ンコク都心か ら10km以 内の1・2地 域 で

はほぼオ フィス (管理機 能) に特 化 した地域 であ る 考 えてよい。一方 で25kmま での3地 域では方角に

よって性 質が異な る。空 港のある北方面 (3N)、 住宅街 とな っている西方面 (3W) は1・2地 域 と同様 にオ フ

ィスを中心 とした立地 であるが 、工場地帯に続 く東方面 (3E, 3O) と南方面は工場 (生産 機能) とオフ ィスが

拮抗 、あ るいは工場がや や優勢な状況 となってい る。 さらにそれ以遠 での4～6地 域 の立地 では、もはや

オフ ィスのみ の立地 とい うのはあ り得ず、生産機能が必ず伴 った立地 とな ってい ることがわかる。このよ

うに、地域に よって機能が大 き く分かれてい るのが非常に特徴的 とな っている。

さらにオフィス と工場 の立地について見てみ ると (図4-16)、 オフ ィス と工場 が分 かれ て立地 してい

るか どうかについては、全体では61%が オ フィスと工場 を同位置 に持つ (他 にオ フィス を構えていない)

企業 であ るが 、その割 合は地方圏 で も53%と 若干低めなが らそれほ ど大 きな差はな く、地方県の立地であ

るか らといって必ず しもバ ンコク等にオフ ィスを別に構 え るとは限 らない ことがわかる。特に後述する タ

イで唯一 の地方 県の工業集積 であ るランプー ン県では 、オフ ィスと工場が同位 置の企業が76%と 高 く他 の

オフ ィスを必 要と して いない ことがわか る。

またオフ ィス と工場 の位 置関係 について 、バンコク都心 か らの方向性 に どの程度 の関係 があ るかを細か

く調べ る と、 『タイ 工場年鑑2000』 リス トとIEATリ ス トについて、図4-16・17の ようになった。 これ

を見 ると、特に 東側につ いてそ うした傾向を観 察す ることができ、例えば図4-16で オフィス立地が2E

にあ る企業 (全270社) の うち、 工場が東側にあるのは2E (同 じ地域) が24、3Eが65、4Eが93で 合計182

企業 、74%が 東側に工場 を侍つ ことにな る。IEATの デ-タ で も同様 の計算 で77%と な ってお り、 これは

東部臨海 開発地威の 工場 と、新 しくオフ ィス街 と して開発 され たバンナ地 区の副都心 との関係 な どが考え
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られ る 。

表4-22 オフィス ・工場 の立 地 から見 た各地 域 の地域 構 造

出典: 『Factory Directory in Thailand 1998/99』 より筆者 集計

図4-16 現在の製造業企業立地におけるオフィス機能と工場機能の関係

出典 『タイ工場年鑑2000』 より筆者集計
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注1: 枠内数字は、バンコク都 心から同じ方角に矛フィス 工場が立地 して

注2: 工場とオフィスが違う企業のみを掲載

図4-17 IEAT工 業 団 地 立 地 企 業 の 工 場 とオ フィス の 立 地 関 係

出 典: 『Factory in IE/IZ/IP & Label (Program & Data)』 よ り筆 者 集 計

国籍 との関係 では、工場 の地方 立地 においては地元企業に地方での地の利 が あるとい う予想 に反 して外

資が多 く、秋 野の電気電子産業 の立地分析5と 同 じよ うな結果 となってお り、そ の点では外資において比

較的BOI政 策 の影響 が見 られ る と考 え られ る。またオフ ィスを別 に持つ ものは71%が タイ企業であるのに

対 して、全体では55.8%に しかな らない ことか ら、外資の場合は海外の本 社等 とのや り取 りが行われ てい

る と推 察で きる。オ フィス立地 の特徴的な もの と しては、西側一体 (旧都 心地区、西側郊外地 区) は国内

企業が非常 に大 きな割合 を占めてお り、旧都心地 区で は1980年 同様 、外資は1つ も見 当た らない とい う結

果が出た。 それ以外 には、特 に大 きな違いは見 られ ない状況であ る。

地域別 に立地す る工場の業種構成 を見てみ る と (図4-18)、 地方県 (6O) で は食品 と電気電子 産業の割

合 が多 く、また3S、4Eと いった港湾を背景 とす る地域 では、プラステ ィック等 、化学、金属 といった素材

系の産 業や輸送機械 (自動車) な ど原材 料や製品の重量が比較 的大 きい産業が多 く集 積 してい るのがわか

る。 業種 の方か ら見てみ る と、電気電子産業が空港 に近 い4Nや3O、 また地方 県 (60) で多 く見 られ るが、

4Eで もかな りの割合 があ る。一方 で、食 品、繊維 等労働集約型 の産業が4W及 び地方県 (5O, 6O) で非常 に多

いが、バ ン コク都 周辺 に も労働集約型産業が立地 し、必ず しも際立った地域分業があ るとはいえない。

新 たに主要な 工場集積 の対象 となった4E、4N等 バ ンコク周辺 県の状況 をよ り細か く郡別に見てみ ると、

幹線道路 や工業団地が あ る特定の郡 に工業立地が集 中 していることがわか る (表4-23)。 工業団地 もバ

ンコク都 心及 び港湾等特定 インフラとのア クセ スを重視 しお しなべて幹線 道路沿いに設 立 され てい る6こ

と、及び工場 の各工業団地への入居状況 もバ ン コクに近 い程進んでいる7こ とを考 え合わせ ると、製造業

企業 立地 がバ ンコクを中心 としなが らさらに外延化 してい ると考え られ る。

5 秋野晶 二 (1998)

6 工業 団地 は概 して国道 に接 してお りア クセス上 の問題は ない と考え られ る。 日本 コンサル ティング

(2000)『 タイ工業団地全入居企業 リス ト2000年 版』 の地図 で確認 した。
7 前項 の工業団地の供給残状況 を参照の こと。
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図4-18 地域別業種 別工場立地

出典: 『タイ工場年鑑2000』 より筆者集計

表4-23 バ ンコク周辺県各郡 における工場 立地数 と各種イ ンフラ整備状況

出典 筆者作成

前掲の図4-16を 見る と、概 して立地 が少 ない地方県の中で、とりわけ タイ北部の ランプー ン県への 立

地が 『タイ工場年鑑2000』 リス トで62企 業 (地方 県全体の39%) と非常に進んでい ることがわかる。 ここ

は北部工業団 地 (NRIE: Northern Region Industrial Estate) が1983年 に立地 し、その後外 資系企業 を含む多 くの

企業が立地 した唯 一 とい って もよい地 方県である。

ランプーン県は、隣 に主要地方都市であ るチェ ンマイ県があ ることか ら国家 計画の中で特定 の成長核 と

して指定 され た こ とはない が、に も関わ らず成功 した要因は 、工業団地が 設立 され て しば らくたった1980

年代後半の投資 ラ ッシュ時 に首都周辺 の土地が暴騰 しす ぎ、そ の代替地 と して 日系中小企業な どが進出 し

たからだ と言われ ている8。工業団地のた めの土地の確 保に成功 し、また 当時 の社会行動党 (Social Act Party)

の政治的な協 力を得て インフラ整備 も進 め られ た。さらに 工業団地完成 後に 日本やNIEs諸 国 の進出が急激

に進み、それ に従い ラ ンプー ン県の 立地 も伸びた とい うタイミング も強 く影響 してい る9。立地の状況を

8 北原 淳 (1995)、p.67

9 IEAT元 幹 部 チ ャ ワ リ ッ ト氏 へ の イ ン タ ビ ュ ー (2000年4月)
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よ りつぶ さに見てい くと、タイ第二の都 市のチェンマイや同 じく一部 国土計画で コリ ドー を形成 しよ うと

していた ランプーンには立地がな くランプー ンの しか も特定 の郡 (ムアン郡) にだけ集 中、進 出年代 も88

年 ～93年 に集 中、また業種 では電気電子 と食品が二分 してい る。外 資が69%を 占め、また前述 のよ うにオ

フィスはほ とん どが同 じ場所に構 えられてお り、バンコクか ら独立 した形態 となっている。このランプー

ン県については、次節 において製造業立地の地方分散の可能性 と して、 よ り詳 しく検討す る ことにす る。

その他 はバ ンコク日帰 り圏域で あるサ ラブ リ県、プラチ ンブ リ県、 日帰 り圏を少 し外れた第二の都 市で

あるナ コンラチ ャシマ県 などが あるが、ランプーン県な どと合 わせて もその数 はバ ンコク周辺 には及ぶべ

くもない。 こ うした意味 で、ゾーン政策 はそれ だけ見 る と、ラ ヨー ンや レムチ ャバ ン等東部臨海 開発地域

の一部 地域 に付いては有効だ った と思われ るが、地方分散 に必ず しも寄与 した とはいいがたい と考 え られ

る。
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4.4. タイに おけ る製造 業の地方分散 の可能性の検 討

4.4.1. 製造業の企業の意図についての既存文献調査

製造業の立地について、一般的な立地上の考慮点についてはすでに前章で示 している。タイにあっても

古くから工業立地は、(1) 市場の大きさとその市場からの近さ、(2) 港湾、(3) 資源や輸出市場、といった要素

で決まると言われており1、それが産業の変化 (重厚長大から軽薄短小への変化など) を通 じて変化 し、

港湾の他に空港の立地が重要になったり、高度な技術を要する場合は人材が重要になったりといった変化

が生じる。当然市場についても、それが国内市場ならば国内の大市場に近い方が有利であり、一方で輸出

を中心とした企業ならばむ しろ港湾や空港が重要性を増す。また土地価格 も非常に重要な要素 と一般的に

は考えられ るが、タイなど新興工業国の場合、後に見るように他のコス トに比べると土地価格の重要性は

相対的に低い場合が多く、例えば工業団地の選択についてみても、バンコクから等距離であった りする場

合、価格以外に工業団地自体の性能 ・信頼性等が重要視 される傾向がある。

もちろんこれ らの特徴は各工場の業種 ・規模や戦略方針などによっても大きく異なるため、一概には言

えない。こうした背景にもよって、管見の限りではタイにおいて国内での製造業立地の意図について十分

に調べた文献は見あたらない。間米 ・黒田はその著書2の中で、日系企業のタイ国内での工業用地選定に

際し、次の5点 を挙げている。

・製 品の販売 先は、 タイ国 内向けか輸出向けか。 タイ 国内納入の場合 には、納入 先の工場 に近い とこ

ろが望 ま しい。 納入先が工業団地にある場合に同 じ工業団地 に設置す るの も一つ の方法 である。

・輸 出向けの場合に は、 ク ロン トイ港、 レムチャバ ン港、 またはマブ タプ ッ ト港 に近い ところを選ぶ

ことが よい。

・パー トナー (タイ側出資者) の用地に工場建設す るケー スも数多 く見 られ る。 この場合 はパー トナ

ーの出資の一部が、 土地の現物出資 となることが多い。 この ときの土地の評価額 が適 当であるか ど

うか。 第三者に市場価格 を参考に してチェ ックさせ る必要 がある。

・食品加 工のプ ロジェク トの場合 、その用水の水質 が製 品品質 に大 きく影響す る場合 があ る。 このよ

うな場合 には、 良質 な水脈 を探 り当てた場所 に工場 を建設 し成功 してい る例があ る。

・生産拠 点の規模 によっては、工業団地内にすでに建設 されて いる標準工場 を購 入す るケース も見 ら

れ る。これは タイ 工業 開発株式会社 (TFD) の開発 しているものであ る。いわゆる 「建て売 り工場」で

ある。…ま た工場 ビル (一般に四階建 て) を用意 してい る工業団地 もあ り、 この方式 は原則的

に賃貸料 を床 面積 に応 じて毎月支払 うシステムで あるため、初期投 資金額は少な くて済むので 中小

企業の生産拠点設置 には便利 な方法であ る。

これ をま とめ ると、特に 日系企 業等の ように土地勘がない場合 は、パー トナーの推薦が ない限 り工業団

地への進 出が殆 ど前提 とな るとい うこと、製 品の販売先が国内向けか輸 出向けかで納入先か港湾 (あるい

は空港) に近い ところとい う選択 になること、業種に よって水 質が重要 になるこ と (食品以外 に精密機械

や電気電子産業 の一部 もこれ に当てはまる) といった ところだ ろ う。 間米 ・黒 田はそ の後で、BOIの 投資

1 Phisit Pakkasem et al (1978)

2 間 米 康 生 ・黒 田 武 之 助 (1995)、p.42-
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政策 につ いて も紹介 し、地方におけ る有利 な優遇制度 につ いても説明 している。

一方、 日系企 業の海外進 出要因については ジェ トロが中心 となって継続的 に調査 報告 を出 しているが、

どの調査報告 を見て も、タイへの進 出要因までは調査 されていて も、タイ国内で どの よ うな立地選好 を示

す かについての分析 がない。 ジェ トロ ・バ ンコック ・セ ンターの調査3に よれ ば、タイ を選択 した要因 と

しては、ア ンケー トの回答企業317社 の うち311社 と殆 どが労働力要因 (低廉 な労働力: 163、 労働 力の質:

148) を挙 げてい るものの、 「低廉」 とい った基準は他 国 との比較 であ り、国内で よ り労働 力が低廉 な地

方圏 を志向 してい るか ど うかは定かではない。

こ うした ことか ら、製造業企業の タイ国内での立地意図、ひいてはそれ を元 に した製造 業の地方分散政

策の分析 はまだ しっか り行 われ てい ない こ とがわか る。次項以降 で、製造業 の立地選好 と、地方分散政策

の具体的 な効果 を、イ ンタビューや アンケー トを通 じて明 らかにす る。

3 ジ ェ トロ ・バ ン コ ッ ク ・セ ン タ ー (1996)
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4.4.2. 電機 電子産 業の立地分析

本項では、タイにおける製造業の地方分散にかかる現状と政策への示唆について、より詳 しく分析する

ため、地方分散が比較的容易であり、かつ一般的に付加価値が高い と考えられ相対的な地域格差の是正に

寄与すると考えられる電機電子産業に注 目し、地方分散を可能または容易にする要因について具体的に分

析する。

4.4.2.1. 電 機 電 子 産 業 の 特 徴

電機電子産業が、比較的地方に分散されやすい産業 として認識 されている点について少 し細かく考察を

加 えると、例 えば 日本の例で見た場合、小 田が述べるように 「通信機器 ・コンピューター ・テ レビ・音響

用機器などを製造する電子工業および発電機 ・変圧器 ・家庭用電化製品などを製造する電気工業は、(日

本の) 高度経済成長期以降、工業活動の地方分散を先導し、分散工場を核とする段階的な下請業者群から

なる生産と労働の地域的編成を形づくってきた」1のであった。また山崎もその著書の中で、金属製品、

一般機械、出版 ・印刷に比べ、電気機械、衣服が分散的な立地動向を示す2と述べている。

タイにおける電機電子産業の立地状況については、秋野の文献3において、 「エ レク トロニクス産業」

の立地動向として非常に詳 しく掲載 されている。秋野はまず、エレク トロニクス産業の性質として、 「素

材産業に見 られるように、省エネや合理化のためにこの分離された諸工程を結合させる必要性の度合いは

低 く、膨大 な設備投資や大規模なインフラも必要 としない。また自動車産業のように素材 ・部品産業の集

積に大きく依存 しているというわけでもない。それゆえ、エレク トロニクス産業は、特定地域に工場を集

積 しなければならない必要性の度合いが比較的弱いといえる。」として、分散の可能性が比較的高いとし

ている。その後の具体的なデータ分析において、80年代を通して産業立地 (事業所数、従業員など) は分

散 したが、それでも分散の先はサム ットプラカン、パ トムタニ、アユタヤ、チャチュンサオ、チョンブリ、

ランプーンといった少数の特定県に限定 され、主にバンコク周辺の特定県に集 中して立地しているとして、

実際にはバンコク大都市圏の分散は極めて限 られたものであったと結論づけている。しか し、秋野の分析

はデータによる現状分析が主体であり、分散が促せなかった理由や政策自体への言及は限られたものとな

っている。

4.4.2.2. 本論 文での 日系企 業イ ンタ ビュー調査

ここでは、タイにおける電機電子産業関連の企業の立地意向について細か く分析 し、電機電子産業全体

として本格的な地方分散を阻む原因とそれへの解決策、また電機電子産業の業種や業態を細か く調べて、

どのような業態であれば地方分散がより容易か、といった事項についてインタビュー及びアンケー ト調査

によって詳 しく分析す ることにする。

まずインタビューにおいては、地方分散に関連する立地意図についてより明確な回答が得 られ るように、

対象企業の立地する地域を、例外的に立地企業が多かった地方県であるランプーン県 ・チェンマイ県、及

びタイの電機電子産業の主要な立地地域であるバ ンコク近郊のパ トムタニ県、アユタヤ県に絞っている。

1 小 田宏信 (1992)

2「 戦後 日本 の産 業配置は、設備投資額の大 きな鉄鋼、石油化学な どの基礎 素材型産 業を別 とすれば、基

本的 には大都 市圏への集 中度 を高 めた金属製 品、一般機械 、出版 ・印刷 と相対的 に地方立地展 開の多かっ

た電気機 械 、衣服 の相 対立す る立地動 向によって規定 され てきた と言える。」(山 崎朗 (1999))

3 秋野晶二 (1998)
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調査依頼 は、各 調査期 間の2～3週 間前に 「タイ工場年間2001/02」(Bangkok Comm. 社) 及び 「タイ工業団

地全入居企業 リス ト2000年 版 」(Nippon Consulting Co., Ltd.) によって得 られ た電子 メールア ドレスやFA

X番 号等 で依頼 し、 了解 が得 られた企業 についてインタ ビューを行 っている。

また ここでは結果 的に、 日系企業への調査 に限定 された形 となってい る。調査開始 当初 、日本語 と英語

の併記に よる調査依頼 を出 していたに も関わ らず 、了解 が得 られた企業の うち 日系企業でなかった企業は

2社 しか な く、 日系電機 電子産業企業へのイ ンタビュー とい うことになってい る。当然、 日系企業 のみへ

の調査ではバイ アスがかかる ことが考え られ る。その ことにつ いて ここでやや詳 しく検討 す ると、まず電

機 電子産業にお けるタイ ロー カル と外資 (日系以外 も含む) の違い と して、秋野のデータに基づ く表4-

24の よ うに、地域的には外 資系企業の方がバ ンコクか ら遠 い地域に立地す る割合が高 くなっていることと、

輸 出比 率では明 らかに外 資系企 業は輸 出企業 となってお り国内市場対象 となっているタイ ローカル企業

と際 だった差が表れ る。特 に後者の点 は、表 面的 には輸出促進地域へ立地す る企業への特典 と制限、また

BOI奨 励恩典 と深 い関わ りがある。

注: デー タは秋 野 の制 作データによる。

表4-24 タイ資本 の出資 比率 別 に見た設立 年次 別 ・輸 出比 率 別 ・主要 製品 別企 業数

出典: 秋 野 (1998) より筆 者編 集

秋野のデータでは会社の規模が不明なため、ここで1990年 代前半の主要な電気製品の国内販売台数と輸

出台数を比較 した表4-25を 見ると、冷蔵庫以外の多くの品目で輸出が大幅に上回ってお り、その傾向は

年を追 う毎に益々顕著 となっている。したがって前掲の表4-24と 考え合わせ ると、輸出の多くを担 うと

考えられ る外資系企業の影響が非常に大きいと考えられる4。

注: 単位: 台数。国内販売はタイ中央銀行の資料、輸

出は関税局の資料。※「エアコン」と「電子レンジ」は
業界推定値と大きな開き (業界推定値の方が大き
い) がある。

表4-25 家電製 品の国内外 販売台 数比較

出典:『タイ国経 済概況1996/97年 版』より筆者 改

4 国籍別の企業規模データは見あたらないので推測に過ぎないが、輸出台数等を考え合わせ ると外資系で

輸出を主体 とする企業の方がより大きな企業が多いという推測がなされる。
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外資系企業 にお ける 日系企 業の比率は前述 したが、さらに電機電子産業におけるそれ を表4-26を 見 る

と、 日系企業の シェア は2～3割 (このデータの場合25.7%) とかな りの部分 を占めてい る。

注: 単位は 企業数。シェアは不明分を除いたもの。

表4-26 『タイエ場年鑑2000』 における国籍の内訳

出典: 筆者作成

こうしたデータから、日系企業はタイにおいて、電機電子産業の生産に非常に大きな影響を及ぼしてい

ると考えることができる。したがって、立地性向に関する詳細なインタビューにおいて日系企業であるこ

とからくる特徴 をうまく区別 して分析すれば、電機電子産業一般の立地分散の可能性についての考察も可

能であると考えた。

以降では、実際に行ったインタビューの概要とその結果を示すことにする。

(1) 地方 県 (ラ ンプー ン県、 チ ェンマイ県) での調査

2001年11月26日 か ら29日 に、 タイ ・ランプー ン (チ ェンマイ近 郊) の北 部工業 団地 (Northern Region

Industrial Estate) に進 出 してい る企業な どへのイ ンタ ビュー調査 を行 った (表4-27)。 内容は、 ランプー

ン、チェンマ イへの立地選 択 に関す るもので、対象 はメール及びFAXで 依 頼を した企業 (約60社) の う

ち取材許可のあ った8社 である。 うち7社 が 日系企業 となっている。

・基本 デー タ

北部 工業団地の電機電子 関連企 業は、イ ンタ ビュー企業 は少 な くとも500人 前後以上、それ以外 を含 め

た全 体で も従業員 が最低100人 はお り、熟練労働者 (月給社員 ・スタ ッフ とい う分 け方 もある) はお しな

べて10%程 度 、 日本 人は1%程 度であ り、BOI奨 励 を必ず受 けてい る。投下資本は、タイ国内の金利が進

出当時高 かったため大 きめ に行われてお り、1億 バー ツ以上がほ とん どであった。経済危機後 の規制緩和

もあって 日本過 半が大部分 だが、必ず しも 日本100%で ある とは限 らない。

・タイ進 出の き っか け

タイ進出の きっか けは、労働集約型の低 コス ト指向に よるもの と、セ ッ トメー カな ど取 引先に よるもの

が ある。他国 と比べた タイの長所は、安定 した政権 、十分なイ ンフ ラ、安 くて豊富な労働 力 とい った もの

で ある。電機 電子産業 は輸 出が基本 とい うこともあ り、自動車産業等 と違 って国内市場 向けとい うのは基

本的に考 え られ ていない。当然、取引先のセ ッ トメー カはタイ国内に も製 品を出荷 してい る と考 えられ る

が、恐 らく日本 への出荷 分 に比べ る と遙かに小 さいので はないか と考 えられ る。一方 、タイの相対的な弱

点 は英語が通 じに くいこ と、法規制 な どが分 か りに くい ことが挙 げ られてい る。
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注: NRIE: 北部工業団地/ス タッフとワー カー: 会社 によって定義は違うが、スタッフはほぼ月給労働者 、ホワイトワー カーが、ワ カーは日給 労働者 、ブルーワ ーカーが該当。/「現 在の立地
条件 のメリット・デメリット」のマーク: 〇: とても重要、△: 多少重要、×: 関係ない、▼: 悪い要素として関係がある、-: コメントなし。/「搬入 」「搬出」: 数字 は、金額ベー スでの割合。具体的な

データの提供 があった場合はその数字だが、なかった場合は インタビュー結果から概算している。/n.a.: 不明。※: F社 ・G社は電気電子産業ではないが 、参考として掲載 した。

表4-27 2001年11月 のランプーン県 ・チェンマイ県の 日系 電気電 子産業 を中心としたインタビュー 調査
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・ラン プー ン県 (チ ェンマイ 県) 進 出の立地要 因

総 じてみ ると、多 くの 企業が重要 な立地要因 と見な しているのは、空港 、工業団地、労働 コス トの3つ

であ る。空港 については、便数 の少 な さを問 う企業 もあったが、決定的弱点ではない。工業団地について

は、や は り最低 限の能力の保証 を考 える企業がほ とん どで、今回唯一 の工業団地外企業 は、す でに提携 し

ているタイ企業 との合 弁 とい う特殊ケースだ った ことか ら して も、政府等 に よるインフラ能力へ の信用が

非 常に重要 であ ることがわか る。労働 コス トは立地要 因 として挙げなかった企業 がなかった くらい重要だ

が、その重要度 は企 業に よってまちまちであ り、他 の コス トとの関係 か ら恩典やイ ンフラの方 が重要だ と

す る企業 も複数 見受け られた一方、非 常に重要視す る企業 もあ り、労働集約度 に よる違 いが よく見 られた。

また、 ここでは明示的 な回答 は得 られ ていないが、バ ン コク とを結ぶ高規格 幹線道 路の整備 は、搬入 ・搬

出に トラ ックを用い る企 業が多いの を見 ると、か な り重要 な要因 と考 えることがで きるだ ろ う。一方で、

BOIの 地方優遇 政策 は業種 によってまちまちである。 また既存集積の存在 につ いては、集積 を望む企業が

ある一方 、労働力 の奪い合 いや 取引関係 の煩雑化 を恐れ 、逆 に近 くに同業種や 取引先 がいない方 がよい と

い う回答 も複数 見受 け られた。また元々企 業集積 を期待せず 、自社ですべ てを賄 う一貫加 工のつ もりで進

出 し、実際 そ うしてい る企業 も多い。BOIの チ ェンマイ事務所については、それ をもって立地 のメ リッ ト

とす る企業 は全 くない。 また生活イ ンフラについて も言及 され たこ とは殆 どなか った。 また、バ ンコク周

辺で問題 となっていた熟練 労働者 の供給 については、実際進 出 してい る企業 の間では概 して問題が ない と

す る意見が多 かった。ただ現地雇用 の タイ人 に求 める能力の程度に よって も認識 は違 い、特殊工程 を持つ

企業 などで はや は りバ ン コクに比 してデ メ リッ トを感 じている企業 もあった。

・バ ンコクとの関係 (企 業 内 リンケー ジ)

BOIと のや り取 りについて、チ ェンマイのBOI支 部では力弱い とい う企業 も多い。 支部の実際の機 能は

講習な ど付加的 な業務 のみで、申請等 の重要 な業務はバ ンコク本部が主体 となっている とい う指摘が多い。

バ ンコクに事務所 があ る企業はBOI本 部等 とのや り取 りをバ ンコクで行 ってい るが 、そ うした他事業所が

ない企業 であって も、飛行 機でバ ン コクを往復す るこ とで事足 りるとして、基本的 にバ ンコク事務所 の必

要性 を感 じていない よ うであ る。 また最近、BOIの 手続 きがイ ンターネ ッ トで遠隔的 に可能 になった こと

も大 きい。 おそ らく搬 出 している製 品の種類 に よってBOIの 対応 がかな り違 うと考 え られ る。

また 日系企業 の 日本本 社 との位 置関係 では、イ ンタ ビュー企 業の うち、富山 ・新潟 ・静岡 にそれぞれ本

社が あ り東京 には販 売以外の出先がない企 業が3社 あ り、うちバ ンコクに も事務所 がない企業 が2社 あっ

た。通 常、タイには 日本 の地方の労働集約型 工程 が出 され るこ ともあ って、必ず しもこの場合 、大都市間

の リンケー ジが強 い、 とい うわけではない とい うこともわかる。

・搬入

原材料 な どの搬入 は、平均で9割 、最低 で も7割 が輸入 である。その輸送 手段 は各社 でまちまちでだが、

電機 電子 関連産 業で も、資材全体 の運搬の うちの割合では、船+ト ラック とい う手段 が多い。 しか し、金

型や機材パー ツな どの緊急の輸入 にはチ ェンマイまで空港を使 うとい う会社 も多 く、空港 の重要性は必ず

しも低 くない。また 日本 本国か らの輸入は特殊 な財 でない場合 はシンガポール ・マ レー シアなど他国か ら

の場合 もあるが、それで も日系現地法 人で ある場合が多い。国内での搬入 は多 くて も3割 で あ り、あって

も段ボール等 であ る場合 が多い。 また工業団地内 ・地域内取引は さらに少ない こともわ かる。
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・搬出

北部工業団地内の電機電子産業企業のほとんどは輸出促進ゾーンに立地しているので、必然的に80%以

上が輸出になる。その輸送方法は搬入同様企業によってまちまちだが、納期の責任を持つ関係から、搬出

の方がやや空港への依存度が高い。また国内の出荷先はやはり日系企業が大部分 という傾向があり、それ

らが多 く集まるバンコク周辺に出荷 される。

・立地の意志決定

立地の意志決定元は、持 ち株の関係 もあって例外なく本社が決定するとい うことだった。移転決定から

実際の決定では最低1年 、しか し最近は製品の寿命が短 くなるにつれてなるべく短 くしようとする傾向が

強い。またRHQ (地域統括会社) を持つ企業もあったが、あったからといって必ず しもRHQの 方に決

定力があるわけではないことも分かる。

・将来の立 地移転 の可能性 (特に 中国 等 との比較)

進 出先 としての 中国 との比較では、認 識がやや分 かれ るものの、基本 的には労働 コス ト自体 は中国の方

が (ラ ンプー ン よ り) 安 いが、他 の費用 (組合費、各種手 当て、そ の他) 等 を含 めて同 じレベル だ とした

企 業が多か った。現在移転 計画 を持つ企業 はな く、また2～3年 での移 転に も、既存投資の大き さや従業

員の教 育 をもって否定的 であった。一 方、10年 後 は不明 とす る企業が多かった ものの、中国を市場 として

見据え る場合、輸 出が (中国での関税障壁 などの関係 上) や りに くい ことか ら、進出は不可避 と考 えられ

てい る。

・現地での関連会社との関係

関連会社 との関係では、グループ企業内でも他部門の場合は、既存進出企業との関係は薄い。むしろ取

引関係のある企業、または取引関係 はなくとも同種の製品や関連部品を扱 う企業 との関係が重要になって

いる。また工業団地内、地域内の日系企業同士で賃金や法務に関する密な情報交換を行 う協議会があり、

進出経験のない企業の立地に不可欠な要因の一つ と考えられる。日本本国 とのや り取 りの他に、現地 日系

企業との取引もあり、また情報交換 も日系企業単位で行われることが多いため、日系企業の集積は非常に

重要なものになっていると考えられ る。一方、日系企業に限らない工業団地内の交流会もあるが、そちら

は日系企業のほとんどは重要視 していない。

(2) 大都市近郊 県 (パ トム タニ県 ・アユ タヤ県) での調査

2001年9月3日 か ら8日 に、電機電 子産業 の立地の多 いパ トム タニ ・アユ タヤ両県 (バ ンコク近郊)の

い くつかの工業団 地に進出 してい る企業へ のイ ンタ ビュー調査 を行 った (表4-28・29)。 内容 は、 ラン

プーンへの もの と同 じく立地選択 に関す るもので、対象はメール及びFAXで 依頼 を した企業の うち取材

許可のあった13社 である。 うち12社 が 日系企 業 となっている。
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注: I. P.: 工業団地/「BOIの優遇政策」は、優遇による恩典自体の効力について。ゾーン別の差についてはそれがある場合に限り「特記事項」に付記。/
他は表Xの注釈に準ずる。

表4-28 2001年9月 の パ トム タニ 県 ・アユ タヤ 県の 日系 電気 電 子 産 業 を中 心 としたインタビュー 調査 (1)

・基本 デー タ

100人 か ら1000人 規模 以上の様 々な企業。 資本 関係 は多 くの企業が 日本100%でBOIの 奨励 を うけ、後述

のよ うに輸出 を主体 に営業 してい る。

・立地選 定の き っか け

パ ター ン としては、関連 ・取 引企業 の依頼や勧誘 等に よるケー ス と、輸出を前提 に労働 コス ト削減 によ

るケー スに分 かれ る。前者 の場合 はす でに タイへの 立地が決まっているこ とになるが、後者の場合 は様 々

な要素 を検討 し、労働力の他、様 々な要素を検討 してタイに立地す る。国内の立地選 定にお いては、きっ

かけと して知 り合 い (取引企業等) の助言や 日本 人が経営す る工業団地 (ロジャナ 工業団地の よ うな場合)
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注: 前ページに同じ。※: S社 は日系企業ではないが、社長が日本人、関連企業が日本企業であることなどから、ここで参考として取り上げた。

表4-29 2001年9月 のパトムタニ県・アユタヤ県の日系電気電子産業を中心としたインタビュー調査 (2)

といった人 の要 素が大 きく影響 してい る。知 り合いが タイ ローカル企 業の場合 、工業団地外 や地方圏 も含

めて選択肢 がかな り多 くな る。

・パ トム タニ県 ・アユ タヤ 県への進出要 因

立地選 定に関 しては、概 して工業団地、熟練 労働者 の供給、既存集積 といった側面 が大 き く効いてお り、

後二者が 地方 への立地 を妨げ る主な要因 と考 えられる。以下、進出要 因 と考 え られ るそれぞれの要因につ

いて以下にま とめている。

(1) 空港:「 どうせ どこかの 工業団地にはい るな ら空港に近い方が…」 とい うことに近い意識 となって

い る。 しか し、1996年 までの経 済成長期で は、空港 と都心の間の道路 沿いでの激 しい渋滞 との兼 ね

合 い もあ り、空港 に近 い こと (あるいは都心 よ り北側 にあるこ と) が非常 に重要 だった可能性があ
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る。

(2) 港湾: 港 湾 を利用す る場合は、船での輸送時間が大 きいので、近 くとい って も大都市圏内な らどこ

でも、 とい うことで特に問題 はない とい う意見が多い。

(3) 幹線道 路: 工業団地 に立地 していれば元々アクセ スがよい はずなので、幹線道路 とい うこ とで特別

な考慮 をす る企業はなかった。

(4) 水 (水源): 半導体生産 、メ ッキには水 を特別 に使 うこ とが多 く、その場合 は特別 な考慮 がな され

る。

(5) 工業団地: 工業団地については、特別な コネ (ローカル企業 との繋 が りな ど) がある場合 を除いて、

リス ク回避 を考えて入 る場合 が多い。水等 に特別 な配慮が必要な業種 はそれ な りの調査 を行 うが、

一般的 には 「どこでもいいか ら工業団地に…」 とい う意識が強 い。

(6) 生活 イ ンフラ: 生活イ ンフラは、問題 がある とす る企業 もあったが少 数であ る。 「関係 ない」 とす

る企業 もあった。

(7) 既存集積 の存在: 既存集 積に対 しての評価 は分 かれ る。取引企業へ の納品の しやす さや、関連企業

との系列 関係 を重視 して近 くにす るとい うのが大きい。一方 、近す ぎるとや りにくい、あ るいは リ

スク分散 のために違 う場所 に立地す るとい うことも考え られている。

(8) 熟練 労働者 の供給: 熟練労働者 については現在 の場所です ら問題 を抱 えて いる とい う企業が多かっ

た。 また、パ トムタニ とアユタヤの間です ら違いが あるとい うこ とを踏ま えて、地方では もっと不

利 にな るとす る意見が多い こともわかった。

(9) 労働 コス ト・オペ レー タの量 と質: タイ 自体への進 出要 因と しては前述のよ うに労働 コス ト削減が

非常に大 きいが、タイ国内の立地にお いては最低賃金がバ ンコク と地方で多少違 って もあま り関係

が ない とす る企 業がむ しろ多い。 労働 賃金 は、製 品に もよる し円安な ども関わっていて評価は難 し

いが、最低賃金 の ゾー ンが地方分散 を促 している とはいえない状況、む しろ熟練 労働者 の方が重要

とい う印象 だった。

(10) BOIとのや り取 り: BOIと のや り取 りに関 しては、頻度 にはば らつきがあるものの 申告関連の問題は

多 く見受 け られ、大 きな企業 の中には、担 当の職員や部署をおいて対応 す る場合 もあ るよ うだ。 し

か し、それ がバ ンコク周辺へ の立地 を拘束す る程 とい う意見は特 になか った。 またイ ンターネ ッ ト

による申告 が可能にな ってか ら、直接的な行 き来は少 な くなった とす る企業 もい くつかある。

・BOIの 地 方優遇 政策へ の評価

BOIの 恩典 について も意見が分かれ、重要 ・あ るいは重視す る とい う企 業 もあったが、そ うではない企

業 も見受 け られ た。現状 ではあま り優遇が得 られない立地なので、実感 と して重要性 があま り感 じられな

い と解釈で きる。

・チ ェンマイ地方へ の印象

一部で労働 コス トや奨励 を踏 まえて地方 (第三 ゾー ン) にい く希 望を持つ企 業 もあったがそれ は少数で

あ り、 「可能性 もない とはい えない」 とい う程度 であ る。 その理由は、現在 の取引先 との近接性 か ら逡巡

す る企 業 と、地方圏で の人材 不足を懸念す る企業に分 かれ ている。一方、行 けない理由に 「生活イ ンフラ」

を挙 げる企業は、それほ ど多 くなかった。
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・他 の事務所 な どとの関係

同 じグルー プ内であって も販 売現法 (販売 ・マー ケテ ィングのための現地法人) の場合 は、業務上のや

り取 りは殆 どない と考 えて よい よ うであ る。基本 的にバ ンコク近郊 に工場 を持つ企業 に とって、オフィス

は特 に必要 がない とい う見方が多い。

・搬 入

ロー カル コンテ ン トが ないにも関わ らず タイ国内で購入す る企業が多 く、この ことは高 い コス ト意識 の

反映 だけでな く、タイ国内 でもそれな りの原材料 が調 達できることを示 している。 しか し特 に高付加価値

材料 については、輸入か国内で も日系や 台湾系な どの企 業 との取引に よるところが大き く、そ うした材料

の多寡 に よって輸入割合が決 まると考 えられ る。運搬 手段 は、ウェハーや 時計 な ど特 に高付加価値 なもの

が空輸 とな る以外は、全般 に船 による ところが多 い。国内取引については、工業団地内での取引は少なか

ったが、北部近郊一体 で取引が多い とい う企業 もい くつか見 られ た。輸入す る場合 、その輸入元は必ず し

も日本 とは限 らず、シンガ ポールな ど他 のアジア諸国か ら輸入 を多 く行 う企業が多かったが、一方で全量

日本 か らの輸入 とい う企業 もい くつか あった。 なお、設備 については殆 どの企 業が 日本 か 日系企業か ら購

入 してい るとい うことだ った。

・搬 出

BOIの 奨励 恩典 を受 けて いるこ ともあって、輸出が9割 を越 える企業が多 い。輸出先 は必ず しも日本 と

い うこ とではないが 、日系企 業を合 わせ る と大部分 になると考え られ る。運搬方法はその製品の性質 にも

よる。移入 と違 い、高付加価値 でな くとも重量が軽 けれ ば飛行機 で運搬す るとい う傾 向があるが、これは

自らの顧 客であ る搬出先へ の納期 を優先 してい るためである とも考え られ る。国内販売分 については、必

ず しも同 じ工業団地内 とい うわ けではないが、北部近郊一帯 とい うこ とであれ ば国内取 引のかな りの割合

を占める傾 向があ る。

・立地 の意 志決定

立地や増設 の最終 的な意志決定は例外 な く本社 が決 めるが、その判断材 料 は現地が提供 す るとい うこと

で発言力 が高 まる可能性 はあ る。工場設立は、その起案か ら操業まで1年 か ら1年 半。一度 作った工場に

は 「(投下) 資金回収 」 とい う概念が強いので、回収 しない うちは基本的 には移転で きないこ とになる。

・将 来の立地移 転 の可能性 (特 に中国等 との比較)

中国 を市場 とみ た場合 の進 出意欲 はかな り強いが、生産拠点 として 見た場合 はそ うでは なく、コス トな

どの優 位性 は感 じられない とい う意見が主流である。タイへは元々市場 では なく生産拠点 と して進 出 して

いる企業 が多いので、タイの工場 を中国へ移転 、 とい う発想 にはなか なかな らない。タイ国内の地方圏へ

の移転 については、労働 コス トか ら最低賃金が安 い地方 にい こうとい う意欲 は基本的に あるが、他の条件

を考慮 して現 実的 ではない とす る意見 が多い。最初 に立地 した場所 での資金回収 も常に問題 にな る。研

究 ・開発 (R&D) 機能 の 日本か らの移転 も、現時点ですでに進めてい る ところはなかった。

・現 地で の関連会社 ・他企 業 との関係

関連 会社 との関係 は 、進 出す る前か ら取引 しているタイ企業 との関係 を深 めて進 出す る場合は親密 にな
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るが、それは特殊なケースであ り、通常はグループ企業であっても情報交換を多少やる程度で、進出の検

討や設立後の業務は独 自に行 うケースが殆 どである。ただ し、非常に大きなグループではBOIと の折衝な

ど特殊業務を一括 して行 う企業を作 る等の取り組みが見られる。工業団地や地域内では日系の懇談会があ

り、程度の差はあるが密な情報交換を行っている場合 もある。地元系の懇親会もあるようだが、それに出

ている日系企業は見あた らなかった。

4.4.2.3. 本 論 文 で の ア ン ケ ー ト調 査

さて 、こ う したイ ンタ ビュー調査 を裏付 けるために、 日系以外 のタイ ローカル系、その他外資系 も含 め

たア ンケー ト調査 を行 った。対象 は、(1) チ ェンマイ県 ・ランプー ン県、(2) 東部臨海 開発地域 (チャチェン

サオ県 ・チ ョンブ リ県 ・ラヨー ン県)、(3) パ トム タニ県 ・アユタヤ県の立地す る電機電子産業関連 の企業

の工場 (本社 オ フィスが別 にある場合 は工場 に送 ってい る) で あ り、 『タイ工場年間2001』 及び 『タイ工

業団地全入居企業 リス ト2000年 版 』に掲載 され ていて、条件 に当てはまる合計319企 業 ((1) 76社、(2) 118社、

(3) 125社) を対象 としている。2002年3月 ～4月 に、往復 エアー メールで 日本語 ・英語 ・タイ語に翻訳 さ

れた同内容の アンケー トを送付 し、合計68社 (回答率21.3%) か ら回答 を得た。調査の概要 は表4-30の

通 りで あ り、回答者の多 くは、社 長、ジェネ ラルマネー ジャー などの経営責任 者か、そ うでな くて も副社

長、工場長等 、経営全般 に関 わっている と考え られ る担当者 による回答がほ とん どで あることか ら、信憑

性 につい ては問題 ない と考 えられ る。また フェイスシー トの部分で資本国籍 の割合 を聞いてお り、そ こか

ら企業の国籍 を過 半数のシェア を基準に 日系、(タ イ) ローカル 、その他外 資系、 とい う形で区別 して集

計 してい る。

※「東 部 臨 海 」は 、チャチュンサ オ ・チョンブリ・ラヨーンの3県 。

※MDやGM等 も含 む 。

表4-30 アンケー ト調 査 の概 要

・立地 してい る地 区が与 える メ リッ ト

まず 、立地 してい る地 区が与 えるメ リッ トとしては、 どの地域、 また国籍 によ らず 「BOI投 資奨励 ゾー

ンの設 定に よる恩恵」 と 「ワー カー レベル の雇用供給」 とい う2つ が多 かった。 「BOI・ ・・」について

は、第一ゾー ンで あるパ トムタニ県を含む地域で も回答が多かったこ とか ら、BOIの 優遇 自体 とい う誤認

の回答 である可能性 もあ るが、 この点につ いては別の質 問に もあるので、後述 の分析 に回す。

地域別 にみ ると、チェンマイ県 ・ランプー ン県の立地の メ リッ トは、上記の2つ に加 えて 「電話 の繋が

り安 さ」 「能 力に信用の ある工業団地への 立地」 「EPZ (輸出促進地区) の存在 」 「ワー カ レベルの雇用

コス ト優位 」 といった点が加 わ り、 「空港への近接性」 もかな りの企業が メ リッ トと感 じている。 これ ら

の点は、工業 団地 をは じめ としたイ ンフラの整備 、条件 (輸出) にあった優遇の存在、 ワーカの コス トと
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いったこ とであ り、それ ぞれ が公共投 資、優遇措置、最低賃金設定 といった政府 の施策に関連 してい るこ

とがわか る。

一 方、 取引先企業や同業者 との近接性 は、 もともと期待 されていない面が多 い。 チェンマ イ県・ ラ ンプ

ー ン県の企業 回答者 の多 くが 立地す る北 部工業団地内 にはそれ な りの集積 (電機 電子以外 も含め100社 程

度) が存在す るのであ るが、そ うした集積 に期待す る向 きはな く、む しろ近 くにいないこ とによるメ リッ

トを感 じてい る向 きが強 い。ちなみ に大都市圏では、取引先企業 との近接性 は重視 されてい るが、同業者

との集積 は必 ず しも重視 されて いな いことがわか り、企業の 立地集積 に よる立地への効果 は、単なる企 業

の集 ま りではな く、取引先 とな ることによる影響が大 きいこ とがわか る。

注: それ ぞ れ 「はい 」の 割 合 とその パ ーセ ンテー ジの 順 位

表4-31 立 地 してい る地 区が 与 えるメリット

・他 の組 織 (親会社 や取 引企業 な ど) か らの勧誘 ・要 請

立地に際 しての他組織 か らの勧誘 につい ては、全体 として親 会社や 取引先か らの勧誘が あった もの が4

割程度 、その他 に政府機 関か らの勧誘が3割 程度 と、かな りの影響 を及ぼ してい ることが分 かる。特 にこ

の傾 向 はチ ェ ンマ イ県 ・ラ ンプー ン県で顕 著で、 この場合政府機 関の勧誘 が5割 近 くと、BOIの 働 きか け

が非常 に大 きいこ とを物語 っている。

注: それ ぞれ 「あ った」と答 えた割 合 。

表4-32 立地に際しての他組織の勧誘があった割合
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・ゾー ン政策 (最低賃 金 ・BOI投 資奨励) の有効性

タイ に特徴的 な、全 国を ゾー ン分け して地方で の優遇 を行 う最低 賃金 と投 資奨励 の制度 につ いては、両

者 ともに6割 位 の企業 が 「影響 がある」 とし、また投資奨励におけ るゾー ン格差 の影響がやや大 きいとい

う結果が示 され ている。一方 、チ ェンマ イ県 ・ランプー ン県の企業では、特 に賃金 のゾー ンによる影響 が

大 きい こ とが指摘 され てい るが、これ はチェンマイ とランプー ンで も違 う賃金 ゾーンか ら、ランプーン県

の北部工業団地 内の企 業の意向が強 く影響 してお り、労働 コス トの ゾーン分割 もかな り大 きな影響がある

ことが示 されてい る。

表4-33 ゾー ン政 策 の有 効 性

・社 内 ・グルー プ内の他事 業所 との 関係

タイ国 内におけ る社 内お よび グループ内の他 の事業所 (工場や オフィス) の存在 につ いては、約5割 が

全 く持 たないス タン ドア ロー ンの形態であ ることがわか り、この ことは ローカル 企業を除いたす べてのカ

テ ゴ リー でほぼ同様 にい えるこ とで ある。チ ェンマイ 県 ・ランプー ン県において もこうした他 の事業所を

持 っていない企 業が多い こ とは、バ ンコクに本社や管理機能が なくて も特段 困 ることがない ことの裏付け

になる と考 え られ る。

一方、 他の事業所 を持 ってい る場合、 その地域は工場の場合、 自地域 (ア ンケー トの区分 と同範囲) へ

の立地が4割 前後で多いが 、地方県 (チ ェンマイ県 ・ランプー ン県 を含む) で は少 な く、バ ン コク大都市

圏にお ける立地状況 を反映 している。他 の事業所 の機能 については、管理機 能、マー ケテ ィング機 能、渉

外機能 な どがあ り、研 究 ・開発機能 の立地はか ぎられている。 ところで、外資系 の巨大企業の場合は、販

売部 門 と生産 部門 を本国で分 けてそれぞれの事業所が別々に進出す るケー スが多 いことか ら、マーケテ ィ

ング機能 が社 内の他 の事業所 で多 く一方で グループ企 業の他 の事 業所 では少 ない こ とは、予想 に反す るこ

とであるが、これ は恐 らく自社工場 に関係 した製 品に関す るマーケテ ィングとい う解釈 で回答者 が捉 えた

もの と判断 され る。

タイ国外 のRHQ (地域 統括拠点) の存在については、全体の2割 程度 の企業 で認 め られたが、その機

能は企業 に よって情報収集 ・マーケテ ィング ・財政 支援 ・技術支援 な ど様 々であ り、一概 にはいえない こ

とがわかる。
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表4-34 社内・グループ内に他の事業所を持つ割合

注: パ ー センテ ー ジは 、他 事 業 所 を持 つ企 業 の うちの 割 合 。

表4-35 社内・グループ内に他の事業所を持っている場合の立地と機能

表4-36 RHQの 存 在 と機 能

・立 地の決定 に実質 的に最 も影 響力 を持 つ ところ

日系企業等 の場合 に立地決定に 日本の本社の影響 力が大きい とい う定説 があ り、イ ンタ ビューで もその

よ うな回答 が多 く得 られた こ とか ら、アンケー トで も立地の決定に実質的に最 も影響力 を持つ と思われる

ところについて聞いてい る。 この問いは、判 断基準が曖昧 にな りやす い ことか ら、 「回答者本人の個 人的

な判断 で もかまわない」 とい うことで回答 しても らった。実際 に、本社 の社長 ・取締役 な どの最上層部 と

い う意 見が 日系では大 き く4割 強 となってい るが 、一方でタイの現地法人が最 も影響 力を持つ とした企業

も3割 弱 あ る。また取 引先企業 など外部の組織 といったケー スも2割 あ り、親 会社 の移転 に よって子会社

が移転 を余儀な くされ る (あ るいは積極 的に立地す る) といった場合な ども少なか らずあ ることがわか る。

ところで、この設 問の回答 では、その他外 資系企 業において非常に大 きな違 いが見 られ たが、これ は実態

の違 い とい うよ り、意識 の違 いではないか と推測 され る。
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表4-37 立地の決定に実質的に最も影響力を持つところ

・2年 以内の国 内移 転計画

移転計 画が発 案か ら実行 まで概 ね2年 弱で行われ るとい うインタ ビューの結果か ら、2年 以内 の移転計

画を聞いた ところ、IT不 況 を反 映 してか、計画 があるとす る企業は1割 に満 たなかった。地方県への進出

はその中で もさらに少ない もの となって いる。

注:「2年 以 内 」としたの は 、移 転 (進 出) の 発 案 か ら実 際 の 移 動 まで大 体1～2年 程度 とい うインタビュー結 果 に基 づ く。

表4-38 この先2年 程度以内にタイ国内での移転・進出の計画の有無

次 に、雇用 している社員 ・従 業者につ いて、そのカテ ゴリー別 に募集方法 と出身地 を聞いてい る。 これ

は主に、パ トムタニ県 ・アユ タヤ県でのイ ン タビューで 「地方圏では人材 が乏 しい」 と指摘 されたのに対

し、チ ェンマイ県 ・ランプーン県ではそれ ほ ど大 きな問題が見 られ ない とされ たこ とを踏 まえて、その実

態 を明 らかにす るための設問である。

まず募集 方法 につい ては 、不況 を反映 して 「(敷 地や工業団地正面の前 に出す) 看板 だけです ぐに集ま

る」 とい う答 えがイ ンタ ビュー調査 におい て一般的だ った ワーカー (日給 労働者 、あ るいは未熟練労働者

にほぼ該 当す る) を除いた、マネージャ とエ ンジニア (月給 労働者 、あるいはホ ワイ トワー カー と熟練 ブ

ルー ワー カー労働者に該 当す る) につい て別 に聞 いてい る。それに よれば、新聞広告 をは じめ として、大

学等 の就職 課や掲示板 を通 じた募集 、県 ・市の労働斡旋課等の公的機 関経 由、民間エー ジェン トの紹介 、

既存 の社 員の紹介 (いわゆる コネ)、 自社や他の地域に出す屋外看板 による募集 など、それぞれの会社 が

多様 な手段を用いて雇用 してい ることがわか る。地域別では、チ ェンマイ県 ・ランプー ン県では、民間エ

ージェ ン トの紹介の項 目がやや低 く、その分既存の社員の紹介 (いわゆ るコネ) に よる採用 がやや多い と

いった状 況 とな ってい る。また大学等の就職課や 掲示板 を通 じた募集 に よる採用が、マネー ジャよ りもエ

ンジニアでか な り多い のは、イ ンタビュー調査 も考慮 にいれ る とチ ェンマイ大学やラ ンプーンの高等専門

学校 での人材 供給 が影響 している と考 え られ る。国籍別では、 日系企 業は県 ・市の労働斡旋課等 の公的機

関経 由を使 う割合がやや小 さい。
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表4-39 マネージャ・エンジニアの社員の募集方法 (複数回答)

出身地につ いては、マ ネージ ャとエ ンジニアを一緒 に、ワーカーをそれ と別 に分けて聞いているが、チ

ェンマイ県 ・ラ ンプー ン県では、ワー カーだ けでな く、マネージャ ・エ ンジニアにつ いて もその大部分 を

地元 (タイ北部 一帯) で採用 してい ることがわか る。 このこ とは、バ ンコク周辺 (バンコク大都 市圏 ・ア

ユ タヤ県 と東 部臨海 開発地域) で約7割 のマネー ジャ ・エ ンジニアを調達 している東部臨海、パ トムタニ

県 ・アユタヤ県の企 業 との非常に大 きな違い となってい る。地方 圏の人材 の絶対 量につ いてはわか らない

が、このデー タか ら少 な くとも、現在 地方 圏である北部に立地 している企業 は、高学歴 を必要 とす るマネ

ージャ ・エ ンジニアであって も地方で雇 用できる状態 とな ってお り、バ ン コクへ の依存関係 はない ことが

わかる。 ワーカー につい ては、それ ぞれ の地域でやや ローカ リティー が薄 ま り、特にその他 の地方県か ら

移住 して働 きに くる労働者 も多い ことがわか る。

注: 合計 で100%に な らな い の は 、一部 に合 計 が10096に 満 たない回 答 が あった ため 。

表4-40 マ ネー ジャ及 び エンジニア 、ワ-カ-ク ラス の社 員 の 出 身地 (平 均値)

・原材 料の取 引先 (サ プライヤー) との位置 関係

次に、集積 か ら離れ た地方圏では非常に大きな問題 にな ると予測 され る取 引先 との関係 を、原材料のサ

プライヤー と製 品のカスタマー に分 けて調査 している。
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まず サプ ライヤーについてみ る と、その位置関係 (購入 の金額ベース) は、 日系企業 をは じめ と した外

資系企業 が多い ことを反映 して 、どの地域において も輸入が過半の6割 、タイ国内か らの調達が4割 とな

っている。地域別 ・国籍別 にみて もこの値 はそれほ ど大きな違いがない。

一方、 タイ国内か ら搬入す る場合 の搬入 元につ いて、 地域別 に大きな違 いが見 られ る。 チ ェンマイ県

ランプー ン県や 東部臨海 開発 地域の場合 、自地域 内での取引が2割 ～3割 となってい るが 、他の地域 では

ほ とん ど見 られ ない。一方 、総 じてバ ンコク都 内 との取 引は多いが、チェ ンマイ県 ・ランプー ン県では特

に多い状況 とな ってい る。 タイ国 内の搬入元の国籍 については、母国企業6割 、タイ ローカル3割 とい う

形 で地域別 ・国籍別で も一定 している。ただ し、母国企業 としか取引 しない企業 が10社 、タイ ロー カル企

業 としか取 引 しない企 業が4社 と、それ ぞれ の事情 に合わせて搬入元 の国籍が固定化 されてお り、逆にい

えば同 じカテ ゴ リー の企業 でも様 々なパ ター ンがある とい う傾向が見 られ る。

また概 ね搬 入全体 の1割 を 占め ると考え られ るタイ ローカル企業 か ら搬入す る原材料 の内容 について、

自由回答 で内容 を尋 ねたが、梱包材 、ハ ンダ、アル コール、薬 品 ・金属材料 とい った低付加価値、あるい

は素材系の ものだけでな く、電子部 品、プ ラスチ ック成 形部品のよ うにあ る程度 高付加価値 が期待 できる

原材料につい て も搬入 が報告 され てお り、さらにこ うした回答 につ いて も地域別 ・国籍別 に際だった偏 り

は見 られ ない。 この ことは、タイ ローカルか ら供給 され る原材料が、必ず しも低付 加価値 の ものに限 らな

い可能性 を示 して いるが、詳細 については より細 かい調査 を必要 とす ると考え られ る。

注:「100%※」 の 数 字 は 、それ ぞれ の 項 目の み で100%と な っている企 業 。

表4-41 原材料の取引先 (サプライヤー) との位置関係 (平均値)

一方、輸入物 の輸送運搬 手段の内訳 を見 てみ る と、総 じてバ ンコク港か ら陸運 (トラ ック) が4～5割、

ドンムア ン空港 (バ ンコク都内北部) か ら陸運 が2～4割 、あ とは レムチ ャバ ン港 (東部臨海 開発地域 内)

か ら海運 とい うケースが多い。重 要なのは、チェンマイ県 ・ランプー ン県にお いて も、 「それ 以外の空港

(+陸 運)」 、す なわちチ ェンマイ空港まで空輸す るケースはほ とん どない ことであ る。この結果 は、 「緊

急の場合以外 は空輸で は滅多 に発 注 しない」 とい うイ ンタビュー結果 に沿 うものである。
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注: レム チャバ ン港 の 項 目 は 、そ の 他 にマプ タプット港か らの陸運も含 まれ る。

表4-42 輸入物の輸送運搬手段の内訳

・製 品の取 引先 (カ ス タマー) との位置関係

カス タマー 、すな わち顧客 との位置関係 についてみ ると、その位 置関係 (購入 の金額ベ ース) は、サプ

ライヤーのそれ と違 い、地域に よってはかな りば らつ きがあるもの となっている。特 にチェンマイ県 ・ラ

ンプー ン県の場合 、タイ国 内へ の納品が15%し かないのは、立地企 業の多 くがよ り多 くの奨励恩典 を得 る

ためにEPZ (Export Processing Zone) に立地 しているこ とか ら生 じるものであるが、より本質 的には こ うした

地方 県での立地は輸出促進型 の工場 を招 くとい う結果 にな りがちな ことを示 している。東部臨海開発地域

やパ トムタニ県 ・アユ タヤ 県の場合、母国への輸 出は平均で も15%程 度 しか なく、母国以外への輸 出にも

劣 る程 であ るが、この母 国以外への輸 出の一部 は、イ ンタ ビューによれ ば香港や シンガポール等 にあるア

ジアの販売拠点 に集 め られ るな どの措置が採 られ る場合 であると考え られ る。

タイ国内 の顧 客について も、地域別 に大 きな違 いがあ る。チェンマイ県 ・ランプー ン県 では、バ ンコク

都内 との結びつ きが大 きく、一方 自地域であるチ ェンマイ県 ・ランプー ン県への納品は、他地域 (東部臨

海開発 地域、パ トム タニ県 ・アユ タヤ県) か らの納 品の比率 とそれほ ど大差ない。 この こ とは、原材料の

取引先の結果 と合 わせ て、拠点開発 に よる浸透効 果 ・染み出 し効果 、あ るいは (前方) 連 関効果はあま り

期待 で きない ことを示 してい る。

注:「100%※」 の 数 字 は 、そ れぞれの項目のみ で100%と なっている企 業 。

表4-43 製 品 の 取 引 先 (カス タマ ー) との位 置 関 係 (平 均値)

全体 として見 ると、納品は輸出または タイ国内 の母国企業への搬入 が大き く、タイ国内の タイ ローカル

企業へ の納 品 とい うこ とになる とほ とん どのカテ ゴ リー で1割 に満たないもの となってい る。このこ とは、

取引関係 において外資系企業 とタイ ローカル企業 、あるいは タイ ロー カル企業同士の関係 が希薄 となって
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いることを示 している。

一方、輸出物の輸送運搬手段の内訳を見てみると、その傾向は輸入物のそれ とかなり似たものとなって

いるが、異なる点としてチェンマイ県 ・ランプーン県での 「(陸運+) それ以外の空港」の割合が1割 と

多少増えている。このことは数字の変化以上に重要と考えられる、というのはこの数値はあくまで金額ベ

ースで見たものであるが、インタビュー調査なども参考に考察すると、顧客対応 ということで納期を守る

場合にこうした緊急対応ができる航空輸送の存在は不可欠であると考えられ、最寄りの空港を用いての航

空輸送の実際の重要性はかなり高いと考えられるのである。

注: レム チャバ ン港 の 項 目 は 、そ の 他 にマプ タプット港へ の陸 運も含 まれ る。

表4-44 輸出物の輸送運搬手段の内訳

4.4.2.4. 地 方分散 に関 して得 られ た知見

○政府の地方分散政策の評価

タイ政府 は地方分散政策 に関 し、(1)工業団地や 基幹イ ンフラの整備 、(2)BOIに よる地方での税制優遇、

(3)最低 賃金の差別化 、とい う主に3つ の政策 を もって工場立地の分散 を促 してきた。 この うち、(1)は必要

条件 として非常 に重要 であ り、これ が満 たされたい地方には基本的に工場は立地 しない と考えてよい。一

方、(2)、(3)について は企業の製品 、業態 、進出 目的な どによってその重要性 が異なって くるものの絶対的

な立地 要因には な りえず 、他の必要条件で ある熟練 労働者の供給や既 存集積 の存在 といった条件が満 た さ

れ ない場合 は、(2)、(3)は意味が なくなる。(3)最低賃金 については、タイ 自体への進 出理 由が労働 コス ト削

減 であって も、為替の関係 な どか ら大都 市 と地方 の格差 にはあま り違 いを感 じない とす る企業 も多 く、ま

た労働 コス トだけな ら格段に安い他 国等 もあ ることか ら、地方分散 の誘因 としてはあま り強 くない と考 え

るべ きか もしれ ない。労働力 に関 しては、こ うしたオペ レー タ レベルの最低賃金 の差別 化 よ りも、エ ンジ

ニア ・マネー ジャ レベ ルの大都 市への偏在 を解消 し、かつそれ を企業 にア ピールす ることが重要 と考 えら

れ るが 、そ うした政策は タイにおいて も見 られない状況 となってい る。 一方、(2)BOIの 投資奨励恩典は、

恩典 自体だ けではな く、そのゾー ン格差 も含 めて比較的強い影響 を持 ってお り、産業の地方立地 にもあ る

程度の効果が あるこ とが示 されてい る。

○地方分散 を妨げる要因と対策

地方分散 を妨 げる要 因の一つ として、熟練 労働者 (あるいは高学歴 ・高技術 の保持者) の供給について

は、総合大学や高 等専門学校 な どであ る程度 の人材 を有す るチ ェンマイ 県 ・ランプーン県の場合 、必ず し

も現地 の状況 と して は不足 しているわけではないが、バ ンコク近郊 に立地す る多 くの企業 は不足 している

と判断 してい る、い う情報の ギャ ップが見 られる。熟練労働者 の不足 は地方一般 に対 して持たれ る印象の

よ うであ り、比較的 短期間で決定 され る海外 進出の中では、それ がた とえ偏見 だった としてもす ぐに拭い

去 るのは難 しい。 その意味で は、海外企業が立地す る際に窓 口とな る役所 (タイの場合 はBOI) 等 が地方
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の情報に関 しても積極的 ・具体的に提供するとともに、実際に人材が不足 している地方では早急に育成す

る必要があるだろう。それは必ず しも大学 レベルが必要 とい うわけではなく、高専 ・高卒レベルでも十分

とい う企業も多いので、人材の底上げが必要 ということになってくる。

一方、もう一つ集中要因として挙げられ る既存集積については、チェ ンマイ県 ・ランプーン県では特定

の地域 (北部工業団地) にある程度集積があったとしても、その程度では集積としてのメリットはなく、

結果 としてこうした地方県に立地する企業の多くは地域内での取引がなくスタン ドアロー ンの形で操業

しがちであることがわかった。これは大都市に立地する企業との大きな違いであり、たいていの場合、進

出先国で最初に集積ができるのは大都市であることや、一度投下した資本は回収するまでなかなか移転で

きないことか らも、より解決 しがたい問題 と考えられる。パ トムタニ県 ・アユタヤ県の場合、同じ工業団

地内よりも北部地域、あるいはバンコク周辺を含めた地域での取引が非常に多く、また重視 されることか

ら、「集積」といった場合のクリティカルマスは、1工 業団地程度のものではなく、もっと大きなレベル

で初めて機能す るものであることがわかる。また特に日系企業の場合、インタビューによれば、取引先で

はなくても日系企業同士のネ ットワークを非常に重要視するため、タイ資本 と元々繋がりがあるようなま

れなケースでない限 り既存の 日系企業集積 を好むことになる。しか し一方で、こうした リスク回避、取引

関係の煩雑化、労働力供給の奪い合い等の理由で既存集積を避ける企業も少なからず見受けられる。従っ

て、地方分散の受け皿を目指す地域は、工業団地、基幹インフラ整備、熟練労働力の供給といった必要条

件をまず満たし、その上である程度単独でやっていける (集積等を当てにしない) 業態の企業の誘致が不

可欠 となってくる。

また、よく指摘される生活インフラ等の項 目は、インタビュー ・アンケー トの両方の結果か ら、立地に

関 しては第一義的には重要視 されないことがわかった。やは りまず会社の経営や生産に関する事項が優先

されるといえば今 日では否定的な印象にな りがちだが、他の条件 と合わせて結局会社が立地を選択するの

はそれなりの大都市になっていることを考えると、生活条件は他の条件で決められた (大都市などへの)

立地である程度保証 されるものであるという解釈になるだろう。

○工場の地方分散による地域への貢献

企業の工場立地 による波及効果 については、イ ンタビューか らわか っただ けで もかな り弱いこ とがわか

る。大 部分の原材 料 を 日本等外国か らの輸入か ローカル企 業で も母国系 を中心 と した、あるいはバ ンコク

か らの調 達で賄 ってい るこ とか う、国内、また特 に地域内への後方連 関効果 は期待 できない。 また完成 し

た製 品は よ り多 くの割合 で輸出 に回 され ているこ とか ら、経済的 な波及効果 もあま りない と考 えてよい。

特 にタイ政府 が 目指すサポーテ ィングイ ンダス トリーの育成 とい う点では、一部 の企業で行われている人

材育成 な どの点 に限 られてい る。救いは労働力 に関す る部分で、立地時点 での地域の労働 需要の増大 に大

きく貢献す るばか りでな く、企 業内教 育な どによ りエ ンジニア等の人材 が育つ 、地元大学 との交流が図 ら

れ る等の メ リッ トが見 られ る。
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4.5. 第 四章 の ま とめ

本章では、タイの地域格差是正政策を、高度経済成長を担った製造業の立地分散を通 して検討 し、政策

内容、背景か ら実際の製造業立地、またそうした立地状況の生 じる原因などについて、様々なデータや調

査を踏まえて検証した。

タイにおいても、その国家計画においてタテマエとして地域格差 ・都市農村格差の是正 (地域間不平等

の是正政策にあたる) が唱えられたものの、それを担 う実際の産業立地政策においては結果的に大都市へ

の集中を容認す るものであった。国土政策とその他の政策 (特に国全体の経済についての政策) が体系上

分かれていないタイに しては、タテマエ上であっても、国家経済社会開発計画によって地域格差の是正や

農村振興が一貫して唱えられ、成長の極理論にもとづ く分散的な国土構造の形成 を目指 した形跡がある。

しか し産業立地の地方分散を促すツールが、投資奨励の差別化や工業団地 ・基幹インフラの整備 といった

ことに限 られ、逆に既存集積地での立地を制限するような政策は打ち出すことができず、実質的に立地分

散を促すような政策になっていなかった。特に高度成長期においては、グローバル化の流れに沿って、む

しろバンコク大都市圏での産業集積形成による国全体の経済成長を優先するといった動きも強く、地域的

配分の不平等 (地域間不平等) を是正する政策は実際には志向されなかった といってもよい。

結果として、経済成長を支えた製造業の立地はバンコク周辺へ集中し、拡大大都市圏を形成するに至っ

た。立地については分散傾向にあるとするものも含めて様々な分析があるが、地域区分を考慮にいれなが

ら注意深 く分析するとバンコク大都市圏への集中性は依然として否定 し難 く、オフィス ・工場の関係等に

鑑みたバンコクの中心性は、減ぜ られるどころか逆に大都市圏が拡大する形で立地が進んでいることがわ

かった。こうした集中は、絶対的地域格差として交通渋滞、大気汚染、スラム形成などの都市環境 問題を

深刻化 させた。こうした具体的問題に対する政策について本論文では特にレビューしなかったが、国土政

策上として個別問題 として触れ られることはあっても統合 した取り組みは行われず、結果からみても後手

に回った感がある。

立地企業の立地意図についてインタビュー調査 ・アンケー ト調査によって分析 してみると、主要な地方

分散政策である工業団地や基幹インフラの整備、BOIに よる優遇政策などはそれな りの効果があると受け

止められているが、それ以上に既存集積の影響力が大きく作用 していることがわかる。成長の極理論に基

づ くタイの拠点整備 もこうした集積形成を目指す ものであり、調査を行ったランプーンでは一つの工業団

地を中心にそ うした集積が形成されていた唯一の地域 と考えられるが、調査によれば製造業企業が志向す

るよ うな集積は一工業団地よりも遙かに大きな集積 を元に していることが、大都市圏と地方圏の企業の取

引関係の違い等から明 らかになった。人材供給などにおいて実際との情報ギャップが見られることから政

府の地方分散政策にも工夫の余地が残されているものの、すでに地方に立地 している企業の地理的な取引

関係や集積による波及効果等を考えると、たとえ産業立地が地方圏で進んだとしても地域に与える効果は

限られたものである可能性が高い。したがってここでは、成長の極理論による地域的配分の不平等 (地域

間不平等) の是正は、実態としても、またその性質からいっても達成され得なかったと考えられる。

第三章で検討 した 日本 との比較では、まず高度成長期に日本で行われた立地制限的な政策はタイでは採

用 されず、また結果 としても高度成長期の日本では少なくとも新産業都市などの拠点での産業立地は進ん

だが、タイではそ うした拠点への工業集積すら進まなかった。このことは、日本 とタイの地理的条件の違

い (タイの地方圏は概 して内陸部が多く加工貿易に向かないと考えられること) 以外に、グローバル化に

伴って経済成長を同時に達成するために地域格差是正政策が弱めざるを得なかったことに起因している
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と考えられ る。その証拠に、本章で主に検討 したタイの高度成長期と同時期の1980年 代後半以降、日本に

おいても第三章で検討 したように地域格差是正政策の影響力は弱められ、タテマエとして是正を謳 う国土

計画との乖離が大きくなってきていたことをすでに示 している。地域格差是正政策の性質上は、両国とも

地域間不平等の是正 ・解消を目指 して地方 (農村部) での産業立地の集積を形成す るとい うスタンスが国

土政策では採 られたが、結果的に地域的配分の不平等 (地域間不平等) の是正は成功 しなかった。

次の第五章では、この点をさらに検証するために、タイと同時期に経済成長を達成 しながら、様々な歴

史的、社会経済的、政治的背景の違 うマ レーシアの地域格差是正政策について検討する。
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