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【第 1 部】 

 司会 それでは第 1 部「ミャンマー市場の魅力」につきまして、まずミャンマー連邦商

工会議所連盟会頭のウィン・アウン様にご講演をお願いいたします。 

 ウィン・アウン様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。ウィン・アウン様はミ

ャンマーだけでなく、東南アジア及び大メコン圏を代表するビジネスマンで、1990 年に設

立されたダゴングループの会長兼 CEO を務めておられ、ミャンマー有数のビジネスマン

としても手腕を発揮しておられます。1999 年から 2011 年まで、ミャンマー連邦商工会議

所連盟副会長を務められ、その後、会頭の要職に就かれています。 

 それではウィン・アウン様、よろしくお願い申し上げます。 

 ウー・ウィン・アウン まずご来賓の方々、りそなアジア・オセアニア財団の廣冨様、

関西経済連合の会長の方々、大阪商工会議所の皆様方、今日はありがとうございます。鷲

尾教授、関西学院からお越しの教授です。JICA のご来賓の皆様方、三菱商事からお越し

の中原様、関西経済連合の皆様方、皆さんこんにちは。ご来賓の皆様こんにちは。 

 今日はこのようにミャンマー連邦商工会議所連盟を代表いたしまして、この素晴らしい

機会を得てお話をすることができて、うれしく思っております。今日はミャンマーをテー

マとしたセミナーを催していただきました。本当に今日は深く感謝をしております。主催

者の皆様方、本当にありがとうございます。現在、すでに日本、ミャンマーの間には、し

っかりとした経済関係がありますけれども、それをさらに進めていこうというかたちでこ
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のような会を設けていただきましてありがとうございました。そして今回、参加するにあ

たりまして温かくお迎えいただきましたことをお礼申し上げます。 

 今日はミャンマーの市場としての有意性について、魅力についてお話をしたいと思いま

す。また、今後の 2 国間での経済協力についてお話をしたいと思います。それをすること

によって、共に繁栄をしていくことができればと思いますし、また、日本のビジネスマン

の実業家の皆様方にも恩恵がもたらされるものと考えております。 

 これはミャンマーの概略となっています。ASEAN の一部になっていますが、夏、それ

から雨季、そしてまた冬もあります。そういう意味におきまして四季の移り変わりがある

程度あるということです。トロピカルフルーツなどもできますし、同時に寒い季節の果実

などもできます。 

 人口といたしましては 6000 万人、そして 60％が現在、生産年齢にあるということです。

そして 91％の人口が識字率があり、ミャンマーは非常に教育レベルの高い人たちでは英語

も話すことができます。 

 ご存じの通り、我々は 2015 年に AEC、ASEAN 経済共同体に参加をする予定となって

います。また、ASEAN を今後、議長国として催すことになっています。そしてまた、私

自身は民間部門の代表としてやってきております。また同時に商工会議所の代表でもある

ということです。 

 政策の改正なども現在、着々と進んでおります。また、投資家が仕事がしやすいように、

また、外国直接投資を招き入れるようなかたちの制度改正が進んでいます。そして現在、

新しく経済特区も設定しております。現在の法律は 2011 年に制定されたものですが、新

たな経済特区の法制度を制定しようしております。法改正をしようということなのです。

これによって投資家がさらに投資のしやすい環境をつくろうとしております。 

 また、三つの経済特区を設定するという計画が進んでいます。まず一つがチャオピュー

です。そしてティラワ、そしてダウェイというものです。ティラワはよくご存じだと思い

ます。日本の企業も参入しておりますので、のちほど説明があると思います。 

 そして皆さんご存じのように、もっとも人口の多い 2 国に挟まれたところにあります。

インドと中国に挟まれています。バングラディシュも近隣国の一つです。人口としまして

は、まず世界人口の 40％がこの地域、我々の近隣国に集中しているということです。 

 そうしましたら EU のミャンマーに対して発動されました GSP（特恵関税制度）につい

てお話をしたいと思います。EU が経済制裁をミャンマーに発動しましたのは 1997 年の
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ことでした。しかし現在では、これが解除されておりまして、GSP（特恵関税制度）が導

入されております。アメリカも現在、この GSP をミャンマーに適用しようと考えている

ところです。少なくともアメリカでは来年から、これがミャンマーに対して導入されると

考えております。EU ではすでに GSP は導入済みということです。 

 ミャンマーの GSP の状況というのは、日本の投資状況にも間接的に良い影響を与えて

おります。皆さんを歓待いたしますので、ぜひミャンマーにビジネスで入ってきてくださ

い。そして 2 国間における特恵状況を、ぜひ享受していただきたいと思います。 

 そしてリソースもたくさんございます。現在は近隣のアジア諸国に輸出をしております。

しかし日本には進んだ技術があります。そして我々が持っているリソースを合わすことが

できれば、すなわちリソースというのはかなり労働力があるということなのですが、これ

をすることによって EU を市場とした仕事も一緒にできるかと思います。 

 我々のローカルな現地のカウンターパートと仕事をしていただくことでです。これにつ

いてちょっとハイライトをしていきたいと思いますが、私と一緒にやってきました代表が、

もう少し細かいお話ものちほどすると思います。ですから私は詳細は省きたいと思います

が、ミャンマーからヨーロッパへの距離ですが、これは韓国や中国に比較しますとメリッ

トのある、より近い状況にあるということなのです。ロケーションとしてメリットがある、

有利であるということなのです。EU に市場としてアクセスする良い立地条件であるとい

うことです。 

 GMS の諸国ということですが、このようにクモの巣のようにネットワークができてい

るということです。2015 年にはこのようになるということです。これが大きな追い風にな

ってくるだろうということなのです。そしてミャンマーでのビジネスが、これによって発

展していくだろうと考えています。 

 これがミャンマーの概略となります。このような資源がミャンマーにはあります。 

 これは上流、下流ともに、こういったものを皆さんも使っていただけると思いますし、

また、消費者としても人口が 6000 万人ということで魅力があると考えられます。 

 そしてまた、これは貿易のボリュームです。このボリュームを見ていただきますと輸出、

そして輸入合わせますと、数字は現在それほど大きくありませんが、でも、これからどん

どんと改善をしていく、拡大をしていく余地があるというように考えています。 

 主な貿易相手国というのは、日本というのは 4 位となっています。中国はナンバー1、

そのあとタイ、シンガポールと続きまして、日本が 4 位です。トータルのボリュームとし
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ては 15 億ドルということになりますが、もっとミャンマーから日本へと輸出をしていき

たいと考えています。日本の SME、ミャンマーの SME の協力を通じて、そして我々の国

内のリソースを活用しながら、また、日本の専門知識であるとかテクノロジー、そして資

本を使いながら、ともに発展していけると考えています。 

 そしてまた、ミャンマーにおいて許されている外国投資ということなのですが、ここで

入ろうとしたいのは製造セクターはまだ非常に少ないわけなのです。8％未満にとどまっ

ています。ですから、ここでは改善の余地があります。また、ホテルや観光業というのも、

まだまだ小さい。そしてまた、経済特区のプロジェクトというのが今、始まっております

ので、これについてはのちほど詳しい話があると思いますが、製造業に関しましては、ご

覧になって分かるように 8％であるということです。 

 これは FDI です。これはセクター別に見たものですけれども、これは皆さん、見てすぐ

にお分かりになるかと思います。 

 さて、外国投資ということですが、やはり中国がトップを走っています。日本は 11 位

となっています。しかしながら確信しているのです。経済特区がしっかりと設立されまし

たならば、この日本のランキングというのは上がっていくだろうと考えています。 

 そして、こういった投資に関して、やはり重要なのは投資法であるということです。私

自身も外国投資法を制定するためのミーティングに参画をしております。外国投資がもっ

ともやりやすい環境をつくるための法制度を整えようとしております。実際にこの法律は

2012 年の 11 月 2 日に制定をされました。そして法規制などもすでに整っております。そ

してこの法制度をさらにまだ改善をしようと作業をしているところです。さらに環境を整

えていこうということなのです。 

 そして特別経済特区にかかる法律も 2011 年に制定されました。2013 年にこれが改正さ

れています。新しい法律が出てくるということです。これは来月です。すでに議会での審

議は終わっています。 

 これはごく簡単にですが、どのようなかたちで投資ができるかということです。100％

の投資をすることもできますし、また、政府であったり、民間企業と合弁をするというこ

ともできます。さまざまなチョイスがあるということです。100％の子会社もつくるとこ

ろまでできますし、合弁会社もつくることができます。しかし、できれば合弁会社を民間

セクター間で起こしていきたいと思っています。特に SME で共に力を合わせることで、

共に発展をしていくことができればと考えています。 
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 そして、これは二つのタイプの投資のあり方ということなのです。まず一つ目は MIC

を介してです。もう一つは会社を設立するというかたち、そして登録をしてビジネスを始

めるというシンプルなやり方です。 

 ただ、税の優遇というのは MIC の経路でやることによって享受することができます。

MIC の回廊でいきますと、税の優遇を 5 年間受けることができます。それ以外にも優遇措

置が取られます。例えば土地が必要な場合、50 年間借り上げすることができ、それにプラ

スして 10 年、10 年というかたちで 2 回延長することもできるということです。 

 そしてダウェイという経済特区ですが、これも間もなく確立されます。 

 今日ハイライトしたいと思っているのは、ティラワはごく簡単にとどめます。というの

も三菱からの方がお話しいただけると考えているからです。これはティラワです。396ha

が第 1 期において開発されるということになっています。日本の SME がここに入ってく

るだろうと考えられています。 

 チャオピューの写真です。チャオピューはすでに開発が始まっています。中国が主体と

なっています。非常に活発に活動をしています。これは彼らにとっても重要なのです。こ

れが概略です。 

 これは南部の経済回廊、これもここに入ってきているということです。非常に労働集約

的なものから付加価値のある経済へ、そして最終的にはハイテクの産業へというかたちで

考えています。 

 ここは労働集約的なところということになります。これもまた SME、SMI というかた

ちで民間部門の構造を示しております。これに関しては我々が投資として待ち望んでいる

部門であります。こういったものを輸出していただけるということです。 

 これがティラワです。2400ha の面積を誇っています。第 1 期の開発が進行中です。396ha

が第 1 期で開発中です。そしてこれが、どのようなかたちでそれを組織立てているのか。

SME、中小企業の工場などがここに設立される予定となっています。日本の企業です。こ

ういった産業が参入してくる予定となっています。のちにもう少し詳細が紹介されると思

います。ティラワの開発の状況、そしてまた、観光セクターなども開発が進んでいます。 

 今後の展開に関して懸念を持っている方もいるかもしれませんが、例えば電力に関して

現在、我々は水力発電に関して開発を進めています。実際、現在では 71％以上が水力発電

に依存しています。石炭、またはガス、火力発電などがありますが、再生可能エネルギー

などの投資の参入も待たれるところです。バイオマスのエネルギーなどもそうです。 
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 これは我々の現在の計画なのですが、電力の供給改善に関しての計画となっています。

でも、電力供給に関しては、どうぞご心配なさらないでください。現在のポジション、現

在、電力供給は多少の問題はありますが、それはすぐに解決されます。 

 時間が限られておりますので、パワーポイントを皆さん、資料として提供いたしますの

で、よければご覧になってください。ウェブサイトにアップロードします。必要があれば

私にコンタクトをしてください。ご質問や何かコメントがありましたらください。協力を

惜しみません。商工会議所としては皆様にさまざまな投資にかかわる、また、貿易にかか

わる支援をしたいと考えています。必要な支援はすべて差し上げます。また、ファシリテ

ーション、段取り役もやっております。ありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは続きましてヤンゴン市開発委員会事務局長キ

ョウ・ソー様にご講演をお願いいたします。 

 キョウ・ソー様のご経歴を簡単にご紹介いたします。キョウ・ソー様は 1956 年のお生

まれで、国軍士官学校をご卒業され、その後、陸軍大佐までご昇進されました。その後、

2005 年にヤンゴン市開発委員会メンバーに任命され、2011 年より事務局長にご就任され

ておられます。 

 それではキョウ・ソー様、よろしくお願い申し上げます。 

（拍手） 

 ウー・キョウ・ソー 皆様こんにちは。日本の政府の皆様、そして関西の皆様、そして

ご参会の皆様方こんにちは。本日はこのような機会をいただきまして、大変うれしく存じ

ております。まず初めに感謝を申し上げたいと思います。りそなアジア・オセアニア財団

の皆様方、このたびは私どもを非常に実り多いセミナーにお招きをいただきまして、あり

がとうございます。 

 ミャンマーの全体の状況につきましては、他のスピーカーからもお話がありますので、

私のほうからは主にヤンゴンにおける経済状況ならびに投資機会ということでお話をさせ

ていただきたいと思います。まず、ミャンマーの状況を簡単にご紹介して、そしてミャン

マーで実際にビジネスをしていただく上でのお話をさせていただき、そして外資法、ある

いはその投資状況についてお話をしたいと思います。 

 ミャンマーはもっとも人口の多い中国、そしてインドが交わるところにあります。中国

は 13 億人、そしてインドは 11 億人の人口を有しているところでございます。さらにミャ

ンマーはASEAN諸国の1加盟国でありまして、ASEANの総人口が 6億人でありまして、
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そしてそのいちばん北の端に位置しているのがミャンマーでございます。したがいまして

ミャンマーというのは非常に立地も良く、そしてもっとも人口の多いところに立地をして

いるということになります。 

 また、特に経済成長が著しく、そして都市化が進んでいる地域であります。そしてさら

に天然資源にも恵まれ、ヒスイ、金、銅、ガス、森林、漁業といった産業が盛んです。ま

た、非常に肥沃な土壌にも恵まれております。 

 国連によりますと都市の人口というのは通常、経済成長に比例して伸びていくと言われ

ております。2010 年以降、世界人口の 50％ぐらいが都市に住んでいると言われておりま

す。また、各国、経済成長が著しい国々でも同じような傾向が見られております。多くの

アジア諸国が都市人口、だいたい総人口の 30％を超えております。ミャンマーも例外では

なく、都市部というのがどんどん拡大しております。依然スローペースではありますけれ

ども、より均衡のとれた成長を目指して進んでおります。ヤンゴンやマンダレーといった

ところのみならず、他の都市、町においても経済活動が活発となり、そして雇用を創出し

ております。 

 ミャンマーの政府が主導しております成長戦略がこの 20 年間、経済改革という名のも

とに実行されてまいりました。24 の特別開発地域が設けられ、そしてそれによって、いわ

ゆる 2 級都市、そしてそれ以外の都市にも非常に大きな影響を与えてきました。また、国

の首都をネピドーに移転するということによって、都市の様相というのが大きく変わって

きております。 

 ヤンゴンはミャンマーの海外からのゲートウェイとして最大の都市であります。もちろ

んミャンマーというのは非常に注目が高まっている、その入口ということになっておりま

す。また、大メコン圏の中心地でもあります。東西の経済回廊、西部の経済回廊、南部経

済回廊が交錯するところでもあります。また、ASEAN 首脳会議を 2014 年に開催を予定

しておりますし、また、関税の撤廃を ASEAN 諸国において 2015 年までに達成しようと

いうことで動いております。したがいましてヤンゴンというのは、この中でもハブの役割

を果たしていくことになります。 

 さらに加えまして経済、社会、文化といった側面でも大きな役割を果たします。ヤンゴ

ンと首都であるネピドーとは、こういった意味では一線を画することになります。将来的

にはグレーターヤンゴンというのは国際的なハブ都市ということになっております。都市

機能を備え、そして人口が増え、そして企業が集結する、そういった地域となってまいり
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ます。モノや人がより自由に動くということになりまして、そして国際的なゲートウェイ

の機能を備え、そうなりますと非常に大きな成長が見込まれます。これによって、さらに

持続可能な経済が加速していくということになります。 

 ヤンゴン、ネピドー、マンダレーというような主要都市におきましては、それぞれ将来

的には分業体制を組んでいくことになります。経済、政治、文化といった、それぞれ違っ

た役割を担ってくることになります。ヤンゴンは人口がもっとも多い都市ということにな

りまして、ヤンゴンやマンダレーが観光のゲートウェイとなります。ネピドーはミャンマ

ーの首都機能を担うことになります。 

 こうした主要都市というのは高速道路、あるいは鉄道で結ばれることになります。人口

推計によりますとヤンゴン、マンダレー、エーヤワディーの人口は 2040 年には 1000 万人

に到達すると言われております。ミャンマーの経済、政治、文化、農業といったところで

も、どんどん人口が増えてまいります。そしてダウェイ、あるいはティラワといったよう

な特別区では強力な港湾設備が設けられることになります。 

 サガイン、マンダレー、あるいはカチンといったような州におきましては鉱物資源の開

発が行なわれてまいりますし、マグウェイ、モン、シャンといったようなところでは非鉱

物資源の開発が行なわれることになります。カチン、シャンといったようなところは森林

開発が中心となります。 

 国全体として均衡のとれた開発を行なっていくためには、国をまたがる高速道路のシス

テム、高速道路網の開発が必須であります。ヤンゴンはこういった物流の拠点となります。

つまりヤンゴン地域というのは、さらなる人口、あるいは雇用といったものをすべて抱え

込む地域ということになります。産業分野をさらに拡大していくためには労働力が必要で

あります。これは国内の他の都市から連れてくる、あるいは他の業種から連れてくるとい

うことで、国内のこういった移転というのが行なわれます。 

 国際的なハブ都市を目指すという中で、JICA と一緒に調査を行ないました。この調査

によりますと、戦略的な開発が必要であるということが分かってきております。ヤンゴン

だけではなく、その周辺都市も巻き込んだかたちで進めていく必要があるということが言

われております。 

 こういった状況の中、ヤンゴン、それから JICA が共同のプロジェクトで将来的な都市

開発に関するプロジェクトを進めました。持続可能な、そして包括的な進展を特にインフ

ラの分野で、そしてサービス分野で進めていくというようなプロジェクトを展開しており



8 

ます。 

 日本の政府、それからミャンマーの協力のプロジェクトもございまして、ここでは経済、

地域開発を主眼に置いております。ここでも JICA の協力プログラムと一緒になってやっ

ております。経済インフラ、あるいは産業の育成というようなプロジェクトも展開されて

おります。 

 こういったプロジェクトが展開されることによって生活環境、あるいは経済活動がさら

に促進されると期待されております。 

 実際に進行しているプロジェクトとして、さまざまございます。2012 年 8 月以降のプ

ロジェクトとしては、グレーターヤンゴンの戦略、都市開発計画、あるいは上下水道の整

備プログラム、あるいは包括的な都市交通の整備、廃棄物管理、あるいはエネルギー供給、

それからティラワの特別経済区の開発プログラムといったものが展開されております。 

 この中でも都市開発に関する部分は、JICA の調査チームと私ども YCDC が一緒になっ

て行ないました。これは第 1 期のプランとしては 2013 年 3 月に完了しておりまして、現

在、第 2 期ということでヤンゴンのビジネスディストリクト、CBD と一緒になって開発

をしております。また、北東地域の開発計画、あるいは交通省、あるいはキャパシティ・

ディベロップメントプラン、あるいは戦略的な環境アセスメントといったところと一緒に

なって、今月末には終了する予定になっております。 

 このような開発計画でもって将来的な都市の構想、あるいは土地使用ということを改善

していき、そして将来的、2040 年には 1000 万人の人口を見込んでおります。 

 21 世紀中ごろにはミャンマーの人口の伸び率は全体としては 2％、その中にあってヤン

ゴン地域、あるいはティラワにおいては 3％の成長を見込んでおります。ヤンゴンの人口

は現在 700 万人でありまして、実際、国全体の 11％を占めておりますけれども、21 世紀

中ごろには、これを 18％までもっていこうということであります。空港の整備、ハンタワ

ディ国際空港、これはヤンゴンへの玄関口となります。また、ダゴンは現在の人口が約 30

万人ですけれども、ヤンゴンの衛星都市としての機能を期待されております。 

 ヤンゴンならびにその周辺の都市を合わせまして、ヤンゴン大都市圏と言われる地域が

出来上がると考えています。例えばバンコク大都市圏でありますとか、あるいはフィリピ

ンにおける大都市圏と同じようなものがミャンマーにもできます。ですから、この地域と

いうのはグレーターヤンゴン、あるいはヤンゴン・メトロポリタン・リージョンというよ

うに呼ばれることになるでしょう。まだ正式名称は決まっておりません。 
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 こういった都市開発計画というのは優先的に進められているプログラムでありまして、

実際に都市開発セクターとして 26 のプロジェクト、それからインフラ開発のプロジェク

トとして 51 のプロジェクトが 2018 年に向けて提案をされています。こういったプロジェ

クトは2040年までに実行され、予算規模としては45億7720万ドルを見込んでおります。

また、要件を満たすためには一定額の ODA が必要になるだろうということで、不足分に

つきましては国際機関、例えば世銀やアジア開発銀行といったところの参加も必要になっ

てくるでしょう。 

 このグレーターヤンゴン地域というのは、さまざまなビジネス機会を有しております。

いくつか、特に外資の皆さんに関心のあるところをご紹介したいと思います。外資法が

2012 年 11 月 2 日に改正されましたので、それによりますと適用される業種としては、す

べての製造業、サービス業ということになります。一部、禁止・制限分野が 12 ほどあり

ますけれども、それ以外については適用されます。 

 先ほどもご紹介した通りであります。詳細につきましては皆さん、ご関心がありました

らミャンマー投資ガイドという本がヤンゴンの MIC から発行されておりますので、ぜひ

ご覧になってください。 

 まとめになりますけれども、ミャンマーというのは素晴らしい機会に恵まれた国であり

ます。他の世界のどこにも類を見ない素晴らしい地域であります。地理的な立地、天然資

源、あるいは人口規模、それから若年の労働人口、こういったものすべてを併せ持ちまし

て ASEAN のゲートウェイとなりうる国であります。 

 ただ、他の新興国と同じように、さまざまな課題というのはあります。わが国は今、大

きな変換期にあります。これまでにないペースで変化が起こっております。官民ともに懸

命に近代化を目指して進めております。その道のりにおいては困難もあるかもしれません。

しかし、あらゆる困難や課題というのは、言い換えれば機会、チャンスでもあります。こ

の関係者、皆さんがぜひ、かかわっていただいて、このミャンマーを世界経済の中で素晴

らしい場所に育てていただきたいと思います。 

 日本人の働く勤労の倫理でありますとか、あるいは長期的な視点といったものを、ぜひ

ミャンマーに持ち込んでいただきたいと思います。ミャンマーは非常に素晴らしい日本の

ビジネスの第 2 の故郷にもなりうるところであります。相互に恩恵を与え合いながら、そ

してシナジーを生みながら、ミャンマーと日本のかけがえのない関係をさらに育ててまい

りたいと思います。さらなる協力を求めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
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（拍手） 

 司会 キョウ・ソー様、どうもありがとうございました。それでは最後に大統領府国家

経済社会諮問会議議長のウー・ティン・タット様にご講演をお願いいたします。 

 ウー・ティン・タット様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。ウー・ティン・

タット様は農業大学マンダレーをご卒業され、現在、ヨマ・ストラテジック・ホールディ

ングスの農業グループ会長も務めておられます。2001 年より 2009 年までミャンマー農業

灌漑（かんがい）省農業計画局の事務局長などを歴任されたのち、大統領府国家経済社会

諮問会議議長にご就任され、ミャンマー米産業協会上席顧問も兼務されていらっしゃいま

す。 

 それではウー・ティン・タット様、よろしくお願い申し上げます。 

（拍手） 

 ウー・ティン・タット りそなアジア・オセアニア財団の廣冨会長、そして大阪商工会

議所のご来賓の皆様、三菱商事の副社長であります中原様、経産省の村﨑様、その他のご

来賓の皆様方、皆様、今日はよくお越しになりました。すでに 2 人の私の同僚がミャンマ

ーについて説明をしてくれました。そしてまた、日本の方がお 2 人がミャンマーの経済、

または機会についてお話をいただけるということですので、私はある一つのエリアに焦点

を絞ってお話をしたいと思います。 

 今日のタイトルというのは「アジア最後のフロンティア・ミャンマーの魅力」だと伺っ

ております。ですからもっとも大きな機会について今日はお話をしたいと思います。 

 まず、その前に背景をお話ししたいと思います。今日、ミャンマーではどういったこと

が起こっているのかということですが、やはり人々が変わっていく必要があるということ

なのです。現在、政府がこういった人々の意思というものを満足させるようなかたちで改

正を進めていっております。 

 今年頭に東京で同じようなプレゼンテーションをする機会がありました。この同じ質問

を聞かれたのです。現在のミャンマーにおける変革、または改正というのは逆戻りするこ

とがあるのかということだったのですが、それはないと思います。基本的には三つの改正

が並行で走っています。 

 経済的な改正、そして安全と平和、そして民族グループと 60 年以上、内紛が続いてお

りましたが、ここで平和を設立しようとしております。また、経済改正も進めようとして

おります。同時に政府、ガバナンス、そして管理といったことに関しても、行政について
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も改正を導入しようとしております。経済、社会の改正は広く国際的な社会にも受け入れ

られてきております。そしてネピドー合意にもこれは反映されています。こういったかた

ちで国の発展が今、進捗してきているわけですが、国際社会のリーダーがミャンマーが現

在、この地域における成長のエンジンであるというように目しているということです。 

 ということで、ごく概略ですが、素晴らしいチャンスというのはどういったことなのか

ということを説明したいと思います。食料というのは誰にとっても大切なものであります。

2008 年の経済危機があったあとに、いちばん最初に起こったことは食糧危機でありました。

気候変動があり、数日前にはフィリピンでも台風の大きな被害がありました。やはり食料

品の供給というのが不安定な状況が世界で続いております。リソースが豊かなミャンマー

が解決策になり得るわけなのです。 

 実際には世界では 10 億人以上の方々が、まだ飢餓に苦しんでいる。それがアジアの地

域に 62％も集中しているということなのです。実際に気候も不安定になってきている。水

資源も不足してきている。そして世界の経済状況も不安定である。小麦の価格も非常に乱

高下しているといった環境が現在あるわけです。ですから、やはり食料供給に関して安定

性を求めるための投資が必要になるということなのです。 

 食糧農業機関が 10、20、70 のルールというものを提唱しております。まず 10％の面積

の拡大が必要になる。そして 20％の収穫量の改善が必要である。しかし 70％の改善とい

うのは技術、イノベーション、そして政策から食料供給の改善はもたらされるというよう

に言っているわけです。ですから、ここでまさに日本が大変重要な役割を果たしていける

と考えています。 

 日本の農業は死んだと多くの人が思っているようですが、そうではないと思います。日

本は技術があります。イノベーションがあります。そして、このイノベーションとテクノ

ロジーをもってして、我々はともにこの土地、また水資源の豊かな国と前に進んでいける

と思います。ミャンマーがその一つです。将来の協力の可能性がここにあります。こうい

った技術が皆様はあります。非常に高い価格で技術を売れますが、しかし労働力は不足し

ておられる。ですからミャンマーにぜひ入っていくべきなのです。ここで将来、協力でき

ていくというように考えています。 

 これは我々が水、食糧、エネルギーネクサスと呼んでいる図です。こういったサイクル

を回して、我々は古い考え方をなくして、新しいグリーンな革命を起こさなければいけま

せん。政策、計画、戦略を将来に向けて変えていく必要があります。 
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 現在、アジアにおいて富の蓄積と都市化が進んでいます。ライフスタイルが急速に変わ

ってきています。アジアの聖域と呼ばれていますし、都市に人口が集中してきています。

また、食べ物やライフスタイルすべてのものが変わってきているわけです。 

 では一つ例を見てみましょう。都市化が進んでいく、そして所得が上がる。そうします

と農業セクターの生産性も上がります。そして質もまた上がっていくわけです。 

 例えば中国で伝統的な食事の習慣、すなわち米の消費が減ってきています。しかし、赤

いお肉ですとかミルク、またフルーツの消費が急速に伸びています。そしてまた、加工食

品であったり、そういったものの消費が増えてきています。日本の方もそうだったと思い

ます。インドや中国の人たちも、例えばナッツやパームオイルだけでなく、そういった加

工食品も食していくことになるわけです。また青果品の消費も今後、拡大していくと考え

られます。 

 なぜミャンマーはこの地域における食料品のバスケットとなり得るのか。先に話した同

僚が言いましたけれども、ミャンマーはハブになり得るということなのです。東南アジア、

そして極東アジアとのハブになり得る、そういった立地を持っております。また、人口も

多いです。非常に農産業という意味でも気候が非常に広範になっている、トロピカルな地

域もありますし、また同時に耕作に適した地の面積が多いということもあります。ベトナ

ムよりも耕作地の面積が 2 倍多いということなのです。そういった意味において、この地

域の食料品のバスケットになり得るということなのです。 

 農業の話をするときには、例えば家畜や水産物、また、穀物の話をしますけれども、そ

うだけでなく、例えば農薬でありますとか、また、除草剤であるとか、そういった技術の

問題も必要になってきます。また、下流になりますと保管ですとか輸送、そういった部分

も必要になってきます。これも投資の対象となります。 

 ミャンマーは企業家精神に富んでいます。また、生産性の高い労働人口が潤沢におりま

す。ミャンマーは現在、年間 6％の成長を遂げています。そしてこの成長は、おそらく 7

から 8％に伸びるだろうと言われています。目標といたしましては、少なくとも？EBITDA

の所得を 2032 年には 3 倍にしようと考えています。 

 地域におけるコネクティビティ、アジアの経済のコミュニティにおけるコネクティビテ

ィというのがメリットとなっています。この地域における通商の拠点とするにふさわしい

地域であるということなのです。 

 ミャンマーを見てみますと、この赤い棒ですが、これは世界の巨大都市の位置を示して
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います。どこにあるのか。これらは皆、ミャンマーからだいたい飛行機で 4、5 時間のと

ころにあります。ですから今朝とれたフルーツを東京にすぐに届けることができるという

ことなのです。ミャンマーはこういった主要な都市に大変近いということがあります。 

 また、土地、水資源が豊かであるということ。大きな河川を他国と共有する必要もない

わけです。我々自身の国内で所有できる河川があるということ。そして我々は現在、水田

が主になっている、すなわち稲作をしているということです。世界でも米の輸出は 1 位と

なっています。 

 それ以外にも、しかし重要な農作物をつくっております。例えば豆類に関しましては世

界でも最大の豆類の輸出国となっています。毎年 100 万トン以上の輸出をしております。

多くのチャンスがここにあります。そしてフルーツの輸出はまだ小さいという状況です。

というのはロジスティック、物流が整っていないからです。ですから物流に投資をしてい

ただく。空港であるとかカーゴ、貨物の処理施設であるとか、そういったものに投資をし

ていくということがミャンマーでは重要になります。 

 また、食肉、豚肉の生産などもまだまだ小さいということですので、拡大の余地がある

と思います。そして輸出の量というのも非常に少ないということです。土地のリソースが

十分にあるにもかかわらずです。牧草地であったりとか、また、乳業品などもつくれると

いうことです。 

 さて水産業ですが、現在これは急速に拡大しています。長期にわたる沿岸地があるから

です。ですから海洋での養殖をすることができるということなのです。価格が高い高級な

エビです。そしてまた、ソフトシェルの胴満蟹（ドウマンガニ）といったものも重要な輸

出品目の一つとなっています。 

 現在の水産物の状況を示した図です。いちばん多いのは基本的には国をまたいで、すな

わち中国やタイなどに、近隣諸国に輸出をしています。と言いますのも、他の施設が整っ

ていないからです。日本はこの点に関して、まだ 6 位です。説明いたしましたように、ヨ

ーロッパ、アメリカの市場も今後、開かれていくことになります。 

 そして機械の使用率ということに関しては、まだまだ低いです。現在、こういった状況

がまだ続いています。95％の農業を営む方々というのは、やはり手作業で農作業をしてお

られるということなのです。ですから機械化というのがいかに今後、大きなチャンスがあ

るかお分かりになると思います。そして全体としての農業の輸出というのは、全体で 24％

占めております。 
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 FDI は農業地域では 1％満たない状況です。主に投資家というのは、中国やタイからの

投資を見てみますと、彼らは主にエネルギー分野に集中をしています。 

 さて、新しい現在のトレンドですが、小規模農家との協業というものがあります。いち

ばん大きな問題としては社会的な側面から、企業が大規模な土地を所有すべきか、もしく

は小規模農家とどのように協業できるかということなのです。現在、多国籍企業なども参

入してきております。例えば？エネリバーはベトナムのお茶農家と一緒に仕事をしていま

すし、また、ネスレはベトナムのコーヒー農家と協業しています。このような新しい農業

の投資のあり方というのが出てきています。これは必ずしも大きな土地の開発ということ

ではなくて、小規模農家との協業というかたちで入っていっているわけです。中小企業と

の協業ということもあるでしょう。 

 これが農業の新しいビジョンです。世界の経済フォーラムで提示されたものです。食品

の安全、そして環境の持続可能性、そして経済のチャンスということです。まさに今こそ

が日本の企業の皆様がこの線に沿って現地の民間企業と協業して、そして小規模農業の農

家と協業する時期がきていると思います。多くの企業たちは、この新しいビジョンを農業

で実現しようとしています。また、大きな日本の企業はまだ入ってきていません。では、

日本とミャンマーがどこで協力できるのでしょうか。 

 まず食品、また、農業の生産性拡大に協力できると思います。マーケットをつくってい

く必要があります。水も土地もミャンマーにはあります。また、低コストの労働力もあり

ます。生産性が高くスキルのレベルも高い、そういった労働力があります。しかし、皆さ

んはイノベーションや技術などをお持ちです。そしてまた、価値の高いフルーツをお持ち

です。ですから、ここで協力ができると思います。 

 上流においても協力できると思います。種の供給ですとか、また、下流におきましては

ロジスティックですとか保管ですとか、また、輸送に関して協力ができると思います。 

 ミャンマーと三菱商事は現在、マンダレー空港のハンドリングの施設を改善しようとし

ています。また、沿岸地域における施設の改善にも努めております。付加価値の高い産業

へと変えていくことを考えているわけです。原材料は多くあります。これは潤沢にありま

す。 

 そしてまた、リターン率の高いプロジェクトでもあります。例えば何百万もの豆類を毎

年輸出しているわけですが、しかし、原材料を輸出しているにすぎないわけです。しかし

我々がもし付加価値の高い、また、食料の安全性の非常に高いレベルのものをつくること



15 

ができれば、例えば豆類のスナックであるとか、麺類であるとか、そういったものを生産

することができれば、付加価値を上げることができるわけです。それが起これば、数年の

うちに大きな投資に対するリターンを得られるでしょう。これが大変重要になってくると

考えています。重要な付加価値の高い下流の産業活動になると考えています。 

 例えばチェリートマト、またパプリカですとか、そういったものも素晴らしいものを売

っておられます。シンガポールやバンコクの百貨店で売っておられる。我々は一緒にそれ

を生産することもできるでしょう。そういったチャンスを見出していくべきだと思います。

協業することができれば、協力することができれば、共にミャンマーをアジアの食料品の

バスケットとして開発していくことができると思います。 

 今朝は関西の商工会議所における戦略をお伺いいたしました。関西ブランドを構築した

いというお話でした。例えばマスクメロンは 5000 円から 7000 円ほど 1 個あたりすると

伺っております。これを 5 ドル以下でミャンマーでは生産できると思います。 

 どうもありがとうございました。協力できることを楽しみにしております。（拍手） 

 司会 ウー・ティン・タット様、どうもありがとうございました。 


