
．はじめに

年代後半以降、タイが諸外国からの直接投資を積極的に受け入れ、それによる外需依

存の輸出型経済発展を実現してきたことは周知の事実である。深刻なアジア通貨危機をはさ

んだ最近 年間でも着実な経済成長を実現し、バンコクなど都市部での市民生活の向上は目

覚しい。このような経済成長の実現に、日本などの外資系企業の果たしてきた役割は大きく

評価される。我が国の自動車産業や電気産業をはじめとする外国企業が続々と立地するにと

もない、サポーティング・インダストリーたる部品産業はもとより基盤技術型中小企業も積

極的に工場進出を進めつつある。

ところで、 年から顕著となったタクシン派と反タクシン派との対立は、 年の夏か

ら 年の春にかけてその緊張が高まったあと ）一時沈静化の方向に向っていたものの、

年 月から 月下旬にかけては治安部隊とタクシン派が銃撃戦を展開し多数の死傷者を

出すなど 市街戦のような状態 ）となった。同年 月 日には治安部隊がバンコク中心

部を占拠していたタクシン派の強制排除をすすめ、ようやく 日にアピシット首相が治安回

復宣言を行なうに至った。もともとはタクシン元首相の個人的な事柄（強引な政策運営と金

銭面での数々の疑惑）に端を発した政治的反発が、ついには国を二分するような政治状況に

陥ってしまったのである。そして、このような政治的混乱はいまだ解決の目処が見えない。

ところが、そのような政治的混乱にもかかわらず、バンコク市内中心部で占拠されている商
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）反タクシン派である （民主主義市民連合）の大勢の人々が、 年 月に首相府を、そして同年
月にはバンコクのスワンナプーム国際空港も占拠した。さらに、翌 年 月に今度はタクシン派が

首脳会議や東アジアサミットの会場予定地を占拠し、開催中止に追い込んだ。各国のマス
コミは、大動員された黄色の シャツ・グループ（反タクシン派）と赤色の シャツを着たグループ（タ
クシン派）との対立を報じ続けた。
） 朝日新聞 年 月 日付および同 月 日付など。



業地区を除いては今のところ、経済活動にさほどの影響は感じられない。筆者が 年 月

にタイを訪問し、多くの日本企業関係者と面談した折にも、“ほとんど影響がない”、という

声がもっぱらであった。また、 年の国内投資申請額は前年に比べて ％増と過去 年間

で最高額を記録した ）。

本稿では、今回ヒアリング調査（ 年 月）を行った記録をもとに、近年におけるタイ

の外資導入政策、そして直接投資の受け皿としてこのところ急速に進んでいる工業団地の整

備状況、さらには日系中小企業のグローバル展開について考えてみたい。

．外資導入政策の発展

タイで外国資本の積極的な誘致活動を展開している政府機関として （タイ国投資委

員会、 ）の存在が良く知られている ）。投資奨励法に基づいて、実施

責任を負うのが であり、その役割は基本的に投資政策の策定と重要投資案件の認可の

二つである。投資政策の策定とは、投資奨励法による奨励業種、条件の決定・変更、特典の

決定・変更などを指す。タイが導入しているこのような外国資本誘致政策は、輸出志向政策

を基本的に採用している国や地域と比較してみても、おそらくはそれほど大きな違いがない

と思われる ）。 の場合、進出外国企業に対する、各種の税の恩典、ビザ等外国人が

就労するためのワンストップサービスの実施、外国人による土地所有制限の緩和の つが

セットになっている。また、筆者が 年 月に訪問した中国大連市の開発委員会でもほと

んど同様の一連の政策メニューの提示を受けることができた ）。つまり、仮に誘致政策の

なかみにそれほどの違いがないということになれば、進出する側の立場になると進出先の政

治的・経済的安定、現地市場の成長性、人材の質・人件費のレベル、物流コスト、サポー

ティングインダストリーの集積状況、 ・ のネットワーク等々が大きな検討材料

になってくる。そしてこのような点において、現在においてもなおタイはかなりの比較優位
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）ただ、 年 月期での外資系企業の直接投資額は前年同期比 ％減の 億バーツに留まった
（ 日本経済新聞 年 月 日付け）。
）以下 の活動内容に関しては、タイ王国政府投資委員会事務局 タイ国 投資委員会ガイド
年 月改訂 年 月を基本的に参照した。

の構成は首相を委員長とし、工業大臣が副委員長、そのほか経済関係閣僚、タイ工業連盟、民間
団体等の代表、顧問委員で構成されている。 の実際の活動は投資委員会事務局（

）が担っており、工業省の所管である。なお、我が国では東京と大阪にそれぞれ
事務所を構えている。
）タイの外資政策の変遷については、 タイ国経済概況（ 年版） バンコク日本人商工会議所が
詳しい。同書によると、タイの外資政策は、 政府主導による工業化（ 年代）、 民間主導による工
業化の開始（ 年代）、 選択的外資導入（ 年代前半）、 の権限強化による外資誘致（
年代後半 年代前半）、 外資急増 量的拡大から質的拡充へ（ 年代後半）、 多面的展開（
年代前半）、 アジア通貨・経済危機後の新たな対応（ 年以降）の 期に分けられている（
ページ）。
また、タイの投資奨励法は基本方針だけを述べていることが多く、具体的な奨励業種の選定・取り消し

等に関しては、その都度出される公告（布告）を見ることが必要である（ ページ）。
）ただし、大連の場合、土地に関しては 年間の使用権の分譲となる。そしてその価格は投資規模、技術
内容、財政貢献度などに応じて決定される（大連経濟技術開発区 案内（日本語版）、 年 月、
ページより）。
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性を保持していると考えられる。先に触れた最近の政治的混乱にもかかわらず、その優位性

には今のところそれほどの動揺がみられないと思われる ）。

さて、 の投資奨励策は、投資奨励業種に対して与えられる税制上ならびに税制以外

の恩典の付与からなる。現在の投資奨励業種は 類の農業関連から 類のサービス・公共事

業までにおよぶ、いずれもタイの産業高度化と雇用促進に有益だと考えられる各種の業種を

網羅している ）。具体的には、産業の地方分散、地方産業の振興、所得格差の解消の観点

から 年より、タイの全土を つのゾーンに区分し、税制上の恩典に差をつけている（た

だし、実際上、第 ゾーンはさらに二つに分けられている）。要するに、単純化して言え

ば、バンコクから遠く離れるにしたがって恩典が厚くなるというシステムとなっている。ま

た、特定の産業クラスターを形成するとの目的からゾーンを問わず、高い恩典を与える制度

もある。

税制上の恩典のうち、法人所得税の減免は 年間から 年間について適用される。これは

ゾーンごとに異なるほか、県によっても、あるいは工業団地の内か外にあるのかによっても

差が設けられている。このほか、機械・設備の輸入税の減免、輸出製品用原材料の輸入税減

免、国内販売製品原材料の輸入税減免がある。これらも進出先ゾーン等により、詳細が異

なっている（第 表を参照）。また、タイにとっての特別重要業種 ）では立地ゾーンに関係

第 表 による投資恩典

恩 典 ゾーン ゾーン ゾーン

法人所得税免税 年間 年間 年間

免税満了から 年間 ％減税

機械・設備輸入税減税
％以上のものに限って

％減税
免税 免税

輸出製品用原材料輸入免税 年間（延長可） 年間（延長可） 年間（延長可）

外資系企業に対する土地所有

（出所）ジェトロ・バンコクの提供資料から（ 年 月 日）。

）例えば、 （国際協力銀行）が 年に行ったアンケート調査によると、事業展開上の課題につい
ては、 労働コストの上昇 （ ％）や 他社との厳しい競争 （ ％）が上位にあるものの、 治安・
社会情勢が不安 という回答は ％と低い。また、タイをその事業展開上で有望だとする理由に関して
は、 現地マーケットの今後の成長性 （ ％） 組立メーカーへの供給拠点として （ ％）につい
で、 安価な労働力 （ ％）が指摘されている。つまり、タイは生産拠点ならびに市場の成長性の双方
で期待値の大きなことが示されている。
しかしながら、他方でジェトロが実施した 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（ 年
月） では、投資環境面での問題として、製造業・非製造業のいずれにおいても 不安定な政治・社会情
勢 が第 位にきている（ジェトロ ジェトロ貿易投資白書 年版、 ページ）。このような違いは
アンケート調査を実施した時点での違いが大きい。さらに、 年 月 日にバンコク日本人商工会議所
が日本企業 社にタイ騒乱の影響を尋ねたところ、 社を除く 社で業務に支障が出ていると回答した。
しかし、ここでの悪影響もバンコク市内中心部での商業地区内の事業所に対するもので、以下に本稿が論
述の対象とするバンコクから離れた工業団地内での操業に支障が生じているとの話は今のところほとんど
聞かない。
）投資奨励対象業種表では、 類・農業および農産品からの製造業、 類・鉱山、セラミックス、基本金
属、 類・軽工業、 類・金属製品、機械、運輸機器、 類・電子、電気機械産業、 類・化学工業、紙
およびプラスチック、 類・サービス、公共事業である。その詳細に関しては、 タイ国 投資委員会ガ
イド 年 月改訂 の付録 以下の ページの付表を直接に参照してほしい。



なく機械輸入税が免除されるほか、法人所得税の 年間免除制度がある。

による投資奨励を申請するための資格、基準・業種に共通な条件としては、国籍は

問わない、当初投資額が土地代と運転資金を除き 万バーツ以上であること、近代的な生

産方法および新しい機械を使用することなどがある。最近では土地代と運転資金を除く投資

額が 万バーツ以下の小額案件についても 一定の要件を満たせば同様の優遇が受けられ

る。そして、合弁のための基準については、製造業とサービス業とでその扱いがまったく異

なる。製造業では規制の対象でない限り、 ％外資の企業による操業が認められている。

一方、サービス業に関しては業種によって外資参入が制限されており ）、タイ国籍者が

％を保有しなければならない。本稿においては、製造業投資を主たる論述の対象としてい

るのでサービス業についてはこれ以上立ち入らない。

また、立地に関係なく、部品および半製品の国際調達事務所（

）に関しては機械輸入税ならびに輸出用製品に使用される原材

料・必要材料の輸入税が免除される ）。さらに、地域統括本部（

）の設置には、 とタイ国税局からの特典がある（ただ、タイを除く

カ国以上に関係会社ないし支店を有していなければならないこと ）などの条件がある）。こ

の場合、 は税制以外の恩典のみを付与する（研究開発に使用される機械類の輸入関税

が免除）。また、国税局による恩典としては が外国にある関係会社ないし支店から受

け取るサービス料・利息・ロイヤルティについては ％の税率（通常は ％）とされる。

年にはビザ・外国人就労許可書の申請・更新等を短時間で行うことのできるワンス

トップサービスセンターが設立され、外国人投資家への便宜を図っている。なお、 認

可事業ならびにタイ国工業団地公社（ ）管理下の工業団地に入居している企業とそ

れ以外とでは取得条件にある程度の差が付けられている。

土地所有に関しては、外国人の持分が ％を超えるか、外国人株主の比率が全株主数の半

分を上回る法人は特別な場合を除いて認められていない。しかし、 奨励企業や

認定企業に関しては、外国人の持分が ％を超えても所有が認められる。

年からは、タイを単なる生産拠点として位置づけるのではなく、競争力強化の基盤と

なる （ ）を発展させるための研究開発や人材開発等

の投資を積極的に受け入れ、高付加価値産業の誘致に努めている。世界的な競争環境の激変

（アジアでの ・ ネットワークの展開、中国への投資偏在、インドやベトナムな

どへの注目の高まり）を受けて、タイの外資導入政策はゾーニングを基礎にして税金等でのイ

ンセンティブを与えるといったこれまでの方法が 転換期 に直面していると考えられる ）。
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）以下が指定されている。農水産業およびその製品 技術開発および人的資源の開発にかかわる事業 公
共事業、基本的なサービス 環境の保全、環境対策に関係する事業 重点産業。
） 年外国人事業法に基づく。その概要は、 タイ国 投資委員会ガイド 年 月改訂 の付録
を直接に参照してほしい。
）ただし、倉庫を所有しているか、長期契約によるレンタル倉庫を有することなどの条件が付けられてい
る。
）このほか、関係会社ないし支店から受け取るサービス料やロイヤルティが全収入の ％以上を占めるこ
とといった条件もある。
） タイ国経済概況（ 年版）、 ページ。
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．工業団地の整備

増加する工業団地の建設

タイでは、外国からの直接投資の受け皿整備策としての工業団地が全土にわたって続々と

建設されている。ゾーン からゾーン にまでタイの全土にあまねく立地している。これら

工業団地のなかには、例えば後述するアマタナコンのように、日本のものと比べるとその規

模がはるかに大きいものも含まれている。そして、とくにバンコク東南のチョンブリとラヨ

ンの両県を中核とするイースタンシーボード工業地帯に集中していることが注目される。こ

のイースタンシーボード工業地帯はタイ政府が空港、深海港、道路網等の社会的インフラを

重点的に整備しているエリアである。

タイ国経済概況（ 年版） の整理によると ）、事業主体の別では、 工業省

所管の工業団地公社（ ）が直営しているもの ）、 民間の直営団地、 民間が

と共同運営しているものという つのタイプに区別することができ、 と のタイプ

が多い。また、用途区分では、一般加工区（ ）と輸出加工区（ ）、そして免税

区（ ）とに大別できる ）。タイ全土での工業団地の建設ブームは、通貨危機の時期に

減速はしたものの、 年以降再び盛り返している。その供給面積は 年の間に一

時的な減少を記録しているにすぎない。最近では、既存団地群での拡張計画やその周辺に

衛星的な工業団地 ） の新規造成が増えている。

アマタナコン工業団地

今回、われわれが訪問することのできたアマタナコン工業団地（

）はバンコク中心部から 、スワナプーン国際空港から 、そしてタイ最

大のコンテナ用港のレムチャバン港から と交通の要衝にあり、 年に設立された。バ

ンコク市内からも通勤圏内にあり、自動車、家電、電機、化学、食品など広範な製造業が多

数入居し、その 割が日系企業である（ 年 月現在）。その総開発面積は ライ（約

ライ ）と広大で、団地内の企業に勤務しているものの数はおよそ

万人にものぼる。入居している代表的な日系企業には、日立製作所、ソニー、ダイキン工

業、三菱電機、小松製作所、デンソー、石川島播磨重工業、いすゞ自動車、椿本チェーン、

日本ペイント、日本精工、ブリジストンなど錚々たる大企業が名を連ねている。団地内に

は、スポーツ施設、託児所のほか、ガソリンスタンド、銀行の支店、ゴルフ場、マンショ

ン、レストラン（日本、イタリアン、タイ）、クリニックなどがある。 の区分で言え

ば、ここはバンコクから比較的に近いにもかかわらずゾーン にあたり、その入居企業のメ

リットはかなり大きいと思われる ）。

）ここでの論述については、本書の ページ、ジェトロ受領資料、 のパンフレットなどを
参照した。
） のパンフレットでは、タイ工業団地公社は国内でおよそ ヵ所の工業団地を 統括 している
旨の記述が見られる（ タイ工業団地公社 タイ工業のバランスの取れた持続可能な発展 、 ページ）。
）ただし、用途区分上、 は の一部とされている（ タイ国経済概況（ 年版）、
ページ）。
）同上。



アマタナコン工業団地を開発 運営するのは

（以下、 と略）という民間企業である。 は同団地のほか、タ

イではアマタ・シティー工業団地 ）そしてベトナムのビエンホアでもアマタ・ベトナム工

業団地 ）を開発・運営している。 は一企業として工業団地のディベロッパーであ

るにすぎないのだが、このアマタナコン工業団地を開発 運営するにあたり、同社は

“ ” とのコンセプトのもと 工業団地から一つの街へ と、従来の 工業団

地 概念を超えた街づくりに努めている ）。

アマタナコン工業団地の優位性については 点が指摘できる。その第 は、 の地域

恩典や自動車産業の存在などその立地条件にある。第 は、道路、電気、給水、通信など高

水準のユーティリティー、第 は商業地区の充実、そして第 は日系企業の集積とそれによ

る情報収集の利便性である。なかでも、この工業団地を中心とする 時間圏内に主要な自動

車メーカーが集中していることの強みは圧倒的である（第 表）。
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第 表 自動車メーカーの立地状況

完成車メーカー 立 地

トヨタ第 工場 サムットプラカーン

トヨタ第 工場 チャチェンサオ

トヨタ第 工場 チャチェンサオ

いすゞ サムットプラカーン

日産 サムットプラカーン

ボルボ サムットプラカーン

ラヨン

ラヨン

マツダ・フォード ラヨン

ホンダ アユタヤ

スズキ ラヨン

（出所） からの受領資料（

ページ）。

）同団地の概要に関して、ここでは主に同団地の開発運営会社である の資料ならびに タイ工
業団地情報 チョンブリ県内工業団地 アマタナコン工業団地 （

年 月 日閲覧）を参照した。
）タイのアマタ・シティー工業団地は、ラヨン県にあり、 年に設立された。 のゾーン （経過
措置）とされ、レムチャバン港にも近く、輸出指向型産業の立地面で優れている。第二の日本人街とも呼
ばれるシーラチャよりの 分の通勤圏内である。現在の入居企業数は約 社である（ アマタ・シティ
アマタ・シティー工業団地 奨励第三地域

年 月 日閲覧）。
）ベトナム南部のドンナイ省ビエンホアに位置し、 とベトナム政府管轄のドンナイ省工業団地
開発公団の国営企業ソナデジビエンホア株式会社との合弁事業。ホーチミン市まで 、タンソニヤット
国際空港まで の位置にある。
） の担当役員 （ ）は次のように語っている。 アマタの最大の特
徴は他のどの工業団地とも違って、全体でひとつの都市を形成しているところにあると思います。正直な
ところ、 工業団地 という名称では呼びたくないのです。 アマタナコーン の ナコーン は、タイ語
で 都市 という意味です。（ アマタナコーン工業団地 担当役員インタビュー

年 月 日閲覧）。
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さて、 資料によれば、このアマタナコン工業団地に立地する企業の 国籍 は

第 表の通りである（ が作成した

での 欄に記入されている国名で分類した）。世界各地からの企業が集積し

ていることが見て取れるが、とりわけ日本企業が 割近くを占めて圧倒的な存在感を示して

いる。このほか、合弁企業 社 ）のなかにも、タイと日本の合弁が 社含まれており、こ

れらについても実質的には日本側の影響力が大きいと考えられる。また、タイの企業も ％

あまりあることが注目され、地場資本の成長が一部では明らかになっている（しかし、すぐ

あとで明らかにするようにこれらのタイ企業のなかには実態として日本との合弁がかなり含

まれていることに注意が必要である）。このほか、東南アジア 社の内訳はシンガポール

、マレーシア 、フィリピン であり、シンガポールからの直接投資も結構多い。さら

に、ヨーロッパが ％であるのに対して、アメリカ・カナダ企業が ％強とその違いは大き

いものの、総じて欧米資本の進出件数はあまり目立たない。要するに、第 表からみると、

アマタナコン工業団地には日本資本の圧倒的とも言えるほどの集積とそれを補うかたちでの

タイ資本の存在、そしてそれらに関連する東南アジア各国の資本進出というパターンが明瞭

になっている。

また、第 表は業種別の分類である。もっとも多いのが、自動車部品関連でおよそ 分の

強、ついで鉄鋼・金属・プラスチック関連が 分の 、そして電気・電子機器 ％などと

なっている。ただ、ヒアリングによると、鉄鋼・金属・プラスチック関連や電気・電子機器

といっても、そのエンド・ユーザーは自動車産業であることがほとんどであるという ）。

つまり、アマタナコン工業団地ではおよそ 割以上の企業が自動車部品産業ないしその周辺

産業と推定してもよいと思う。

第 表 立地企業の国籍別分類（％）

国 籍 企 業 数 比 率

日本

タイ

ヨーロッパ

台湾、韓国

中国・香港

東南アジア

アメリカ、カナダ（含む中南米）

オーストラリア、ニュージーランド、インド（含む中東）

合弁

不明

合計

（出所） より、算出し作成。

）タイ・日合弁の 社のほか、台湾・日、日・マレーシア、シンガポール・マレーシア、米・日・タイの
合弁がそれぞれ 社ずつ存在する。
） でのヒアリング（ 年 月 日）。



このように、第 表 第 表の三つのデータからは、アマタナコン工業団地の周りに世界

各国の自動車組み立て産業が集中し、それらの完成車メーカーと密接な取引ネットワークを

構築している機械・金属やプラスチック分野など、そして電気・電子関連分野での多数の自

動車部品サプラーヤーの集積が同団地内に形成されていること、そしてその中核をなしてい

るのがほかならぬ日本企業群であることが明らかとなった。

さらに、先の第 表から日本企業のみを取り出し、その業種を調べると第 表の通りとな

る。立地企業全体の傾向と比較すると（前掲第 表）、日本企業が自動車部品関連、鉄鋼・

金属・プラスチック関連、そして電気・電子機器という つの産業にいっそう傾斜している

ことが明らかである。これら 業種の合計で 割近くになることから、自動車部品関連の納

入業者が大量に集積していることがますます明瞭になる。

先にタイ地場企業の立地も相当数にのぼることを指摘したが、今度はその内実を探ってみ

ることにしよう。第 表は 国籍 がタイとされている企業について、その一つ一つの業種

別分類を同じく 社の名簿（ ）より算出した結果を示し

ている。ここでは、日本企業の場合とは異なり、自動車部品関連、鉄鋼・金属・プラスチッ

ク関連、電気・電子機器の産業の比率がぐっと低くなる。これに対して、一般消費財・ヘル
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第 表 立地企業の業種別分類（％）

業 種 比 率

自動車部品関連

鉄鋼・金属・プラスチック関連

電気・電子機器

一般消費財・ヘルスケア

化学関連

サービス・インフラ関連

その他製造

不明

合 計

（出所）同上。

第 表 日本企業の業種別分類（％）

業 種 比 率

自動車部品関連

鉄鋼・金属・プラスチック関連

電気・電子機器

一般消費財・ヘルスケア

化学関連

サービス・インフラ関連

その他製造

不明

合 計

（出所）同上。

第 表 タイ企業の業種別分類（％）

業 種 比 率

自動車部品関連

鉄鋼・金属・プラスチック関連

電気・電子機器

一般消費財・ヘルスケア

化学関連

サービス・インフラ関連

その他製造

不明

合計

（出所）同上。
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スケア、サービス・インフラ関連 ）の比率が日本企業と比べて高い。

今度はさらに、同じく において タイ企業 と分類されては

いるものの、その記載内容をより詳細に検討すると、日本企業との合弁であるものが相当数

にのぼることが判明した。前掲第 表で 合弁 としてではなく、 タイ企業 とされた

社のうち、少なくとも 社はタイ・日合弁であると推定される ）。 社の内訳は、自動車

部品関連 、鉄鋼・金属・プラスチック関連 、電気・電子機器 、サービス・インフラ関

連 社であり、これらは出資比率の関係で統計上はタイ企業とされているにすぎない。しか

しながら、その経営実態は日本側企業がイニシアチブを掌握していると考えられるケースも

けっして少なくない ）。つまり、前掲第 表において日本企業の圧倒的な存在と タイ企

業 の成長とを指摘したものの、 タイ企業 “成長”の内実としては多数のタイ・日合弁企

業の存在を無視しては語ることのできないことが明らかとなった。

．日系中小企業の進出事例とその受け皿整備

（ ）

年 月 日、アマタナコン工業団地のなかに （大田テクノ

パーク、以下 と略）が設立された。 と日本の財団法人大田区産業振興協会

とが 年 月に相互間での産業協力の推進に関する覚書に調印したことを契機として実現

したものである ）。

もとより、広大なアマタナコン工業団地のなかで はわずか約 ヘクタールというき

わめて小さな敷地面積での試みにすぎない。アマタナコン工業団地は東西 、南北 に

及ぶが、そのなかで は第 工期のまさしく一隅に位置する。それでも、これの設置に

ついては日・タイの双方で並々ならぬ意欲が感じられる ）。大田区中小企業の側にとって

は後述するように賃貸工場に入居することになるので海外進出する場合での資金不足を補う

こととなるし、他方タイ側ではサポーティングインダストリーを集積させることにより団地

内への企業誘致にいっそうの魅力を提供できるようになる。さらには、タイへの技術移転と

雇用拡大も期待される。もっとも、 は が所有し入居企業に直接賃貸すると

）団地内には電力、給水、天然ガスなどのインフラの供給や、住宅など各種のファシリティーを提供する
の関連会社が 社も存在している。したがって、ここでサービス・インフラ関連の高さを指摘を

したが、これらの事情を割り引いて考える必要がある。
）英語表記ではあるが日本人と思われる人名が などといった役職に
見られるケースを拾い上げた。
）例えば、立地企業の一つである の出資関係は、日立製作所
％、 （ ） ％、 ％であり、タイ側の出資比率が ％

であるものの、経営実態としては日立側がイニシアチブを掌握していることが明らかである（各出資比率
については、東洋経済新報社 海外進出企業総覧国別編 年版より）。また、同じく

の場合には、トヨタ車体 ％、 （ ） ％、トヨタテクノ
クラフト ％、タイルーン・ユニオン・カーパブリック（タイ法人） ％である（同上）。
） を参照（ 年 月 日閲覧）。
）このような小規模プロジェクトであるにもかかわらず、開所式に日本からは当時の西田義雄大田区長が
駆けつけ、またタイからはスリヤ・チュルンルアンキット副首相兼工業大臣ならびにアマタコーポレー
ションのヴィクロム・クロマディト会長などが祝辞を述べた。



いうかたちがとられている。また、大田区の側では工場建設に経費の負担をいっさい行って

いない。優良中小企業が集積する大田区のブランドをアジアで活かそうとするユニークな試

みであると高く評価できる ）。

の第 期としては、敷地面積が約 のところにまず 戸が入る連棟の工場

（ ）と事務棟（ ）がそれぞれ一つずつ建設されるというささやかな規模でのス

タートであった。 の特徴についてはおおむね次の 点が指摘できる ）。第 は、日

本の中小企業に適した操業が可能となるよう床面積が小さく設定されていることである。タ

イでの通常の賃貸スペースでは空間が大きすぎるために、ここでは ユニット とさ

れ、複数ユニットの利用も可能である。また、賃貸料も安価に設定されている ）。第 は

日本人担当者が常駐することによるソフト面での支援サービスが受けられることである。中

小企業が海外進出する場合に苦労する、 や での各種手続きはむろん、税務・

会計、法人登記などの法務面、人材確保、住宅探し等にいたるまでの支援が想定されてい

る。第 は入居企業が共同で使用できるファシリティー（総合受付、会議室、製品ショー

ルーム等）が用意されていることである。そして、第 にアマタナコン工業団地内に集積す

る 社あまりの企業はもとより、同団地周辺に立地する自動車メーカーなどとの新規取引

や取引拡大の可能性があることである。

への日系中小企業の進出事例

では現在（ 年 月）までに 期の工事が完了し中小企業 社が進出しており、

合計で ユニットを使用している（さらに 期までの建設用地が確保されている）。当初は

大田区企業に入居を限定していたが、 年 月より大田区以外の企業も入居が可能となっ

ている ）。第 表が現在の入居企業の一覧である。進出企業 社のうち、 社がすべて自

動車産業に関係している。

には上述した通り、現在 社が進出しており、このなかの 社に対する訪問（とも
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）大田区産業振興協会の説明によると、進出を希望する中小企業に対する支援体制は次の通りである
（ 年 月 日閲覧）。まず、 現地工場の立ち上げから操業ま
での期間 に関して、同振興協会が無料のサービスとして、 の資格取得に関する問い合わせ、法人
登記等進出に必要な問い合わせ、工場の内装設計や輸出等の相談を行う。また、この間、 側
は、タイ国内での会計・税務・労務等に関するアウトソーシング相談や法人設立ならびに工場立ち上げに
関する各種相談に一部有償のものも含まれるが原則無料で対応する。次に、 現地工場の操業後 に、振
興協会は と連携して展示会や定期的な商談会の開催そしてタイでの企業 や市場開拓支援を
無料で行う。一方、入居企業に対して は常駐スタッフが日常的に 施設の使用をサポート
する。
） の 、 ページならびに山田伸顯 日本のモノづくりイノベー
ション 大田区から世界の母工場へ 日刊工業新聞社、 年、 ページなどを参照した。
） ユニット ヶ月あたり賃貸料が バーツ（およそ 万円弱、平米単価が バーツ 約 円）、
共益費が バーツ（約 万円）である。賃貸期間が 年間で、デポジットとして か月分が必要であ
る。
）当初、 に入居するためには大田区に本社を残すことが必要とされていた。また、第 表には名古
屋市の新光機器 の入居が見られるが、同社は大田区開設の工場アパート テクノフロント森が崎 に本
社を設置し、 を分工場と位置づけている（同上書、 ページならびに 年 月 日開催の貸し
工場研究会 於 大阪商業大学 での山田伸顯氏の報告 グローバル化と大都市工業立地 から）。さら
に、現在では大田区以外の企業も入居が可能とされる（ただし、同区内に製造現場・営業所・研究開発施
設等の事業所を有することが条件とされている、 年 月
日閲覧）。
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に 年 日）が今回可能となった。以下に、両社の事業概要を紹介しておこう。

開所と同時に第 号として 年 月に入居したのがこの

（以下、タイ・ナンブと略）である。

タイ・ナンブの日本本社は東京都大田区に立地する株式会社南武である。同社は オン

リーワン技術 を有する我が国屈指の油圧シリンダーメーカーである。最近では、同社が大

田区の本社工場で積極的に若い女性の採用を進めていることが でテレビ放映されたこ

とでも知られる ）。南武 ）の主要製品には、製鉄巻き取り用ロータリーシリンダ、金型用

中子抜きシリンダ、センサシリンダ（超小型センサシリンダ）などがある。

製鉄所において圧延された鉄板をコイル状に巻き取る心棒となるのがロータリーシリンダ

である。同社のセンサ付きロータリーシリンダは、一台のシリンダで任意のストロークが可

能となることなどにより業界で高い評価を獲得し、国内はもとより韓国、中国、ブラジル、

アメリカなど世界各国の大手鉄鋼所で導入されている。その世界シェアは ％という。

同社のシリンダは、独自の規格 南武スタンダード を有する。自動車のエンジンブロッ

第 表 入居企業一覧

会社名（日本本社） 会社名（タイ）
日本本社の概要

（事業分野と本社所在地）
入居年月

南武
油圧シリンダー専門メー

カー、東京都大田区
年 月

江崎工業
自動車 産業用パイプ、

東京都大田区
年 月

西居製作所

精密プレス加工（ストロボ

用反射板など）、

東京都大田区

年 月

新光機器
溶接用電極、

愛知県名古屋市
年 月

大和産業
自動車産業用の摩擦材・照

明部品、東京都大田区
年 月

（フィーサ）
静電気除去機他、

東京都大田区
年 月

（出所） 提供資料より抜粋し、作成。

）“にっぽんの現場 町工場 ドリル・ガールズ”（ 、 年 月 日放映）。
）同社は 年に野村三郎が川崎市で操業を開始したことによる。野村は高校卒業後、三菱重工業に入社
し、戦車部品の設計などに従事していた。その後、ハーレーダビットソン・モーターで設計と下請をまか
され、また進駐軍の軍用サイドカーを設計し成功した。戦後の 年に油圧シリンダと出会い、同年には
横浜市で南武鉄工株式会社を設立した。東横線のガード下からの出発であった。しかし、 年に同社は
火災で全焼し、倒産する。とはいえ、 年 月に現在の礎となる株式会社南武鉄工を再起させる。
年に当時、商社に勤務していた野村和史が事業承継のために入社し、現在に至る（ 先駆的モノづくり企
業であるための技術力、設計力、人材力 株式会社南武 代表取締役 野村和史氏 インタビュー

年 月 日号などを参照）。



ク等を製造するダイカスト用金型に付帯する基幹部品の金型用中子抜きシリンダではその国

内シェアが ％と独走し、精密性、堅牢性、多様性において他企業の製品を上回っている。

とりわけ、金型用特殊シリンダ（金型用スーパーロックシリンダ）は金型の小型化を実現さ

せるもので国際特許を取得した、トヨタも採用する画期的な製品である。

同社は 年に大田区産業振興協会が主催する タイ・マレーシア ミッションに参加し

た折に、タイでダイカスト用の離型材・潤滑材を製造・販売する花野商事と知り合い、販売

面での提携関係を確立した。さらに、 年には花野商事の現地法人であるハナノ・タイラ

ンドの工場の一部を借り受けて南武の現地法人を設立させた。

そして、 年にはそのタイ工場が手狭になったことと大田区からの誘いを受けたことに

より、 へ移転・拡張というかたちをとって ユニットでの出発となった。スペース的

には前の工場の 倍の規模になった。営業担当と生産管理者の 名の日本人を含めて、従業

者数が 名であった。出資比率は日本の南武が約 ％そしてエクスターアジアコーポレー

ション（旧ハナノ・タイランド）が ％である。

当地では、現在、油圧シリンダの完成品製造をメインとしている。当初は部品だけを生産

しその全量を日本の本社工場に輸出していたが、タイに進出している日系メーカーの需要の

盛り上がりに対応して完成品の直販体制もととのえ、 開業時での売り上げの半分は完

成品となった ）。

さらに、これまでは大田区の本社工場では特殊シリンダ、そしてタイでは標準シリンダの

生産という付加価値の高低に基づく分業を実施してきたが、市場の高質化をうけて次第に高

級品需要も高まってきているという。現在では当地において特殊品ができるようになったこ

とから販売市場に応じた分業を展開している。つまり、本社は日本国内と欧米そして中国、

タイ工場はタイ国内・インドネシア・マレーシア・インド・ベトナム・中国華南をその主た

る販売先としている。むろん、当地でまだ製造できないものに関しては本社工場からの輸入

ということにならざるをえない。ここ 、 年での 工場の販売先の国内外比率はタイ

国内市場がおよそ 割であるのに対して輸出が 割である。そして輸出先としてはインドネ

シアが中心で、最近ではインドが増えているという。

つまり、タイ・ナンブは、今日、日本への持ち帰り生産を前提とした単なる低賃金活用の

生産拠点ではなく、タイ国内から 全域はむろんのことインドなどでの市場獲得を

目指すグローバルな最適分業の拠点と位置づけられるに至ったと言えよう。また、今日の不

況にもかかわらず、タイ・ナンブの業績は好調で利益を出している ）。タイで拠点を拡大

したおかげで、グループとしての利益確保に繋がっている。

なお、当社ではアマタナコン工業団地での操業環境は基本的に優れていると判断してお
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） 日刊工業新聞 年 月 日付け。
）野村の以下の発言を参照。 今、タイ工場の業績はこの不況の中でも順調です。現地は 名足らずの会
社で利益を出していますから、立派なものです。なぜ、そんなに忙しいかというと、タイからインドネシ
ア、マレーシア、インドへ製品を輸出しているわけです。 値段は特殊シリンダ 本で約 万円もしま
す。タタ自動車のナノがあんな値段ですから、なにしろ非常に高い。 タイでは難しいものは出来ませ
んが同品質のものができるし、値段がはるかに安いわけですから、タイの受注が増えても当然で、今忙し
いんです。インドネシアも 、オートバイが売れています。マレーシアもそうです。 産業が熟成する
とオートバイ、四輪とかが必要になってくるわけです。そういうことで、アジア圏と一緒に成長していき
たいということを願ってます。（ 前掲号。）
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り、従業員の質もレベルが高いという。

大田区南六郷の江崎工業株式会社 ）（以下、江崎工業）は、自動車・産業用エンジンに

オイル・冷却水、排気などを循環させるための各種パイプの製造を行っている。国内ではい

すゞ自動車・同関連企業に売り上げの 割を依存しており、いすゞの専属下請け的な性

格が強い企業である。

つなぐ 支える という機能を担うパイプは、エンジンの構造上の複雑さやまた振動

に対応しうることがきわめて重要であるために、曲げ・成形・接合等において高い技術力が

必要である。当社では多品種のパイプを製造しているが、その主力製品の一つにベローズ

（じゃばら状）成形パイプがある。自動車エンジンの代表的負荷には振動と熱があり、パイ

プの中間をベローズ状に加工することで、振動を吸収する“スプリング効果”とパイプの表

面積が増えることによる“フィン効果”による冷却機能が発揮される。ベローズ成形を加え

たオイル・パイプを試作品から量産まで供給できることに特徴の一つが見られる。

タイでは 内に江崎工業の ％出資による

を設立し、 年 月から操業を開始した。 数年前にもタイへの進出を検討し

たことがあったが、そのときには単独ではなく合弁による進出を考えていたので、パート

ナーの問題及び現地経済情勢の悪化により踏み切る決心がつかなかった。今回は、海外での

部品現地調達化進展、海外マーケットの伸び等への対応を検討中のところ、 工場ア

パートの賃貸という少ない投資で進出可能であったことが背景にあった。現在の従業者は日

本人 名と現地採用の 名である。今のところは過給器用潤滑油戻し管を中心に日本本社向

けの製品をメインに製造・輸出している。稼動してそれほどの期間が経過していないことか

ら、 での操業はいまだ本格的な軌道にのっていない。

進出時には、ゼネラルモーターズといすゞとの北米にある合弁企業への日本からの

輸出分をタイでの生産に転換すればよいとの考えであった。だが、 年 月 日にゼネラ

ルモーターズが米連邦破産法 条（我が国の民事再生法に相当）の申請を行ったことによる

混乱のもとで同合弁企業への輸出がまったく無くなるというたいへん厳しい現実に直面し

た。つまり、 でやるべき仕事が無くなってしまうという状況に陥ってしまったのであ

る。タイ工場では数少ないベローズ成形機を保有していることから、現在はタイに進出して

いる日系サプライヤーからの仕事も少しずつ増え、受注が戻りつつあるとのことではある

が、未だ黒字を計上するには至っていない。今後については、タイいすゞはむろん ）、新

規顧客の開拓も期待しているが、これらの操業が本格化すると ではスペース的に余裕

がないのが現状である。さらに、モデルチェンジにまだ十分対応できないことからトヨタと

の取引を開始するところまでにはまだ至っていない。

江崎工業の生産拠点は、本社工場のほか、栃木県下都賀郡岩舟町に栃木工場（岩舟工業団

） 年に江崎廣冶が東京の世田谷区にて個人創業し、自動車用のフレキシブルチューブを製造開始。い
すゞ自動車との取引が始まる。 年 月に法人化し、江崎工業株式会社を設立。そして、 年 月に
大田区の現在地に本社・同工場を新設。さらに、 年には栃木工場が新設。この間、 年にベロー
ズ・パイプの量産化に向けた開発が始まっている。
）タイいすゞからの受注が 年 月に正式決定した。 年からの納品開始に備え、 年春よりタイ
での生産開始が予定されている（ 年 月 日での江崎工業株式会社本社でのヒアリング）。



地の近くにはいすゞ自動車栃木工場があって、いすゞ系列の下請企業が多い）そしてこのタ

イ工場である。同社のホームページによれば ）、本社工場は町工場のスピリットが活かさ

れる多品種小ロット品や試作品を手がけるマザー工場、栃木は加工工程の自動化が進められ

る量産品工場、そしてタイ工場は当社初の海外生産拠点でグローバルネットワークの確立を

目指しているとされる。タイ工場では日本人 名の全てが技術者であることから総務部門の

本社サイドでの支援が必要になるという。アマタナコンではインターネット接続に不安的な

ときがあるし、メッキなどの表面処理業者の不足と雷に対しては若干弱いとの指摘もある。

また、当社ではツーリング用の金型は日本から輸入している。さらに、 開業後にタイ

人従業員を日本の本社で研修させたがタイ工場になかなか定着しなかったことなどから、現

在は 名のタイ人を栃木工場で 年間の研修・実習を行い、その後幹部候補としてタイ工場

で採用し、現地ワーカーの人心掌握にもいっそう努めたいとしている。

しかしながら、ヒアリング時（ 年 月）での売り上げが例年水準の 割にとどまって

いたものの、同年 月の売り上げが 割（実に 割減）にまで落ち込んだことや、本社工場

の周辺がマンションなどの住宅が多く操業が困難なことから、 年 月に試作を含めて生

産機能の全てを栃木工場に集約した。 年前に今回の移転の可能性を見越して栃木工場の敷

地を買い増しており、本社には営業・技術・総務部門だけが残ることとなる。当社では、今

後はタイの生産拠点をいっそう重要視し、生産拡大をすすめたいとしている。現状では、デ

ザイン・試作は全て日本に任せ、タイ工場では量産機能のみである。今後は本社 栃木工場

タイとの分業関係をいかなるかたちとするのかが大きな課題になってこよう。

アマタナコン工業団地（ 以外）への進出事例

次に、アマタナコン工業団地にはあるものの、 には立地していない企業の事例も見

ておこう。ここでは中小企業と大企業がそれぞれ 社である。

三重県三重郡菰野町の株式会社明和製作所はダイキャスト用金型の設計製作を業務内容と

して 年 月に設立された。主要な取引先はアイシン精機 やアイシン高丘 など自動車

部品のサプライヤーである。

年 月に同社はタイに （以下、メイワモー

ルドタイと略）を、さらに、 年 月にはインドネシアに現地法人メイワモールドインド

ネシア（ ）というように矢継ぎ早に海外現地法人を設立させ、ダイキャスト、プラス

チック用金型の現地生産をスタートさせた。日本本社の従業員数は 名にすぎないが、この

ところ東南アジアで積極的な事業展開を行っている中小企業である ）。

メイワモールドタイは自動車やオートバイのアルミダイキャスト用金型や鍛造用の金型を

生産している。エンジン全体の金型を手がけ、最近ではマグネシウム製が主体である。日本

ではハイブリッド車のエンジン部品用だが、当地では従来車のエンジン用金型を製作してい

る。タイ法人の昨年（ 年）の売り上げ構成は自動車関係と自動二輪関係がそれぞれ
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割、残りがその他の分野である。日本向けの輸出もあるが、タイに進出しているメーカーへ

の販売が中心である。従業員は現在（ 年 月） 名で、うちに日本人は 名である。資

本の出資比率は、日本の本社が 割、静岡の商社が ％、そして残りがタイ人による個人出

資である。

さて、タイには樹脂用の金型メーカーが多く見積もっておよそ 社があるのに対して、

ダイキャスト型メーカーは当社を含め有力 社が存在するにすぎない。タイでダイキャスト

の金型メーカー数が少ない理由については、 点が指摘されている。その第 は、樹脂用に

比べるとダイキャスト型金型の用途が限られること、第 はダイキャスト用金型には熱処理

を加える必要があることから削りにくく技術的に困難なこと。そして第 に樹脂用金型は比

較的に長持ちするが、 度に溶解したアルミを入れるダイキャスト用金型はそれほど長持

ちするものではないとのことである。おおよそ 万ショット前後で金型を新しいものに入れ

替える必要が発生するとされる。

メイワモールドタイで製造した金型の品質は日本のものとほとんど変わらない。同じ材料

を使おうとすれば、日本から輸入しなければならないので価格を安くするのは困難である。

また、時間当たりの工賃はたしかに日本と比べると安いものの、現地では多能工化が難しい

こともあってその分人数が多くかかる。つまり、現地で作った金型と日本製とはほとんど価

格差がなく、タイ製を日本に輸入すればかえって高くつくという。また、中国やローカル企

業から半製品を調達しそれに最終工程を施して販売するというような仕事はやらないと明言

する。つまり、見た目は同じであっても品質の最終保証ができないためである。いずれにし

ても、当社にあっては、タイ工場が安価な金型の調達拠点としてではなく、現地に進出して

いる完成車メーカーから新しい仕事を獲得するための拠点として位置づけられている。ま

た、同社の場合、ジョブホッピングは少ないという。

メイワモールドタイが設立された 年はタイを震源地にアジアで深刻な通貨危機が発生

した。 年 月 日に資本金を振り込んだのであるが、その翌日にバーツが変動相場制に

移行したために大幅に減価した。このように、タイ法人は苦難のスタートとなったのである

が、それに落ち込むことなく品質本位の経営を続け、現地の日系メーカーから多くの信用を

勝ち得るまでになった。

現地の問題は次の 点である。第 は、日本人と比べるとタイ人は会社への帰属意識が乏

しいことである。そのような人が一人でもいれば、組織に歪みが生じ、“従業員の裾野が広

がらない”。そして、第 は水質面では問題ない。ただ、良くなってはいるがたまに瞬間の

停電があることである。

空調大手のダイキン工業はタイ国内でグループとして 社があり、そのなかでも当社

、以下 と略）は空調機の生産・輸出拠点と

してタイではもっとも従業員規模が大きい。 の従業員数は 年 月末現在で正社員

が 名そして支援従業員（パート）が 名の合計 名である（うち、日本人 人。

なお、 年 月末現在では、正社員 名、支援従業員 名）。タイ 社の総従業員

数が 名であるから、 には 割弱の従業員が勤務していることになる。

さて、 の戦略的な位置づけとしては次の 点がある。第 は、全世界への空調製品



供給のグローバル生産拠点、第 は冷房専用機の開発拠点、そして第 がアセアン・オセア

ニア地域での販売統括拠点である。

は 年に設立され、翌 年からルームエアコンの生産操業を開始した。 年

にはアセアン向け商品の開発にも着手している。当地での敷地面積はおよそ 万平米と広大

で、 年 月には第 工場が完成した。敷地内には冷房専用機の開発センターもあり、

名のエンジニアがアセアン、香港、ラテン・アメリカ向け商品の開発を進めている。

の地域別売り上げ構成（ 年）を見ると、ヨーロッパ ％、日本 ％、アセアン

オーストラリア ％（うち、タイ国内 ％）、台湾・香港・インド等が ％となっている。

日本市場向けには主に日本の工場が製造し、エアコン製品の組立工場としては、このほか中

国では上海と蘇州、ヨーロッパではチェコ（ピルゼン）とベルギー（オステンド）にそれぞ

れ 工場がある。タイの国内市場においてルームエアコンでは三菱電機が売り上げトップで

あるものの、基準がいっそう厳しい業務用・オフィス向けのパッケージエアコンについては

が第 位である。

がタイに進出した理由に関して、同社では による恩典とサプライヤーが集積

していることのメリットを指摘する。このため現地調達率はおよそ ％と高い（中枢部品の

コンプレッサーに関しても同様に ％である）。ただ、タイのローカル企業からの調達につ

いては 割にとどまっている。

はアマタナコン工業団地での操業についてたまに停電があるものの、インフラ整備

は全体として優れていると評価している。ただ、生産技術等のエンジニアの離職率に関して

は、他社と同様にその高さを指摘している。なお、第 工場では現在、ベルトコンベアとセ

ル方式による生産とを製造品目に応じて使い分けしている。比較的に大きなものをセル生産

方式で手がけており、一日でおよそ 種類のアセンブルが可能であるという。筆者が見学し

た折にも、女性たちがセル生産ラインに並び、日本人よりもすばやい組立作業を行っていた

のに驚いた。

．まとめにかえて

これまで、タイにおいて を中心に積極的な外国資本誘致政策が展開されているこ

と、そして工業団地の建設が全国に進められていること、なかでもバンコクから車でおよそ

時間の距離にあるアマタナコン工業団地には多数の日系大企業が立地していることを述べ

てきた。そして、同団地に立地している外資系企業を分析することから大企業を中心に日本

企業の圧倒的な存在をデータ分析からも明らかにした。

さらに、アマタナコン工業団地のなかに日本の中小企業向けに特化した貸し工場

が 年に建設された。 にはいまのところ 社が入居しているにす

ぎないが、中小企業向けに ユニットの面積を小さくするなどの工夫が施されていることか

ら、今後ますます多くの注目を浴びることが予想される。 に入居する中小企業 社へ

の聞き取り調査では、ともに自動車部品メーカーではあるものの、タイでの事業展開が数年

間違うことから日本との生産分業体制における タイ工場の位置づけが異なっていた。
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油圧シリンダのメーカーでは現地市場の高質化を積極的に捉えようとするとともに

各国やインドなどもその販売先として重要視している。他方の、自動車用各種パ

イプを製造している企業の 内工場は操業から 年以上が経過しているが、未だ本格的

な稼動状態にない。ここの日本本社では現在、本社工場の製造機能の地方工場への集約化を

進めているとともに、タイ工場を量産機能と位置づける。

さらに、アマタナコン工業団地内に立地しているが、 とは無関係の大企業と中小企

業 社にも聞き取り調査を実施した。

メイワモールドタイは自動車用金型、 は業務用・オフィス向けのエアコンをそれぞ

れ中心に生産し、前者はタイ国内市場、他方後者は欧州市場向けもあるがアセアン諸国やイ

ンド等への輸出拠点といった違いが見られるものの、両社はタイを単なる安価な量産品や労

働集約品の供給基地と位置づけている訳ではない。メイワモールドタイはタイで作った金型

と日本製金型との間に品質・価格の面で違いの無いことを強調していたし、 では開発

拠点としての機能も備えていた。

このように、これまで見てきたいくつかの事例からはタイを量産品の生産基地と位置づけ

たうえで日本との生産分業関係を構築しようとする中小企業も存在するが、一方で膨らみ続

けるタイや他地域での内需獲得を目指して事業展開を進める中小企業も、そして大企業も、

見られることを明らかにした。いずれにしても、タイでの生産拠点構築を睨んだうえでダイ

ナミックともいえる企業活動を展開している。

このような世界戦略を加速化しているものとして注目されているのがアジアでの

ネットワークの構築である。 年 月には日タイ経済連携協定（ ）が発効した

し、 年には 関税段階的引き下げ計画（ ）が実質的に完成する。ま

た、タイとインド間での も 年 月からアーリーハーベストとしてすでに関税引き

下げが開始されている。生産基地・部品調達センター、研究開発拠点、地域統括本部のいず

れにあっても、 域内でのタイの位置はいっそう大きなものになると予想される。

ただ、最近になってタイ中部の工業団地周辺の投資計画の大半が公害問題への対応不足を

理由に中央行政裁判所により事業差し止めとなったことから、今後は環境問題にいっそう配

慮することが求められるようになるだろう ）。

いずれにしても、中小企業といえども、国際的な生産分業体制の構築にはますます戦略的

な発想と行動が不可欠なものとなる。

）中部ラヨン県のマプタプット工業団地周辺にはタイ国営石油 やサイアム・セメント など石油
プラントを中心とする投資計画が集中している。そして、この地区では工業廃水が沿岸部の漁業に悪影響
を与えるなどの公害問題が深刻化し、住民や市民団体がタイ中央行政裁判所に事業中止の訴訟を行った。

年 月、中央行政裁は全事業の凍結を認める判決を下した。タイ政府は直ちに異議の申し立てを行っ
たが、最高行政裁判所は同年 月 日に投資計画 件のうち 件について投資の再開を認めたものの、残
る 件については投資計画を差し止めとした。この差し止めのなかには日系大企業でも 社 件の計画が
含まれている（ 日本経済新聞 年 月 日および 日付けを参照）。
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