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はじめに 

 

近年メコン地域では、アジア開発銀行（ADB）や日本の支援により国境横断型の経済回廊

の整備が進められ、同地域の 3 国間を陸送する物流サービスの展開が始められています。 

 

ジェトロは日本・メコン地域諸国首脳会議の合意事項である「日メコン行動計画」に基づ

き、メコン地域における民間セクターの事業環境の整備を目的として、同地域の物流円滑化

に向けた取り組みを行っています。今回、タイ・ナコンパノム県－ラオス・カムアン県間の

メコン架橋である「第 3 メコン友好橋」が 2011 年 11 月 11 日に開通したことを受け、バンコ

ク-ハノイ間における同国境を利用した陸送ルートの現状を把握する調査を実施しました。実

際に貨物を積載したコンテナ・トラックをトライアル輸送することにより、現状の課題と商

用可能性を把握することを目的としました。あわせて、既に複数の日系物流業者がサービス

を開始している「東西経済回廊」を利用した輸送ルートと比較することにより、分析を深め

ることを目指しました。 

 

 本調査の内容が、タイやラオス、ベトナムでのビジネスに関心を持たれている日本企業の

皆様のみならず、メコン地域を横断的に捉えたビジネスを検討される皆様にとって参考とな

れば幸甚です。 

 

なお、本調査の実施に当たっては、日本ロジテム株式会社に調査を委託しました。 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

途上国貿易開発部 
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＜要約＞ 

2012 年 3 月 5 日～3 月 8 日にかけて、タイ・ナコンパノム県～ラオス・カムムアン県ターケー

ク間に開通した「第 3 メコン友好橋」を経由したルート（以下、新規ルート）におけるタイ・バ

ンコク－ベトナム・ハノイ間の 3 国間輸送調査を実施した。既存の第 2 メコン友好橋を経由した

輸送ルート（東西経済回廊：以下、既存ルート）と比較の上、所要時間・輸送費用・輸送品質お

よび通関事情等を明らかにし、現状の課題と今後の商用可能性を検証した。 

 

１．新規ルートの商用可能性 

今回の実走調査の結果、新規ルートは商用の段階までには至っていないと結論づけた。最大の

課題は、ラオス入国において制度上、既存ルートと同様のトランジット通関が認められていない

ことである。将来的にトランジット通関制度が導入されれば、距離短縮による所要時間と輸送コ

スト削減効果が見込まれるため、新規ルートの商用可能性が高まると考えられる。 

 

２．所要時間（リードタイム） 

リードタイムは新規ルートが 38 時間 32 分、既存ルートが 35 時間 54 分であった。 

既存ルートとの比較において、新規ルートは 146km の距離削減により実走行時間が 2 時間 50

分短縮したが、主にラオスおよびベトナムでの通関および積み替えに 4 時間 16 分が余計にかかっ

た。結果として全体で 1 時間 26 分の増加となった。（積荷条件の違いによって発生した積み替え

時間差 1 時間を差し引いた場合 26 分増加） 

 

※上記グラフは同一区間については同条件での走行と考え、異なる区間のみの差異を記述した。 

 

３．輸送費用（コスト） 

40 フィートコンテナ当たりの輸送費用について、新規ルートが既存ルートより 150 ドル割高と

いう結果となった。これは新規ルートでラオスでのトランジット通関が適用されていないことに

より通関コストが計上されるためである。また、別途品目による輸出入関税が徴収されるため、

さらにコストが膨らむことになる。 

 



 

2 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

４．輸送品質（クオリティ） 

 振動調査結果は新規・既存ルート共に概ね 5G※未満に収まっており、積載貨物への影響は限定

的であると考えられる。一方、新規ルートではベトナム国内の国道 8 号線、既存ルートではラオ

ス国内の国道 9 号線上において道路の陥没が散見されるが道路補修作業が追い付いていない状況

であった。 

 

※G=重力加速度。路面状況による振動の度合いを表したもの。詳しくは本文参照。 

 

５．課題と改善策 

新規・既存ルートのいずれも、ラオス・ベトナムでのハード、ソフトインフラの未整備が課題

となった。新規ルートではトランジット通関制度の適用や税関職員の人材育成、既存ルートとの

共通事項では、道路補修・街灯設置等のインフラ整備、国境通関におけるワンストップサービス

の促進、税関の開庁時間延長等による制度・運用面での整備等が課題として挙げられる。 

また、既存ルートにおける域内の陸上輸送は、海上輸送と比べると未だ低い利用状況であるが、

コスト面ではタイからの積荷が多くベトナムからの返り荷が少ないために依然として片荷での運

行が生じている点、リードタイム面では、バンコク～ハノイ間は実走行時間が 2 日に満たないも

のの全行程 3.5 日を要している点が要因となっている。各種の課題改善により更なるリードタイム

とコストの圧縮ができれば、陸上輸送の利用状況が高まってくることが予想される。 

 

対象国 影響 改善策

１．トランジット通関対象外 ラオス リードタイム トランジット制度導入


２．通過税の支払い ラオス コスト トランジット制度導入

３．税関施設の整備不足 ラオス リードタイム、クオリティ 物流インフラ整備

４．税関職員の対応力不足 ベトナム リードタイム、コスト 人材教育

１．通関手続の迅速化 ラオス、ベトナム リードタイム、コスト
国境でのワンストップ
サービス促進

２．開庁時間の制限 ラオス、ベトナム リードタイム、コスト 開庁時間延長

３．トラブル発生時のバックアップ施設不足 ラオス、ベトナム リードタイム、コスト、クオリティ 物流インフラ整備

４．道路、休憩施設等の物流インフラ不足 ラオス、ベトナム クオリティ 物流インフラ整備

課題

新規ルート

新規・既存ルート共有
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第１章 第 3メコン友好橋経由のルート調査概要 

 

１－１ 調査趣旨 

 近年、メコン地域では国際道路輸送網の整備とともに ASEAN 自由貿易協定（AFTA）に基づい

た域内関税撤廃等の制度改善が図られ、同地域内の流通障壁の低減が進んでいる。これにより進

出外資系企業の生産・消費拠点の変更や、同地域の好調な経済発展を背景とした物流量の増加が

誘発され、域内物流構造が変化していくものと考えられる。 

 2006 年 12 月に第 2 メコン友好橋（ラオス・サワナケット県～タイ・ムクダハン県）が日本の

支援により開通したことを受け、「東西経済回廊」を経由したタイ・バンコク～ベトナム・ハノイ

間の陸上 3国間輸送が実現し、日系物流業者も同ルートを利用した貨物輸送サービスを開始した。 

 さらにタイ政府の出資により「第 3 メコン友好橋」が 2009 年 9 月着工、2011 年 11 月に開通し

た。タイ・ナコンパノム県～ラオス・カムムアン県ターケークを結ぶ 1,423ｍの国際橋である。第

2 メコン友好橋の北約 110km に位置した同橋は、新たな地域横断型輸送ルートとして活用されて

いくものと見込まれる。 

今回の調査は、第 3 メコン友好橋を経由したバンコク発～ハノイ着ルート（以下「新規ルート」）

において、道路、施設および交通状況等のハードインフラと通関手続きなどのソフトインフラに

ついての実態を把握するものである。新規ルートのボトルネックと改善案を考察し、商用可能性

を明らかにすることを狙いとして、第 2 メコン友好橋を経由したルート（以下、「既存ルート」）

との比較を交えて報告する。 

 

１－２ 実走調査概要 

＜実走日時＞ 

2012 年 3 月 5 日（月）午前 6 時 15 分～2012 年 3 月 8 日（木）午後 4 時 57 分 

＜実走区間＞ 

タイ王国サムットプラカーン県、バンナー地区倉庫 ～ ベトナム社会主義共和国バクニン省内

陸コンテナデポ（ICD※１）ティエンソン倉庫 

（※１）内陸コンテナデポ（ICD；Inland Containers Depot）とは、内陸地に設けられた通関機

能と保税機能を併せ持つ物流基地である。ティエンソン倉庫はハノイ市から約 30km郊

外に立地するバクニン省ティエンソン工業団地内に所在。 

＜調査項目＞ 

実走時間、積み替え所要時間、通関所要時間、距離、平均時速、温度、湿度、交通状況等 

＜輸送条件＞ 

輸送車両    ：タイ登録 40 フィートコンテナトレーラー、ベトナム登録 40 フィートコンテ

ナトレーラーそれぞれ 1 台を使用。 

輸送プロセス  ：タイ・バンコクを出発後、実走ルート上の第 3 メコン友好橋税関指定区域に

て貨物を積替えてベトナム・ハノイまで輸送。 
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輸送貨物 ：建設用セメント 15 トン（300 袋）（※２） 

積み付け方式 ：50KGペーパーバッグの荷姿にてコンテナ前方より平坦にバラ積み。 

（※２）商用貨物でのトライアル輸送が理想であるが、第 3 メコン友好橋を利用したルートおけ

る通関の実態が不明瞭であったことから、一般消費材を輸送。 

＜調査ルートとチェックポイント＞ 

実走ルート上に A から Z まで、全 26 のチェックポイントを設定。 

タイ国内 ：バンコク市内→第 3 メコン友好橋（チェックポイント 11 箇所） 

ラオス国内 ：第 3 メコン友好橋税関指定区域→ナパオ国境（チェックポイント 5 箇所） 

ベトナム国内 ：チャーロー国境→ICDティエンソン倉庫（チェックポイント 10 箇所） 

 

図 1－2－1 
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図 1－2－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 3カ国に関連する運輸関連制度の概要 

 AFTA輸入関税撤廃の動き 

AFTA では共通効果特恵関税（CEPT） 協定を定めている。2010 年 1 月 1 日、AFTA に基づき、

原加盟国である 6 カ国（ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タ

イ）でほぼ全品目（99.11％）の関税が撤廃された。新加盟国である 4 カ国（カンボジア、ラオス、

ミャンマー、ベトナム）については、2010 年には域内平均関税率が 3%から 2.61%へ下がり、2015

年 1 月 1 日には原則としてすべての CEPT 適用品目の関税が撤廃される見込みである。 

2010 年 5 月 17 日に発効した ASEAN 物品貿易協定（ASEAN Trade in Goods Agreement、以

下 ATIGA）は、CEPT 協定を大幅に改定した協定である。ATIGA では各国の事情により、一般

の品目とは異なる取り扱いが認められたセンシティブ品目（SL）や高度センシティブ品目（HSL）

が設定されているが、SL、HSL 以外の品目については、2015 年に関税が撤廃される見通しとな

っている。 
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図 1－3－1 AFTA 進捗状況 

 

(出所) ジェトロ資料より作成 

 

 GMSプログラムと CBTA 

1992 年、メコン地域の統合と経済発展の促進を目的としたアジア開発銀行（ADB）のイニシア

ティブにより、大メコン圏（GMS）経済協力プログラムが発足した。2011 年に第 4 回 GMS会議

がミャンマー・ネピドーにて行われ、プログラム開始から 20 年のレビューを行うとともに、2012

～22 年の第 3 フェーズにおける、地域内の経済発展協力に向けた戦略と方向性が確認された。（図

1－3－4 参照）第 5 回 GMS 会議は 2014 年にタイで行われる予定である。 

運輸・交通部門は GMSプログラム開始当初より重要視されてきた。GMSプログラムにはプロ

ジェクトの裨益対象が 2 カ国以上である「ツー・プラス原則」があり、越境インフラの開発は優

先的事項とされてきた。インフラ整備が進むことで、国境におけるヒト・モノの移動が活性化、

貿易の円滑化や観光産業の成長などの経済効果が期待されるためである。その重点課題として東

西、南北、南部の３つの経済回廊を中心とした国際道路網の整備があげられる。（図 1－3－2 参照） 

2012 年以降の第 3 フェーズの枠組みにおいても、継続してインフラ整備に取組む必要性が述べ

られているが、ハードインフラ整備のみならず、交通・貿易に関わる手続きを簡素化するソフト

インフラの整備についても強調されている。ソフト面については、越境交通協定（CBTA）による

段階的な制度改善が進められている。CBTA は隣接する国境間（※３）において通関手続きを一

本化する「シングル・ストップ通関・検疫」や、積み替えを省略し相互乗り入れを認める「トラ

ック・パスポート制度」、通過国での手続きを簡素化する「トランジット通関（※４）」など、ヒ
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ト・モノの円滑な越境移動を促進する手段をまとめた協定である。1999 年にタイ・ベトナム・ラ

オスの 3 加国における締結を皮切りに、2003 年に GMS6 カ国全ての合意が達成、2007 年にすべ

ての協定書・付属文書が署名された。一方で、CBTA の運用に必要な隣接する各国における覚書

の批准が完了しておらず、完全な協定発効についてはしばらくの時間がかかることが予想される。

また、CBTA と GMS各国の国内法制度との乖離があるケースや、国内制度そのものが不十分であ

るケースもあり、多くの課題が残されているのも事実である。 

（※３）CBTA が適用される国境・ルートは議定書 1 にて規定されているほか（図 1-3-3 参照）、

別ルートにおいても当該国における覚書締結により適用が可能である。 

（※４）トランジット通関とは、経由国通過を目的とした場合に輸入関税の納付が免除される通

関方式。 CBTA 第 4 条には通過国における手続きの簡素化（書面・外観検査・貨物検査

のみ）が規定されている。細則は CBTA 付属文書 6 に規定。 

 

図 1－3－2 域内経済回廊マップ 

 

(出所)「ジェトロセンサー」2012 年 3 月号 
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図 1－3－3  CBTA 適用国境 

(出所)ADB 資料および 2007 年アジア経済研究所（IDE-JETRO）調査レポート「メコン地域開発研究

―動き出す国境経済圏―」より作成 

 

図 1－3－4 GMS戦略枠組み 2002‐2022 

 

 

（出所）ADB 資料より作成 

＜南北経済回廊＞ ＜東西経済回廊＞ ＜その他ルート＞
①昆明(CH)－バンコク(T) ①モーラミャイン(MYA)－ダナン(VN) 昆明(CH)－ラショー(MYA)

②ケントゥン(MYA)－バンコク(T) ＜南部経済回廊＞ ビエンチャン(LAO)－シアヌークビル(KH)

③昆明(CH)－ハイフォン(VN) ①バンコク(T)－ブンタウ(VN) ナトゥイ(LAO)－バンコク(T)

②バンコク(T)－ローク(KH) ビエンチャン(LAO)－ハティン(VN)

チャンパ―サック(LAO)－ウボンラチャタニ(T)
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図 1－3－5 越境交通協定の議定書・付属文書一覧 

 

（出所）2007 年 IDE-JETRO 調査レポート 

 

 

 2国間協定と国内法整備 

CBTA の締結と並行して、域内各国間における 2 国間の協定締結が進められており、ヒトやモ

ノの国境通過に関わる細則の取り決めが図られている。 

ラオス－ベトナム間の 2 国間協定を例に挙げると、2007 年 9 月 14 日付ハノイ合意、2009 年 3

月 13 日付ビエンチャン合意、2010 年 9 月 15 日付ハノイ合意（図 1-3-6）等が発効している。具

体的な改善効果としては、車両の車軸当たりの積載可能重量が 11 トンに統一されたことなどがあ

げられる。協定発効以前のラオスでは 9.1 トンであり、ベトナムから輸入貨物を積載したコンテナ

が重量超過となるため、積み替えや追加車両の手配等の輸送コスト増や国境トラブルの要因とな

っていた。なお、タイの積載可能重量も 11 トンであり、3 国間での共通規格化の一例としてもと

らえることができる。 

 

 

 

 

 

 

種類 文書名 署名年月日
2003年9月19日

議定書１ 回廊、ルート、出入口の指定 2004年4月30日
議定書２ トランジット輸送に関する料金 2005年7月5日
議定書３ 輸送サービスの頻度と友好範囲及び許可と割当の発行 2007年3月20日
付属文書１ 危険物の輸送 2004年12月16日
付属文書２ 国際輸送の車両の登録 2004年4月30日
付属文書３ 腐敗しやすいモノの運搬 2005年7月5日
付属文書４ 越境関連手続きの簡素化 2004年4月30日
付属文書５ 人の越境移動 2005年7月5日
付属文書６ トランジット輸送と内陸通関体制 2007年3月20日
付属文書７ 道路交通規則と標識 2004年4月30日
付属文書８ 自動車の一時的輸入 2007年3月20日
付属文書９ 越境輸送業務の為の複合輸送業者の為のライセンス基準 2004年12月16日
付属文書１０ 輸送条件 2005年7月5日
付属文書１１ 道路・橋梁設計と構造基準・詳細 2004年4月30日
付属文書１２ 越境とトランジットサービスおよび施設 2004年4月30日
付属文書１３A 複合輸送業者の責任体制 2004年4月30日
付属文書１３Ｂ 越境輸送業務の為の複合輸送業者の為のライセンス基準 2004年12月16日
付属文書１４ コンテナ通関体制 2007年3月20日
付属文書１５ 商品分類システム 2004年4月30日
付属文書１６ 運転免許基準 2004年12月16日

越境交通協定（CBTA)
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図 1－3－5 越境交通輸送車両への便宜供与の実現に関する協定 

 

（出所）2010 年 9 月 15 日付ベトナム－ラオス二国間議定書より作成  

章番号 内容 条文番号
第1章 車両の国判別記号の登録 1-6条
第2章 車両の要件 7-10条
第3章 車両の一時輸出入 11-14条
第4章 人間の越境要件 15-17条
第5章 運送人の要件 18-21条
第6章 越境旅客輸送 22-25条
第7章 越境貨物輸送 26-29条
第8章 国境地点と越境輸送に関する手続き及び費用 30-32条
第9章 違反に対する処理 33-34条
第10章 その他項目 35-42条
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第２章 調査結果 

２－１ 所要時間（リードタイム）、実走道路状況 

 実走結果概要 

新規ルートのバンコク－ハノイ間、並びに既存ルートのタイ・ムクダハン－ベトナム・ホンリン

について区間別に道路状況を報告する。 

 

図 2－1－1 新規ルートと既存ルートマップ 

  

図 2－1－2 実走データ 

 

※温度・湿度は各１０分間隔で最大値を計測。 

距離 1429 ㎞ 距離 1575 ㎞

総所要時間 38.5 h 総所要時間 35.9 h

実走行時間 31.1 h 実走行時間 32.8 h

通関時間 5.9 h 通関時間 2.6 h

積替時間 1.5 h 積替時間 0.5 h

平均時速 45.9 km/h 平均時速 48.1 km/h

温度 45.7 ℃ 温度 31.1 ℃

湿度 77 % 湿度 80 %

バンコク－ハノイ間 バンコク－ハノイ間

＜新規ルート＞ ＜既存ルート＞
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 道路状況概要 

タイにおいては道路、施設ともに整備状況は良好であり、交通ルールも比較的順守され、安定

した走行が可能であった。 

ラオス国道 12 号線はターケークからコンテナ車両が対面通行可能な道幅の片側 1 車線・直線道

路が続く。集落周辺を除くと制限速度 80 ㎞/h あり、舗装状況も良好。交通量も少なく安定走行が

可能であった。ナパオ国境手前 20 ㎞からは山間部を上る狭い曲がりくねった道路となり走行速度

が落ちる。沿線には街灯や修理工場などのバックアップ施設は殆ど見られなかった。 

 ベトナムに入ると国道 15 号線、いわゆるホーチミンルートは交通量が少なく、道路状況も良好

であるものの、国道 1 号線へ通じる国道 8 号線については、損傷が激しくルート上で最も道路状

況が悪かった。国道 1 号線上は交通量が多くバイクや車両の無謀な追い越しなど危険な交通状況

であった上、補修工事が至る所で行われており、走行は不安定であった。 

 平均速度はタイ 56.4 ㎞/h、ラオス 41.5 ㎞/h 、ベトナム 36.7 ㎞/h という結果であり、タイ国

内と比較すると、ラオス・ベトナムは大きく平均速度が落ちることが確認できる。各国の道路、

交通状況を反映した結果と考えられる。 

 

図 2－1－3 ＜区間別平均速度＞ 
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２－２ 新規ルート 区間別道路状況報告 

①区間別道路状況 A-D 

 

＜区間データ＞ 

 

＜道路状況＞ 

・3 月 5 日（月）6:15 にバンコク倉庫を出発。 

・バンコク市内近郊の高速道路は 3－4 車線と広くとられており、時速 100 ㎞/h 程度で走行する

乗用車も多く、交通インフラは大変良く整備されている 

・24 時間営業の給油施設が多くあり、その殆どにはコンビニが併設されている。 

・高速道路上の一番右側の車線が、U ターン用になっている箇所もあり、U ターン車両との接触

事故には注意する必要がある。U ターン専用の橋が整備されつつある。 

・バンコク市内を抜けると一部区間を除いて道路照明が少なくなる。 

・サラブリ（C 地点）付近では勾配が大きい区間もあり、登坂車線が用意されている。 

・ナコンラチャシマ手前にて、警察による速度取締有。 

 

＜A-D写真＞ 

 

 

距離 275 ㎞
実走時間 5.2 h
平均時速 53.2 km/h
温度 35.2 ℃
湿度 67 %

A-D間
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②区間別道路状況 D-G 

 

＜区間データ＞ 

 

＜道路状況＞ 

・ナコンラチャシマ以降、片側 2 車線となる。路面は概ね良好。 

・国道 207 号線に入ると片側 1 車線対面通行となる。対向車のはみ出し走行や家畜等の飛び出し

に注意が必要。 

・通行車両はトラック／ピックアップトラックが多数を占める。 

・給油施設は A-D 間に比べ少ないが、大半がコンビニ併設で 24 時間営業。 

・一部橋梁工事により迂回箇所有り。タイ国内で悪路と呼べる道はこの数百メートルの区間のみ。 

 

 

 

 

距離 260 ㎞
実走時間 4.4 h
平均時速 58.8 km/h
温度 38.6 ℃
湿度 57 %

D-G間



 

16 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

＜D-G 写真＞

 

 

 

③区間別道路状況 G-K 

 

＜区間データ＞ 

 

＜道路状況＞ 

・ロアンノックター（H地点）直前区間に一部道幅の狭い箇所有り。 

・ロアンノックター以降は片側 2 車線となる。交通量が少ない割に道幅が広く道路状況は良好。 

・途中第 2 メコン友好橋のムクダハン側入口を通過。新規ルートと既存ルートはここから分かれ

る。 

距離 226 ㎞
実走時間 3.9 h
平均時速 57.7 km/h
温度 38.6 ℃
湿度 54 %

G-K間
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＜G－K 写真＞ 

 

 

 

④国境状況 K－L 

 

＜タイ側 ナコンパノム国境＞ 

・タイ側の税関、イミグレーション共に手続きは迅速に終了。（所要 30 分） 

・友好橋は片側 1 車線の対面通行であり、40 フィート車両の通行料金は片道 350 バーツ（１バー

ツ＝約２．６円）。それぞれ、出国用道路に料金所が設置されている。 

＜ラオス側 ターケーク国境＞ 

・橋を渡り終えると、左側通行のタイから右側通行のラオスへ車線の左右切り替え用十字路有り。 

・未舗装ではあるが、広大なトラックヤード有り。 

・ヤードには屋根付きの積替スペース有り、雨風を避けて積み替え作業が可能。 
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・ヤードには税関建物があり、その内部には貨物積み替え業者、通関業者の事務所有り。 

・機械設備としては 4 トンフォークリフト 2 台と 20 トンクレーン 1 台が配備されていた。 

＜貨物状況＞ 

・タイ発ラオス向け貨物は建設機材、建設資材、燃料などを輸送する車両が多い。 

・積み替え作業を行っていたベトナム車両のドライバーにインタビューを行ったところ、ターケ

ークからベトナムへ抜けるには、国道 8 号線は利用せず、12 号線を利用する場合が多く、タイ

への往路は衣料品、復路は中国向けに農産物を輸送しているとのこと。 

 

＜K－L 写真＞ 
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⑤区間別道路状況 L－P 
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＜区間データ＞ 

 

＜道路状況＞ 

・路面はアスファルト舗装、路肩は砂利。舗装状態は良好。 

・中央線の無い対面道路が続く。速度規制は一部区間を除き 80km/h。 

・ナパオ国境手前約 20 ㎞まではほぼ平坦。その後勾配とカーブが厳しくなる。 

・立ち往生する故障車両もあり、道を塞がれる可能性があるだけでなく、輪留めとして使用して

いた石を置き去りにしていくなど、二次的な事故を誘発する可能性がある。 

・12 号線上に車両の修理施設は殆ど無く、車両トラブルの際には対応が困難。 

・ラオスのフルトレーラー車両及び、ベトナムのコンテナ車両の走行が多く、いずれも過積載が

横行している。一方、タイ車両は比較的少数である他、明らかな過積載車両は見られず。 

 

＜L－P 写真＞ 

 

 

距離 158 ㎞
実走時間 3.8 h
平均時速 42.1 km/h
温度 34.8 ℃
湿度 71 %

L-P間
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⑥国境状況 P 

 

＜ラオス側 ナパオ国境＞ 

・整備中のトラックヤードには建設資材が散在している。 

・物流設備はコンテナ積み替え用クレーンがあるのみ。 

・車両、貨物、人間の入出国手続場所が距離的に離れており、通過に時間を要する。 

・新税関建屋から 300mほどのところに現在使用されている国境税関建屋有り。 

・オランダ系物流企業、マレーシア系物流企業、ベトナム系物流企業の 40 フィートコンテナが通

関待ちをしていた。日系物流企業は確認されず。 

 

＜税関職員へのインタビュー結果＞ 

・新しい税関建屋を建設中であるが、完成の見通しは立っていないとのこと。すでに建設開始か

ら 3 年以上経過しているが、完成次第移転予定。 

・通過貨物としてはタイ発ベトナム、中国向けは果物などの農産物。一方、中国発ラオス、タイ

向けは家電製品や、雑貨、衣料品等が多いとのこと。 

・一日の通過車両台数：約 20 台～30 台程度。内ラオス向けの輸入は 1 割程度。 

・第 3 メコン友好橋開通後、通過貨物量は増加している。9 号線からの切り替えによる需要が多い

とのこと。 
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＜P 写真＞ 

 

 

 

⑦国境状況 Q 

 

＜ベトナム側 チャーロー国境＞ 

・ラオス側ナパオ税関と比較すると、ベトナム側チャーロー税関は整備されている。 

・国境地域には未舗装トラックヤードとコンテナヤード有り。 

・国境近くに地場物流業者のトラックヤード有り。出入口には果物の輸送に使用される通箱がま

とめて置かれていた他、タイ車両からベトナム車両への積み替えが行われていた。 

・地場物流業者のクレーン車がタイ車両からベトナム車両への保冷 40 フィートコンテナの積み替

え作業を行っていた。 

・12:20 分の到着であった為、税関員が昼休みに入り 13:30 まで開庁されず。 

・既存ルートでは一般的な手続方法である国内 ICD施設への保税転送※手続に関して、その概念・

知識を持っておらず、システム入力に長い時間を要した。 
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＜税関職員へのインタビュー結果＞ 

・タイ・ラオス発中国・ベトナム向け貨物は主に果物。この日は家畜の輸入を確認。車両数は 15-25

台／日とのこと。 

・中国・ベトナム発タイ向け貨物は主に衣料品、雑貨、化粧品や家電品。車両数は 30-35 台／日。 

※保税転送とは積地や揚地以外の保税地域で通関する場合に税関の承認を得て、外国貨物を保

税地域間で輸送すること。  

 

＜Q 写真＞ 
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⑧区間別道路状況 Q－S 

 

＜区間データ＞ 

 

＜道路状況＞ 

・中央線はほぼ消えているものの凸凹はほとんどなく、舗装状態は比較的良好。 

・国境周辺区間は下り勾配がきつい上沿道は切り立っていることから、特に雨季には落石や土砂

崩れの影響を受ける可能性が有る。 

・国境を挟んで約 50 ㎞の区間で 5 台の故障車両を見かける。いずれもベトナム車両であり、過積

載に加え急勾配区間であることが影響しているものと考えられる。 

・国境から 40km 離れた地点に最初の給油施設有り。 

・街灯が無いため夜間は歩行者、自転車、無灯火のバイク、牛車等との接触リスク有り。 

・造成中のチャーロー国境経済区有り。同経済区は広さ 537 平方 km を有し、非課税エリア、工

業団地、娯楽施設、観光施設等の開発計画がある。 

・警察ならびに、動植物検疫所での貨物チェック有り。 

・通行車両はほぼバイクのみ、他は少数の貨物車両、旅客車両。 

＜Q－S 写真＞ 

 

距離 135 ㎞
実走時間 3.5 h
平均時速 38.8 km/h
温度 39.2 ℃
湿度 65 %

Q-S間
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⑨区間別道路状況  S－V 

 

＜区間データ＞ 

 

＜道路状況＞ 

・アスファルト舗装、片側 1 車線の対面通行。 

・国道 8 号線に出ると交通量は若干増加するが、給油施設などのインフラは貧弱。 

・道路の痛みが激しく、舗装が意味をなしていない区間が多く見られ、スピード低下を余儀なく

された。新規ルート上最も劣悪な舗装状態。 

・道中は石や木材などを輸送するトラックやダンプなど、過積載車両の走行が目立つ。過積載車

両が道路の損傷拡大並びに走行スピード低下の要因となっている。 

 

 

 

 

距離 79 ㎞
実走時間 2.4 h
平均時速 32.9 km/h
温度 26.7 ℃
湿度 71 %

S-V間
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＜S－V 写真＞ 

 

 

⑩区間別道路状況 V－Y 

 

＜区間データ＞ 

 

＜道路状況＞ 

・国道 1 号線に出ると、交通量が飛躍的に増加する。内 8 割程度はバイクが占める。 

・引き続き過積載と見られる車両が多数走行している。 

・道路拡張工事が至る所で行われている一方で、損傷箇所の補修工事が行き届いておらず、舗装

状態は不良。 

・バイクや人力車が並走している状況で、無謀な追い越しなども日常化している様子。 

・国道 1 号線上は対面 1 車線、路肩 3m。 

・タインホア省－ハーナム省区間は道路拡張工事が行われている。一方、損傷箇所の補修工事が

行き届いておらず、舗装状態は不良。 

・対面 1 車線である為、追い越しの際に対向車や並走車との接触リスクが高い。 

距離 264 ㎞
実走時間 7.2 h
平均時速 36.6 km/h
温度 22.4 ℃
湿度 76 %

V-Y間
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・ハーナム省フーリー（7 ページ図 1-2-1 における X～Y 区間のおよそ中間地点）以降、道路状態

が改善。片側 2 車線、路肩 3mとなる。 

・給油施設、休憩施設は多いが、規模の大きな施設は少ない。 

 

＜V－Y 写真＞ 

 

 

 

⑪区間別道路状況  Y－Z 

 

＜区間データ＞ 

 

距離 28 ㎞
実走時間 0.7 h
平均時速 43.1 km/h
温度 21.3 ℃
湿度 76 %

Y-Z間
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＜道路状況＞ 

・片側 2 車線、路肩 3mのアスファルト舗装で、舗装状態は良好。 

・平均時速はベトナム国内での最高値を記録。 

・ハノイ市に入るファップヴァン以降は交通マナーが改善されており、道路の整備状態も良好。 

・３月８日（木）午後５時に最終目的地であるバクニン省 ICDティエンソン倉庫へ到着。 

 

＜Y－Z 写真＞ 
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２－３ 既存ルート 区間別道路状況報告 

①  タイ・ムクダハン－ラオス・デンサワン間（248 ㎞） 

 

＜道路状況＞ 

・第 2 メコン友好橋周辺には保税倉庫並びにコンテナ積み替え施設有り。 

・国道 9 号線は終始平坦が続き、サワナケットよりセノー迄、約 20 ㎞の区間については路面良好。

以降、デンサワンまでは断続的に路面の損傷が激しい箇所が有り、運行スピードが低下。 

・セノー、フィン間に日ラオス友好パーキング施設有り。 

・通行する輸送車両はコンテナやフルトレーラーが主。 

 

＜ムクダハン－デンサワン間写真＞ 
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②ベトナム・ラオバオ－ドンホイ間（173 ㎞） 

 

＜道路状況＞ 

・税関ではラオスより石材、木材を積載した車両が入国待ちをしていた。 

・ラオバオ国境には大規模な免税店がオープンしていたが、客足は非常に少ないのが現状。 

店員によると、週末には観光客が多く訪れるとのこと。 

・道路状況は対面通行で舗装も良好。緩やかな下りとなっている。 

・一箇所、車両総重量が 18 トン規制の橋梁有り。新規・既存ルートを含めて 30 トン制限が一般

的であり、例外的な箇所となっている。 

 

＜ラオバオ（デンサワン）－ドンホイ間写真＞ 
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③ドンホイ－ホンリン間（174 ㎞） 

 

＜道路状況＞ 

・ドンハーから国道 1 号線に入ると交通量が増加、人、自転車、バイク、荷車、家畜等が同じ道

路に混在しており、接触の可能性が高い。 

・国道 1 号線上は料金所が多い。ドンハーからホンリンを越え、ハノイにいたるまでに 10 箇所存

在する。 

・都市部を迂回するバイパス整備が進められており、輸送環境は改善されている。 

 

＜ドンホイ－ホンリン間写真＞ 
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第３章 既存ルートとの比較における考察 

 

３－１ 調査結果の比較 

 比較ルート 

既存ルートと新規ルートにおいて異なる区間である、タイ・ムクダハン－ベトナム・ホンリン間

の走行ルートを比較対象とし、以下の検証を行った。 

 

図 3－1－1 ムクダハン‐ホンリン間経由地比較図 

 

 

 リードタイム比較 

走行時間では新規ルートの方が 2 時間 50 分短く、146km の距離短縮によるリードタイム圧縮

効果が認められた。平均速度については、新規ルートが 40.7km/h であったのに対して、既存ルー

トは 42.7km/h となった。新規ルートの国境周辺区間の勾配が大きかったことと、ベトナム・フォ

ーチャウ－ホンリン間の悪路による速度低下が影響していると考えられる。 

しかしながら、通関および積み替えに要する時間ではラオス、ベトナムでの手続きに時間がか

かり、新規ルートのほうが 4 時間 16 分長くかかる結果となった。 

上記を差し引きした全工程のリードタイムとしては、新規ルートが全体で 1 時間 26 分の増加と

いう結果となった（積荷条件の違いが影響した積み替え時間差 1 時間を差し引いた場合 26 分の増

加）。詳しくは後述するが、新規ルートでは実走行時間の圧縮効果を打ち消してしまうソフト面の

課題があることが浮き彫りとなった。 

実走行、積替、通関所要時間の積算グラフは図 3－1－2 に示す通り。 
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図 3－1－2 リードタイム比較 

 

 

図 3－1－3 区間別平均速度比較 

＜ムクダハン－ホンリン間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通関手続き比較 

既存ルートではトランジット通関申請（申告コード：82 TS）が可能であり、1 枚の申告書によ

り入国から出国までの手続きが行われる。 

一方、新規ルートについてはトランジット通関申請の適用対象外となっており、通関申請には 3

枚の申告書（申告コード①45A IM, ② 81 IM, ③ 16 EX）が必要な他、税関と輸入者の間で、

輸入・再輸出に関する覚書を交わす方法がとられている。税関関係者によると、これは第 3 メコ
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ン友好橋ができる以前から定着している方法であるという。形式上一旦輸入手続を行い、所定の

税金を納めて再輸出することにより、トランジット通関と同様の結果を得るものとなっている。

また、新規ルートでは通常課税されるべき輸入関税の 20％に当たる金額を納付する必要があるが、

再輸出後も還付は受けられないため、実質的には通過税と同様であると考えられる。 

 

図 3－1－4 通関手続き比較イメージ 

 

 

図 3－1－5 通関書類比較 
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 クオリティ比較 

新規ルート及び既存ルートにおいて、同条件における振動調査を実施。タイ国内においては道

路状況が良好であったことから、比較的道路条件の悪かったラオス及びベトナム両国の振動調査

データを比較する。 

 

＜比較対象区間＞ 

１） 新規ルート 第３メコン友好橋から ICD ティエンソンまで 

２） 既存ルート 第２メコン友好橋から ICD ティエンソンまで 

＜輸送条件＞ 

使用車両 ：ISUZU FTR(最大積載重量 7,000KG) 

積載貨物重量 ：75KG（※４） 

使用機器 ：スリック社輸送振動計 G-MEN DR10α 

機器設置状況 ：荷台後部床にボルト締めにより固定 

機器設定 ：計測単位  G（重力加速度）（※５） 

サンプリング周期  0.0312 秒、記録間隔  5 分 

記録される最小限の振動値  1.4G（※６） 

 

（※４）積荷 75KG は空荷に近い状態である。サスペンションの振動軽減効果が限定され、路面

の振動がダイレクトに荷台へ伝わり易い条件であったことに留意。 

（※５）路面状況による振動の度合いを表したもの。株式会社日通総合研究所の調査レポートに

よる日本における参考値としては、整備された道路でおよそ 1.5Ｇ未満、未舗装の道路で

2.5G 未満、荷役作業においては 2.5～5G 未満。また、日本包装技術協会の資料によると、

15～25G に耐えられない貨物を「極度に壊れやすい製品」と規定している。 

（※６）1.4G以上の衝撃を検出した場合はその都度記録、検出がなかった場合は 1 回の記録間隔

（５分間）で計測した衝撃の最大値を記録する。 
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図 3－1－6 振動調査データ 

＜新規ルート＞ 

 

 

＜既存ルート＞ 
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＜クオリティ比較結果＞ 

既存ルートについては、ラオス国内の国道 9 号線並びにベトナム国内の国道 1 号線の舗装条件

の悪さが目立った。数値データはラオス国内にて 5.8G の最大値を記録。ラオス国内では断続的に

損傷が発生しており年々道路状況は悪化している。ドライバーには丁寧な加減速コントロールが

要求される。 

一方、新規ルートについては、ラオス国内の国道 12 号線の路面状態は良いものの、ベトナム国

内の国道 8 号線、国道 1 号線が劣悪な道路状況であり、走行スピードが低下した。また、振動デ

ータについてはニンビン省の国道 1 号線上、道路拡張工事区間にて 11G の最大値を記録。ただ、

同地点は新規・既存ルートの重複調査区間である為、ルートの優劣には影響を与えなかった。 

全体としては新規・既存ルート共に概ね 5G 未満に収まっており、積載貨物への影響は限定的で

あると考えられる。また、実際の輸送貨物はパレットや輸送梱包で保護されている他、振動軽減

については制振パレットや緩衝材の採用を行うなど、輸送梱包を検討することにより更なる振動

軽減が可能であると考えられる。 

また、振動以外の貨物への影響要因としては温湿度の面があがられる。温度がラオスにて 45.7℃、

湿度がベトナムにて 77％の最大値を記録した。同地域は高温多湿となる為、製品の錆や段ボール

の潰れなどが発生する可能性があり、高湿度による段ボールの強度低下等を見込んだ梱包を行う

必要性がある。 

 

 コスト比較 

走行距離が 146km 短縮（タイ：+116km、ラオス：△79km、ベトナム：△183km）されるほ

か、燃費効率の悪いベトナム国道 1 号線の走行距離短縮の効果が大きく、新規ルートでの輸送コ

スト削減が見込まれる。 

通関費用についてはトランジット通関制度が適用されず、通関業務の煩雑な新規ルートが割高

となる。加えて通常関税の 20％が実質的には通行税として徴収される点から、高額品を輸送する

場合は特に考慮が必要である。上記の通関手続き比較についても参考のほど。 

尚、今回の費用算出は片荷（バンコク発・ハノイ着）条件である。 
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図 3－1－7 輸送・通関費用比較 

 

＜費用構成比＞※新規ルートの場合は別途輸送品目ごとの通過税が加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(通貨単位：USD)

項　　目 新規ルート 既存ルート

走行距離(㎞） 1,429 1,575

運送料金 3,300 3,350

積み替え費用 200 200

通関料金（輸出・輸入・保税輸送） 850 650

その他一般管理費等 250 250

通過税 有り 無し

合計 4,600＋通過税 4,450
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３－２ 新規ルートにおける商用上の課題 

既存ルートとの比較において、新規ルートの最大の課題はラオスでのトランジット通関が認め

られていないことである。現状の通関方式では距離短縮によるリードタイムと輸送コスト圧縮の

効果が発揮されず、新規ルートの商用可能性は低い。 

新規・既存ルートに共通する、域内の陸上輸送共通の課題も多い。リードタイムの面では、既

存ルートのバンコク～ハノイ間 1,575km の走行時間は 40 時間ほどであるが、およそ 3.5 日を要

している。税関の開庁時間制限、走行速度・貨物の積み替え行程等から、ラオスを 1 日以内に通

過することが困難な状況であることが主な要因だが、ラオス登録の車両を使用することで積替え

を行わずに 1 日以内で通過しようとする日系物流事業者の動きもある。また、タイとベトナムの

産業集積の差により片荷で運行せざるを得ない状況が、海上輸送と比べたコスト高をもたらして

いる。結果として、複数の日系物流会社が 2007 年から既存ルートでの物流サービスに取り組んで

いるものの、未だ域内物流において大きな存在感を示すまでには至っていない。 

今後、税関開庁時間の延長、通関におけるワンストップサービスの実施、夜間走行可能な物流

インフラの整備等により、更なるリードタイムとコスト圧縮が可能となれば、陸上輸送の存在感

は増すことが期待される。 

 

図 3－2－1 課題と改善策 

 

図 3－2－2 リードタイム短縮が及ぼす効果イメージ 

 

対象国 影響 改善策

１．トランジット通関対象外 ラオス リードタイム トランジット制度導入


２．通過税の支払い ラオス コスト トランジット制度導入

３．税関施設の整備不足 ラオス リードタイム、クオリティ 物流インフラ整備

４．税関職員の対応力不足 ベトナム リードタイム、コスト 人材教育

１．通関手続の迅速化 ラオス、ベトナム リードタイム、コスト
国境でのワンストップ
サービス促進

２．開庁時間の制限 ラオス、ベトナム リードタイム、コスト 開庁時間延長

３．トラブル発生時のバックアップ施設不足 ラオス、ベトナム リードタイム、コスト、クオリティ 物流インフラ整備

４．道路、休憩施設等の物流インフラ不足 ラオス、ベトナム クオリティ 物流インフラ整備

課題

新規ルート

新規・既存ルート共有
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３－３ 第 3メコン友好橋建設の意義と域内物流網の今後 

現在、多くの貨物がラオスを通過しタイと中国・ベトナムを往来している。第 3 メコン友好橋

は総工費 17.6 億バーツをかけてタイの援助により建設、2011 年 11 月 11 日に竣工したものであ

るが、背景にはタイが中国・ベトナムとの貿易の拡大を見込んでいるものと考えられる。同橋開

通に伴い、既存の第 2 メコン友好橋と合わせてタイとベトナム中部を繋ぐ大動脈は 2 本になった

が、タイと中国・ベトナムの架け橋として各々の役割分担が進むことも予想される。 

今後、国道 9 号線を通る既存ルートは外洋を持たないラオスがベトナム中部のダナン港・ブン

アン港を利用した貿易ルートとして引き続き活用されると考えられる他、ベトナム中部のダナン

が将来的に更なる工業化、都市化した場合のタイ、ミャンマーとの輸送ルートとして期待される。

また、ミャンマー国内道路が整備されればベトナム、ラオス、タイ、ミャンマー4 カ国を跨いだ貿

易ルートとして存在価値が高まるであろう。 

現状では、輸送物量の多いタイ、ベトナム、中国はそれぞれ沿岸に面していることから、域内

物流の多くは海上輸送が担っている。域内では鉄道整備が遅れていることや、メコン川を利用し

た船舶輸送は乾季には水位の低下により利用出来なくなるリスクがあることから、輸送リードタ

イム短縮の可能性を考慮すると、将来的には陸上輸送がさらに拡大することが予想される。 

タイから中国にかける南北経済回廊（バンコク−昆明区間）においては、タイ・ラオス国境に第

4 メコン友好橋が建設中である。中国とタイがラオスを支援するプロジェクトであり、2010 年末

より建設が開始、計画の 13%が完了している （2011 年 3 月 23 日付ラオス・パクサン紙）。同橋

の完成によって、日系企業が多く進出するタイから中国内陸部に向けたビジネスモデル、あるい

は中国内陸部を生産拠点とし、タイ市場へ流通するビジネスモデルの構築が予見される。 
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■＜参考資料＞別ルート比較 

今回はターケーク～ハノイ間をラオス国道 12 号線、国道 8 号線、ベトナム国道 1 号線を実走し

たが、別ルートでの輸送も考えられるため、道路状況につき参考調査を行った。 

調査区間はラオス・ターケークから国道 13 号線を北上、国道 8 号線を経由してベトナムへ入国

し、国道 15 号線を北上・国道 21 号線を経由してハノイへ至るルートである（図 4－1－1 参照）。 

ラオスを南北に縦断する幹線道路である国道 13 号線を 90km北上し、ハノイ～ビエンチャンを

結ぶ主要道路である国道 8 号線へ入る。ターケークを起点とした場合 12 号線とほぼ同じ距離であ

るが、２つの峠を越えなくてはならずアップダウンと急カーブが連続しており、国道 12 号線に比

べ大型車両の通行が難しい。ベトナム国道 15 号線は、国道 1 号線に比べ距離は長いが、物量が少

ないため路面の劣化が見られず、安定した走行が可能である。 

ラオス・ターケークを起点としたベトナム・フォーチャウまでの区間と、フォーチャウを起点

とした ICD ティエンソンまでの区間について以下比較する。 

 

図 4－1－1 参考調査ルート
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図 4－1－2 ターケーク－フォーチャウ区間 

 国道 13 号→8 号線 国道 12 号線（実走ルート） 

国境 ベトナム：カウチェオ 

ラオス：ナムパオ 

ベトナム：チャーロー 

ラオス：ナパオ 

距離 270km 294km 

道路状況 13 号線は舗装状態良。終始平坦。

8 号線の舗装状態は良好である

が橋梁部は交互通行、山間部の

ためアップダウン、急カーブが

多い。道路照明なし。 

交通量は 12 号線より若干多い。 

舗装状態良。ベトナム国境より 20

ｋｍを除き平坦、村落部を除くと 80

ｋｍ走行区間多し。道路照明なし。 

走行コスト 

 

8 号線の道路状況を考えると 12

号線より燃費効率が悪いと考え

られる。 

 

物流品質 12 号線に比べ事故リスク、故障

リスクが高い 

 

バックアップ施設 修理工場等は殆どなし、休憩施

設も少ない 

修理工場等は殆どなし、休憩施設も

少ない 

 

＜国道 8 号線、国道 13 号線写真＞ 

 

図 4－1－3 フォーチャウ－ICDティエンソン区間 



 

43 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 国道 15 号線 国道 1 号線（実走ルート） 

距離 394km 371km 

道路状況 舗装状態良、殆ど平坦であり、

市街地も少ないため、走行上の

障害が少ない。 

1 号線に比べ極端に交通量が少

ない。 

特にニンビン以北は拡張工事、市街

地も多くスピードがだせない。 

バイク等を含め交通量も多く、無謀

な追い越し車両も多々見られ、急ブ

レーキをかける場面が多々あり、事

故リスクが高い。 

走行コスト 

 

 

一定の速度で安定走行可能なた

め燃料コストが抑えられる。 

通行料の徴収なし。 

走行が不安定なため燃費悪化。 

物流品質 比較的安定走行ができ、事故リ

スクも少ないため安定。故障時

等のバックアップ遅れにより遅

延の発生する可能性有 

道路・交通状況により 15 号線より

劣る。 

バックアップ施設 修理工場等は少ない、また休憩

施設等も少ない。 

修理工場等は至る所にあり、休憩施

設等も充実。 

 

＜国道 15 号線、国道 21 号線写真＞ 

 

＜ルート提案＞ 

今回の実走テストでは、既存ルートの輸送道路であるベトナム国道 1 号線を実走したが、 

現状の国道 1 号線の道路状況を勘案すると国道 15 号線、国道 21 号線を利用することにより、リ

ードタイム、コスト削減並びに品質の向上が期待できるため、それを提案ルートとし、図 4－1－

5 の通り項目を設定し採点比較を行った。 

将来的に、第 3 メコン友好橋経由でもトランジット通関手続きが可能となった際には、提案ル

ートの利用価値は高いと考えられる。 

 

図 4－1－4 提案ルート経路 



 

44 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 

図 4－1－5 提案ルート採点比較 

 

 

＜調査実施に当たる関係機関＞ 

実走ルート
（国道12号線－国道15号線
－国道8号線－国道1号線）

提案ルート
（国道12号線－国道15号線

－国道21号線）

走行距離 × ○ △ 走行距離単純比較

リードタイム △ △ △
タイ／ラオス国境、ラオス／ベトナム国境の
同日通過がどのルートも確実ではない為、
同評価

コスト
（燃料代、通行料）

× △ ○ 燃料代、通行料比較

通関手続 ○ × × トランジット通関の可否

道路条件
（道幅・車線・起伏・カーブ等）

○ △ △ 大型車の走行に適しているかどうか

舗装品質 × △ ○ 舗装状態が悪い区間の走行距離

交通事故リスク × △ ○
国道1号線を走行する距離
（ベトナム国内、国道1号線の危険度が高
い）

インフラ施設
（給油所・トラブル対処施設等）

○ △ × 既存ルートとして需要がある

携帯電話通信状況 ○ △ △
ラオス国内の一部地域にて電波の受
信不可

合計点数 9 9 10 （○2点、△1点、×0点として算出）

比較項目
既存ルート

（国道9号線－国道1号線）

新規ルート

評価基準
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タイ王国税関 

タイ王国運輸省 

ラオス人民民主共和国税関 

ベトナム社会主義共和国税関 

ベトナム社会主義共和国交通運輸省 

LOGITEM VIETNAM HOLDING & INVESTMENT COMPANY LIMITED. 

LOGITEM (THAILAND)CO.,LTD. 

LOGITEM VIETNAM CORP.NO.2 

LOGITEM LAOS GLKP CO.,LTD. 

L＆K TRADING CO.,LTD. 

 

 

 


