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                                                                  小島正憲 

１．フン・セン首相に罰金、ノーヘルでバイクに 

６／２４、カンボジア南西部ココン州の州警察は、フン・セン首相に対し、道路交通法違反で１万 5,000 リエル（約 385 

円）の罰金を科したことを明らかにした。同首相は、ヘルメットを装着せずにモーターバイクの後ろに乗った写真を交流

サイト（ＳＮＳ）フェイスブックのページ上で公開。この投稿を閲覧した利用者から「道路交通法を首相が守っていない」な

どの意見があった。州警察は首都プノンペンでの支払いを命じている。バイクの運転手にも同様の罰金を科した。フン・

セン首相は、自身のフェイスブックページを更新し、罰金が科されたことを認めた。運転手の罰金も支払う方針を示して 

いる。 

 

２．台湾人を中国に強制送還へ、カンボジア 

６／２０、カンボジアの警察当局者は、詐欺事件などに関与した疑いで逮捕した台湾人 21 人を、今週中にも中国に

強制送還する方針を明らかにした。海外で摘発された台湾人をめぐっては、ケニアやマレーシアが、詐欺事件に関わ

った疑いのある台湾人を中国に強制送還しており、台湾がケニアなどに抗議。今回のカンボジアの措置にも台湾の反

発が予想される。 

 

３．１～４月の中国人観光客数、１３％増 

カンボジア観光省は、１～４月にカンボジアを訪れた中国人観光客数が前年同期比１３％増の２７万５０００人だったと

明らかにした。中国人観光客は、同期に来訪した外国人観光客全体の１６％を占める。一方、最多のベトナムからは３％

減の３０万６０００人に落ち込んだ。中国人観光客の大幅増加の理由として、同省幹部は両国関係の緊密化や直行路線

の拡充などを挙げた。カンボジア政府は中国人観光客を２０２０年までに年間２００万人とする目標を掲げている。 

 

４．児童労働者4 3 万人、近隣国で高い水準 

貧困問題に取り組む非政府組織（ＮＧＯ）、ワールド・ビジョン・カンボジアによると、カンボジア国内の児童労働者数

は 42 万 9,380 人だった。対人口比では近隣諸国に比べて高い水準にあるという。児童労働の内訳を見ると、農業・林

業・漁業が全体の 50.4％を占めた。以下、工場のライン作業が 19.0％、販売・修理が 14.7％、飲食・ホテル業が 5.1％、

輸送業が 3.0％などと続いた。児童労働者のうち、23 万6,498 人が危険な労働環境下にあると分類されている。危険な

労働に従事している人数を州別に見ると、カンポンチャム州が４万 1,596 人で最も多く、バッタンバン州が２万 6,104 人

と続いた。 

 

５．土地利用権の保有企業、６ 割近くが住民と対立 

カンボジア政府が民間企業に土地の利用を認める「経済的土地営業権（ＥＬＣ）」をめぐり、国内各地で住民の反発が

強まっている。非政府組織（ＮＧＯ）のフォーラム・カンボジアによると、ＥＬＣを保持する企業の６割近くが、住民との対立

など何らかの問題に直面したようだ。ＥＬＣは、政府が企業などの投資家に対して土地の利用を認める権利で、1995 年

から 2011 年までの 16 年間で 267 社がＥＬＣを取得した。認可された面積は 153 万2,783 ヘクタールに達している。   

内訳は、東部クラチエ州が 27 万 7,660 ヘクタール（認可企業は 54 社）、東北部モンドルキリ州が 17 万 7,745 ヘク

タール（同 28 社）、中部コンポントム州が 10 万 1,108 ヘクタール（同 28 社）。認可地域の用途は、ゴム農園（162 社）

やキャッサバ農園（32 社）、アカシアの植林（27 社）など農業が中心だ。フォーラムによると、このうち地域住民との対立

などが報告された企業は全体の 59％に相当する 158 社で、何らかの影響を受けた世帯は約３万 5,000 世帯。問題を

指摘された企業のうち 42 社はすでに問題を解決し、50 社も年内に部分的な解決にこぎ着ける見通しだが、フォーラム

は「北部や北東部を中心に先住民の権利などを無視してＥＬＣを付与したケースも多い」と指摘。地域住民の生活水準

の向上や貧困解消を目的とした対策を講じるよう政府に要請した。政府はフォーラムの報告書を評価するとともに、ＥＬ

Ｃの実態調査をさらに進めていく方針を打ち出している。昨年には 17 州でＥＬＣを保有する 162 社の現状を検分し、う

ち 78 社に対して認可面積の縮小などを決定した。 

 

６．衣料グローバルのスト、仲裁裁判所が協議中止 

衣料品製造を手掛けるマレーシアのグローバル・アパレルのカンボジア工場で発生している労働者デモについて、

仲裁裁判所は先週で解決協議を中止したことを明らかにした。同社が首都プノンペンに構える工場では、10 月の工場 

閉鎖を理由に事業主が６月初めに従業員約 600 人の契約を解除。今月には期間雇用の 1,200 人の契約も切れる見通



しだ。事業主の一方的な契約解除通知に反発した従業員らが、６月初めからデモを続けている。仲裁裁判所はデモの

中止が命じられていたにもかかわらず、労働者が聞き入れなかったことを解決協議の中止の理由にしている。これに対

し、労働者運動集団連盟（ＣＵＭＷ）の関係者は「仲裁裁判所の対応に驚きはない。誰も労働者に関心がないのだ」と

語気を強めた。グローバル・アパレルの関係者は、「契約が解除されれば、しかるべき手順で給与は支払う」と述べた。 

労働者人権グループ「セントラル」のコンサルタントは、仲裁裁判所の決定は通例に沿っていると説明。仲裁手続き中に

デモを継続するべきではないとの見解を示した。 

 

７．韓国からの資金援助、累計額は 4 . 8 億ドル 

 カンボジア開発評議会（ＣＤＣ）によると、韓国による政府開発援助（ＯＤＡ）の累計額が2015 年までで４億7,900 万米

ドル（約 490 億円）だった。15 年単年では、支援額は 5,600 万米ドルだった。内訳は 3,100 万米ドルが無償資金援助、

2,500 万米ドルが有償資金援助だった。これらの資金は保健、人材開発、交通インフラとエネルギー、農業・農村開発

の重点４分野を中心に振り向けられている。16 年は韓国からの援助額が 7,800 万米ドルに増える見通し。韓国国際協

力団（ＫＯＩＣＡ）が 2,300 万米ドルを無償で援助する計画などが含まれている。ＣＤＣは、韓国などからの支援により、カ

ンボジアが「低所得国」から「低中所得国」になったとの見解を示している。 

 

８．最近の日本食レストランなどの進出・撤退状況 

 

  
→2015年6月時点で

閉店 
  →新規オープン    →新規オープン    →新規オープン 

      店名 →閉店  店名 →閉店 

2015年１月  2015年６月  2016年1月  2016年5月 

レストラン名 種類  レストラン名 種類  レストラン名 種類  レストラン名 種類 

五木ラーメン ラーメン  味千ラーメン ラーメン  味千ラーメン ラーメン  味千ラーメン ラーメン 

威風堂  々 ラーメン  五木ラーメン ラーメン  五木ラーメン ラーメン  五木ラーメン ラーメン 

がち ラーメン  威風堂  々 ラーメン  威風堂  々 ラーメン  餃子一番星 ラーメン 

山亭 ラーメン  餃子一番星 ラーメン  餃子一番星 ラーメン  シャングリラ ラーメン 

シャングリラ ラーメン  シャングリラ ラーメン  シャングリラ ラーメン  秀ちゃんラーメン ラーメン 

秀ちゃんラーメン ラーメン  秀ちゃんラーメン ラーメン  秀ちゃんラーメン ラーメン  別館拉麺 ラーメン 

別館拉麺 ラーメン  別館拉麺 ラーメン  別館拉麺 ラーメン  翁さん ラーメン 

翁さん ラーメン  翁さん ラーメン  翁さん ラーメン  グリーンボウル うどん 

ラーメンキオスク ラーメン  ラーメンキオスク ラーメン  ラーメンキオスク ラーメン  だんらん うどん 

伊予製麺 うどん  伊予製麺 うどん  伊予製麺 うどん  MORIITA うどん 

グリーンボウル うどん  グリーンボウル うどん  グリーンボウル うどん  丸亀製麺 うどん 

イチバン 日本食  だんらん うどん  だんらん うどん  角 蕎麦 

縁 日本食  角 蕎麦  角 蕎麦  縁 日本食 

おいしい 日本食  縁 日本食  縁 日本食  おいしい 日本食 

オリガミ 日本食  おいしい 日本食  おいしい 日本食  オリガミ 日本食 

カンジ 日本食  オリガミ 日本食  オリガミ 日本食  カンジ 日本食 

くしくし 日本食  カンジ 日本食  カンジ 日本食  幸和 日本食 

幸和 日本食  くしくし 日本食  くしくし 日本食  元気屋 日本食 

櫻亭 日本食  幸和 日本食  幸和 日本食  時代屋 日本食 

時代屋 日本食  元気屋 日本食  元気屋 日本食  承太郎 日本食 

承太郎 日本食  時代屋 日本食  時代屋 日本食  真家 日本食 

真家 日本食  承太郎 日本食  承太郎 日本食  すずめ 日本食 

すずめ 日本食  真家 日本食  真家 日本食  スプリングベール 日本食 

スプリングベール 日本食  すずめ 日本食  すずめ 日本食  空夢 日本食 

空夢 日本食  スプリングベール 日本食  スプリングベール 日本食  Dashi 日本食 

宝箱 日本食  空夢 日本食  空夢 日本食  和 日本食 



Dashi 日本食  Dashi 日本食  Dashi 日本食  禄 日本食 

和 日本食  和 日本食  和 日本食  ニュー東京 日本食 

ニッキージャパン 日本食  ニッキージャパン 日本食  ニッキージャパン 日本食  忍者 日本食 

禄 日本食  禄 日本食  禄 日本食  Hachi 日本食 

ニュー東京 日本食  ニュー東京 日本食  ニュー東京 日本食  比摩人 日本食 

忍者 日本食  忍者 日本食  忍者 日本食  ほっと屋 日本食 

Hachi 日本食  Hachi 日本食  Hachi 日本食  ひものや 日本食 

ハナミ 日本食ビュフェ  ハナミ 日本食ビュフェ  ハナミ 日本食ビュフェ  はかた食堂 にゃむ 日本食 

ビュッフェ仁 日本食ビュフェ  比摩人 日本食  比摩人 日本食  Yuzu 日本食ビュッフェ 

比摩人 日本食  ほっと屋 日本食  ほっと屋 日本食  レストラン東京 日本食 

東山 日本食  ひものや 日本食  ひものや 日本食  和民 日本食 

ほっと屋 日本食  はかた食堂 にゃむ 日本食  はかた食堂 にゃむ 日本食  形無 日本食 

ルーツ 日本食  Yuzu 日本食ビュッフェ  Yuzu 日本食ビュッフェ  Reiko 日本食 

はかた食堂 にゃむ 日本食  レストラン東京 日本食  レストラン東京 日本食  Waya 日本食 

Yuzu 日本食ビュッフェ  和民 日本食  和民 日本食  クラウンチキン 日本食 

レストラン東京 日本食  浦江亭 焼肉  浦江亭 焼肉  はちきん 日本食 

和民 日本食  牛楽 焼肉  牛楽 焼肉  浦江亭 焼肉 

カンジ 日本食  仁 焼肉  仁 焼肉  牛楽 焼肉 

浦江亭 焼肉  炭火横丁 焼肉  炭火横丁 焼肉  仁 焼肉 

仁 焼肉  とんがらし 焼肉  とんがらし 焼肉  炭火横丁 焼肉 

炭火横丁 焼肉  ハンモックガーデン 焼肉  ハンモックガーデン 焼肉  とんがらし 焼肉 

とんがらし 焼肉  焼肉カズ 焼肉  焼肉カズ 焼肉  ハンモックガーデン 焼肉 

ハンモックガーデン 焼肉  四季 焼肉  四季 焼肉  焼肉カズ 焼肉 

焼肉カズ 焼肉  焼肉六甲 焼肉  焼肉六甲 焼肉  四季 焼肉 

四季 焼肉  焼肉日和 焼肉  焼肉日和 焼肉  焼肉六甲 焼肉 

海宝丸 寿司  スシバー 寿司  スシバー 寿司  焼肉ジャパン 焼肉 

本田 寿司  海宝丸 寿司  海宝丸 寿司  スシバー 寿司 

スシバー 寿司  本田 寿司  本田 寿司  海宝丸 寿司 

サムライカレー カレーライス  スシガーデン 寿司  スシガーデン 寿司  本田 寿司 

ジパング カレーライス  サムライカレー カレーライス  サムライカレー カレーライス  カミスシ 寿司 

たこちゃん亭 たこ焼き  ジパング カレーライス  ジパング カレーライス  サムライカレー カレーライス 

銀だこ たこ焼き  銀だこ たこ焼き  銀だこ たこ焼き  ジパング カレーライス 

マラマン 牛丼  マラマン 牛丼  マラマン 牛丼  マラマン 牛丼 

吉野家 牛丼  吉野家 牛丼  吉野家 牛丼  吉野家 牛丼 

ひばり お好み焼き  ひばり お好み焼き  ひばり お好み焼き  ひばり お好み焼き 

ペッパーランチ ステーキ  ペッパーランチ ステーキ  ペッパーランチ ステーキ  ペッパーランチ ステーキ 

Pao Pao 肉まん  マイスープハウス スープ他  マイスープハウス スープ他  マイスープハウス スープ他 

バオバブ 沖縄料理  バオバブ 沖縄料理  バオバブ 沖縄料理  バオバブ 沖縄料理 

天 てんぷら  玉海力 鍋  玉海力 鍋  玉海力 鍋 

とりてつ 焼き鳥  横綱 鍋  横綱 鍋  おむすびカフェ おむすび 

123ストリート 焼き鳥  おむすびカフェ おむすび  おむすびカフェ おむすび  123ストリート 焼き鳥 

アハクメール カンボジア  G ダイナーズ 鉄板焼き  G ダイナーズ 鉄板焼き  とりてつ 焼き鳥 

ハッピーディ カンボジア  123ストリート 焼き鳥  123ストリート 焼き鳥  バターナイフ 洋食 

アロハオノ ハワイアン  とりてつ 焼き鳥  とりてつ 焼き鳥  ハッピーディ カンボジア 

ウエダコーヒー カフェ  バターナイフ 洋食  バターナイフ 洋食  アロハオノ ハワイアン 

カフェ・ル・ポアン カフェ  ハッピーディ カンボジア  ハッピーディ カンボジア  Bello イタリアン 

リップルカフェ カフェ  アロハオノ ハワイアン  アロハオノ ハワイアン  リップルカフェ カフェ 

キリヤカフェ カフェ  リップルカフェ カフェ  リップルカフェ カフェ  ウエダコーヒー カフェ 



FJ カフェ カフェ  ウエダコーヒー カフェ  ウエダコーヒー カフェ  カフェ・ル・ポアン カフェ 

ふわり スイーツ  カフェ・ル・ポアン カフェ  カフェ・ル・ポアン カフェ  キリヤカフェ カフェ 

オランジ スイーツ  キリヤカフェ カフェ  キリヤカフェ カフェ  ふわり スイーツ 

東京酒場 バー  ふわり スイーツ  ふわり スイーツ  オランジ スイーツ 

雅 バー  オランジ スイーツ  オランジ スイーツ  東京酒場 バー 

ウッドボール バー  東京酒場 バー  東京酒場 バー  雅 バー 

コニー バー  雅 バー  雅 バー  ウッドボール バー 

   ウッドボール バー  ウッドボール バー  コニー バー 

   コニー バー  コニー バー  Dahlia バー 

   Dahlia バー  Dahlia バー  ODIN バー 

   ODIN バー  ODIN バー  ポキポキ その他 

      形無 日本食  サルサ・カバナ・ブエナ メキシコ 

      焼肉ジャパン 焼肉  アンデ パン 

      クラウンチキン 日本食  サンチャ パン 

      はちきん 日本食  ガネーシャ インド 

      ポキポキ その他  マッテオ イタリアン 

      Reiko 日本食  辛辛 ラーメン 

      Waya 日本食  凛 日本食 

      Bello イタリアン  Japub 寿司 

      サルサ・カバナ・ブエナ メキシコ  Rokku 寿司 

      アンデ パン    

      サンチャ パン    

      カミスシ 寿司    

      MORIITA うどん    

      丸亀製麺 うどん    

 

 

９．最近の外資の進出状況 

・東横イン、人材育成に光明 

ホテルチェーン大手の東横インがカンボジアに進出して１年が経ち、人材育成に芽が出始めている。最重要と位置

付ける清掃業務では、日本で研修を積んだスタッフを中心に作業効率が２倍に高まった。過去１年で営業に注力して

いた日本人スタッフも、ホテル内に残る時間を増やしてサービスの拡充に力を入れている。当初見込みを大幅に下

回る集客に悩みながらも、今後２年以内の黒字化に向けて前進している。 

・タマホーム、分譲住宅を開発、数カ月内に土地選定 

注文住宅などを手掛けるタマホームは、カンボジアで戸建て分譲住宅の開発に乗り出す。数カ月以内にプノンペン

市内で土地選定を完了させる考えだ。首都などの都市部では過去５年間で住宅需要が急増し、戸建て住宅にも画一

的な建築設計からデザイン性の高い物件が好まれ始めている。既存のホテル事業が軌道に乗り始めているため、本

業である住宅建築でカンボジア市場に新たな「住宅文化」を根付かせたい考えだ。 

・マレーシアのＰ Ｒ 会社インテレクト、１ 年内に進出計画 

マレーシアのＰＲ会社インテレクトアジアは、今後１年以内にカンボジアへの進出を計画している。あらゆる媒体のメ

ディアに、企業プレスリリースの送信や記者会見の出席状況などを確認できるサービス「スーパールーム」を展開する

見通し。報道機関への情報提供を増やしたい企業に売り込む考えだ。 

・米カールスジュニア、９ 月に進出 

米ハンバーガーチェーンのカールスジュニアは、９月にカンボジアに進出する。通常の店舗内に同国内初となるドラ

イブスルーのカウンターも設置する見通し。 

                                                                   以上 

 

 


