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【パネルディスカッション】 

 司会 それでは皆様、続きましてパネルディスカッションへと移らせていただきます。

パネリストの皆様はどうぞご登壇ください。 

 皆様、大変お待たせいたしました。それでは準備が整いましたので、パネルディスカッ

ションへと移らせていただきます。パネリストにはご講演をいただきました 5 名の皆様に

お願いしております。また本日、モデレーターには、当財団理事で関西学院大学国際学部

教授の鷲尾友春様にお願いいたしております。それでは鷲尾様、このあとどうぞよろしく

お願いいたします。 

 鷲尾 恐縮でございます。鷲尾でございます。よろしくお願い申し上げます。時間が少

しせっておりますので、当初想定通り 5 時 15 分に一応終わり、終わったあとは、ビジネ

スの名刺交換に移らせていただきたいと思いますので、議論の後、少しお時間をいただけ

ればと思います。 

 すでにこれまでのプレゼンテーションでかなり全体が、うまくプレゼンテーションをさ

れていますので、既に全体像はかなりはっきりと分かってきたと思いますし、そういう意

味ではこのパネルディスカッションを、こういう全体の大きな構図の中で、特に大阪の立

場から、中小企業にとってのビジネスチャンスというのはどこにあるのだ、というところ

にフォーカスを当てて、内容を少し掘り下げさせていただければと思うわけであります。 

 そんな意味で、まず全体ふかんということで、先ほどから中原さん、それから村﨑さん

のプレゼンテーションの中でも、インドシナ半島全体をにらみながらの話がけっこうござ

いました。そういう状況の中で、まず、インドシナ半島全域の中におけるミャンマーとい

う構図の中で、特に中小企業的観点からいくと、なぜこのタイミングで今ミャンマーに行

けばビジネスのチャンスになるのか。こういう少し卑近な例に焦点を当て話をお聞きした

いと思います。 

 まずミャンマーサイドからタットさんに、そのへんの話を少しお聞かせいただければと

思います。タットさんのお話をお聞きした上で、マクロの話に対応するかたちで、できた

ら村﨑さんのほうから、中小企業にとってのビジネス機会というのをどのように見ておけ

ばいいのか、少しお話しいただければと思います。 

 ティン・タットさん、恐縮ですけれども、インドシナ半島全体を視野に置いた上で、で

もやはりミャンマーなのだという点を、しかも中小企業にとってもミャンマーなのだとい

う点を、少し深掘りして説明いただけませんでしょうか。 
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 ウー・ティン・タット 鷲尾先生ありがとうございます。中小企業という観点から申し

上げますと、ミャンマーの位置づけということで見ていきますと、やはりハブという状況

があると思います。非常に立地条件がいいということがあります。また、ミャンマーでは

すぐ手に届くところで実りある成果がある、ということで、中小企業にとって迅速にリタ

ーンが得られるプロジェクトが非常に多く存在しているということが言えると思います。 

 ミャンマーの国内市場は 6000 万人。これは、決して小さな数字ではありません。また、

周辺を見ていきますと、巨大市場があります。さまざまな商品をそういった市場に売って

いくことができます。 

 ですから、例えば何か先進国に売る。例えば日本、韓国、香港、シンガポールといった

国々に売るということになれば、それなりの高品質が求められます。しかし一方でバング

ラディシュも隣国です。あるいはインド、中国といった市場を見ていくと、また違った製

品を売っていかなければなりません。他の ASEAN 諸国、タイ、インドネシア、これもま

た違ったカテゴリーの市場でしょう。こういったことで、ターゲットによって、或いは、

市場によって商品を変えていく、というアプローチになります。 

 ミャンマーは非常に中小企業が多い、しかも経験を持つ中小企業が多い。ただ、技術が

不足している、あるいは資本が足りない、そして多くが市場へのアクセスを持たない。そ

んな中小企業は、日本の中小企業にとっても良いパートナーになるでしょう。ですから、

市場の需要ということを見ていきますと、何が求められているのか。また、地域では何が

いちばん大きく求められているのか、それを見極めることが大切です。 

 アジアは非常にダイナミックな地域であります。そして、これからアジアの時代を迎え

るにあたって、ミャンマーは、アジアの非常に人口の多い市場に囲まれているわけです。

そういった市場、都市からの需要として、どういったものが求められているのか、を考え

ていく必要があります。食料品或いは医療品、こういったそれぞれについて、どういった

トレンドを持っているのか、そういうトレンドを押さえていく必要があります。 

 ミャンマーの企業家、そして日本の企業家が、手を携えて一緒に何かをする、というこ

とであれば、小規模から始めることも可能です。まずはミャンマーの国内市場をターゲッ

トにしていくことが可能です。また、今後の予測を見ていきますと都市化が進んでまいり

ます。そして中所得層がミャンマー周辺に住むことになります。おそらく 20 年後にはそ

うなるでしょう。ですから、今ミャンマーに来ることは非常に時宜を得ている、タイミン

グはいいと思います。 
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 ミャンマーが政策を転換し、また、ミャンマーには消費者からだけではなく、例えばイ

ンフラ面にも大きな需要があります。もっとも、今のミャンマーの弱みというのは、投資

家に対する機会が少ない、ということかもしれません。しかし、これまではそうでしたけ

れども、今後、例えば建設業、ホテル、観光といったものに対するニーズは確実に高まっ

てまいります。また、通信もそうです。それから家電、例えば炊飯器、アイロン、エアコ

ン、テレビといったものに対するニーズも既に高まっています。このように考えていただ

きますと、ミャンマーの国内市場というのは非常に大きいといえるでしょう。さらに、周

辺市場というものもあるわけです。 

 ですから、いちばんいいのは、まず中小企業が入ってくるということで、まず、すぐ果

実をとれるような、そういったところから始めていただいて、そして、その後、より大き

な目標を見ていっていただければいいか、と思います。高品質のものはあとでも構わない

と思います。 

 多くの多国籍企業もこのようなアプローチをとっております。実際に制裁が解除されて

すぐにコカ・コーラ、ペプシコーラが入ってきました。ただ、そういった企業は、単にソ

フトドリンクを売っているわけでありません。今は食品のサプライチェーンといったもの

も確立しています。例えばジャガイモのサプライチェーンを確立しています。実際に農家

と一緒にジャガイモを生産し、そしていろいろな製品にそれを生かしています。 

 また、付加価値の高い加工業もあります。例えば、日本でのインスタントフードのニー

ズというのは非常に高い。これは ASEAN 諸国でも同じでしょう。例えばインスタントヌ

ードルですけれども、みんなが仕事に忙しく、そして料理をする時間もない。そんな時に

例えば乾燥したキャベツ、あるいは乾燥した人参といったものがあればいいわけです。そ

して、そうした野菜は、もともとは中国が主な輸出国でありましたけれども、今は中国は

そういったものを輸入するようになっております。そうしますと、新しくそういった野菜

を得られるところというのを探さなければなりません。そういった時にミャンマーに目を

付けていただければと思います。 

 ですから、まずはミャンマーの国内市場、近隣市場、そして物流が改善され、そして港

湾設備が整備されるようになれば、より大きな市場を見ていただければと思います。 

 鷲尾 村﨑さんにお聞きしたいのですけれども、プレゼンテーションの中でアメリカ企

業もまだ若干おっかなびっくりというようなことをおっしゃいましたし、一方ではインフ

ラは政府がつくることができても、開発にからんでは民間の知恵が必要というようにおっ
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しゃいました。 

 そういう開発フレームの中で大手の企業と比べて、そういうキャパのない中小企業が、

どういうビジネスチャンスをつかむかのどうか。もちろんプレゼンの中で、タットさんが

既に説明されたところもあると思います。タットさんはまた、一方で“売り”はワン・ス

トップ・ショップだとおっしゃいました。そういう受け皿の中で、中小企業にとって、も

う少し背中をポンと押すような、あるいはここがポイントという点があれば、ちょっと深

掘りしてご説明いただけるとありがたいのですが。 

 村﨑 なぜ今ミャンマーかということを説明しようとすると、それはもうフロンティア、

未開拓ということに尽きるのだと思います。6000 万人の人口と月額 100 ドルと、これだ

け見れば、すごくよく分かる話なのだと思います。 

 あとやはり、これはもう説明が非常に難しいのですが、国民性ということではないかと

思います。日本人にとっては非常にやりやすい、通じる部分があるということだと思いま

す。 

 例えば公開されている情報ですから申し上げると、ベネッセコポーレーションという教

育とかいろいろ幅広いビジネススコープでやられている企業が、教育用の電子玩具を中国

で大量にロットで生産している。それを半年ぐらい前ですか、ミャンマーに一部、生産移

管してみたわけです。これが報道によればですけれども、最初から欠品率がミャンマーの

ほうが低かったという話があります。 

 それから、例えば 1 年以上前に NTT データがミャンマー進出をされましたけれども、

この動機もソフトウェア開発で人材が必要で、世界中のいろいろなソフト開発の事業者た

ちがどこに出ていくかということを考える。このときにミャンマーの人たちの勤勉さ、ま

じめさ、こういうようなところを全部取り上げて、工科大学出身の学生をいち早くエンゲ

ージしたいということだったと聞いています。 

 今、ウー・ティン・タットさんがおっしゃられた農業の分野でも、日本の総合商社の中

で精米事業に投資を発表されている方がいらっしゃいますが、併せてアメリカの投資家か

らも「精米事業に投資する。投資するんだ」という話をつい最近、聞きました。極めて簡

単で、いま普通に精米機を持ち込めば、生産性を 2 倍に一気に引き上げられる。それをま

ずシーズとした上で、農業自身の生産性、例えばトラクターであるとか耕運機をリースを

導入するかたちで入れていけば、大変なビジネスチャンスなのだ。 

 セクターとして申し上げれば、もちろん食品加工の分野であったり、あるいは基礎素材、
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これからどんどん国づくりが進むわけですから、世界中のセメント業者も、いま投資をど

んどん進めていて、ティラワにもフランスのラファージュというところの看板がドーンと

立っていますけれども、こういう国内市場も魅力的なのでしょう。 

 あるいは労働力という意味で言えば、普通に言う労働集約の縫製業であったり、あるい

はワイヤーハーネスであったり、電子部品であったり、こういう産業はもう、幅広くある

のだと思います。 

 したがいまして、なぜミャンマーかと言えば、もちろんベトナムも 10 年前同じようだ

ったと思いますし、タイも 20 年前同じようだったと思うのです。それが今、ミャンマー

なのだということではないかと思います。 

 鷲尾 ありがとうございます。少しお立場が違うかもしれませんが、中原さんのお立場

から、大きなインフラ建設の面における日本とミャンマーの協力、或いは、それの持つ戦

略的意味みたいなものを踏まえながら、しかしそういうものを遂行していくような時にも、

中小企業の参画の余地というのでしょうか、その辺のところを何か具体的に示唆いただけ

ますでしょうか。 

 中原 工業団地そのものの開発というのは、基本的に土地を整理して、そこにインフラ

を通すという作業でございます。これはミャンマー政府、それから日本政府が援助してや

っていくということでありますが、そのできた工業団地につきましては、私は中小企業の

進出が十分考えられるのではないかと思います。 

 私のプレゼンの中で申し上げました通り、ティラワは重工業を前提とするには原材料の

搬入が難しい場所でございます。逆に言いますと、それなりの水深を持った川でございま

すので、物の搬出や製造業の最後の段階での作業については全く支障がないですし、マー

ケットはすぐ近くにあるということであります。日本の大手の、重工業ではございません

が、有力企業も大きな関心を示しておりますので、そういう企業に対する部品の供給、ま

たは完成品を最終的につくる段階での、いろいろな日本のいわゆるすり合わせの技術とい

うのは、必ず仕事としてそれなりのものが出てくると私は思っております。 

 鷲尾 ありがとうございます。ウィン・アウンさんにお聞きしたいのですけれども、こ

の 2 日間で色々なところをご訪問されて、随所で強調されていますのは、やはり日本の企

業は適切なミャンマーのカウンターパートをつかまえて、その彼らと一緒に仕事をしてい

くことが重要だということだったと思います。 

 そういった意味で、ミャンマーの将来を決める大きなインフラ、それから再三再四、強
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調されています潜在マーケットの大きさ、それからさらに、ミャンマーだけではなくて、

インドと中国に隣接しているというマーケット特性というものを考えながら、企業のお立

場から、また、合弁ないし一緒にプロジェクトを進めていく必要性を強調されているお立

場から、特に大阪の中小企業に対して、助言というのがあれば、いただきたいと思います。 

 ウー・ウィン・アウン ありがとうございます。中小企業の皆様方にぜひ考えていただ

きたいのは、我々ミャンマーの中小企業とぜひ提携していただきたい、ということです。

理由はシンプルです。三つの重要なポイントがあるからです。 

 中小企業が戦略的にビジネスをやり、そしてまた持続可能にビジネスをやっていく中で、

やはりマーケットアクセスが必要、そしてテクノロジーが二つ目に必要、そしてまた、資

本が必要ということです。この三つが大変重要です。その際、リソースがなければ、また、

勤勉に働く労働者がなければ、やりたいことができないわけです。 

 しかし、ミャンマーにはそういった労働資源が潤沢にありますし、また、原材料もあり

ます。現状では、ミャンマーの 80％以上の天然資源が、実際にはそのまま加工されずに海

外へと輸出されているのです。反面、輸入の 80％以上は完成品です。これら輸入は、消費

者向けのものです。ミャンマーは海外からの輸入に頼っているわけです。しかし、これら

輸入品を生産するための原材料は我々が輸出したものなのです。 

 ですから、非常にシンプルに且つ、明らかに言えることですが、もし我々が製造業をミ

ャンマーに打ち立てることができれば、例えば食料品などにおいてでもそうですが、それ

以外にも消費者が求めている製品はたくさんありますが、需要はそこにあるのです。しか

も、市場はどんどん大きくなっています。消費者がいるわけです。それだけでなく、ミャ

ンマーで製造した商品をヨーロッパやアメリカの市場にも出していけるわけです。欧州向

けや米国向けの特恵関税のメリットなども享受できます。 

 しかし、ミャンマーの中小企業だけではこのようなことはできません。パートナーが必

要なのです。日本の中小企業の皆様方のような…。 

 他の同僚が言及しておりましたが、インフラはすでにもうあります。あと数カ月で完成

します。日本の中小企業の皆様に使っていただけるものです。そして、ミャンマー商工会

議所としてもまた、日本の中小企業の皆様方に、ミャンマーの能力のある中小企業を紹介

したいと考えています。 

 我々も、日本の経済産業省や JICA と連携をとりながら、ミャンマー国内の中小企業の

能力を開発するセンター設立を用意しようとしています。ミャンマー・日本 HR（人的資
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源）インスティテュートと呼ばれるものです。これを商工会議所内に設立する予定です。

日本の中小企業の皆様方が何を必要としているのかを理解したい、と考えているわけです。

日本の中小企業が、どういった能力を持つミャンマーのパートナーを必要としているのか、

を理解しようと考えています。 

 商工会議所として、いくつかのプログラムも用意をしています。これによって、ミャン

マーの中小企業側の準備も整えようとしています。そして、日本の企業の皆様方との橋渡

しをしようと考えています。日本の中小企業の皆様方には、ぜひともこうした努力に関与

して行っていただきたいと思います。 

 同時に全国レベルの SME（中小企業）開発委員会というものを設立しようとしており

ます。大統領自らが、このリーダーを務めています。私もこの委員会に参加しております。

ですから、こうしたメカニズムを使って、ぜひ日本の中小企業の皆様方とミャンマーの中

小企業の橋渡しをして、両国が相互に恩恵を受けることができればと思っています。 

 やはり決意も必要です。どのようにすれば相互に恩恵を受けるかたちで手を携えてやっ

ていけるのか、ということ。誰が投資をするのか。誰が生産をするのか。我々の消費者向

けにも、それ以外にも海外の消費者向けにも、どのように生産した商品を供給していける

か…。そして、その際、ミャンマーという戦略的な立地を活用していただきたいというこ

と、ヨーロッパの市場、また、近隣諸国の人口の多い国にも、商品を供給していけるとい

うことなのです。以上です。 

 鷲尾 ありがとうございます。ともかくお聞きしていても、いろいろな局面で、ものす

ごく動きが早いと言いますか、あるいはアイデアがどんどん次々出てきているというのが

現状だと思います。 

 そういう状況の中で、実際に中小企業が進出するといった時に、インフラの整備として

の、ティラワの場合はまだ少し時間がかかるという状況の中で、例えばヤンゴン市に進出

しようとする場合に、ヤンゴン市から来られていますソーさんは、これはまたあちらこち

らで、ヤンゴン市としての計画があって、その中に中小企業にも向いていそうな、例えば

中小企業を受け入れられるような工場や倉庫スペースだとか、個別の具体的なプロジェク

トを計画されている、とお話されていましたけれども、そこを今ここでも、少し詳しく披

露していただけませんでしょうか。特にヤンゴン市として中小企業を迎えたい、あるいは

迎えるための具体的などんなアイデアとか計画があるかということを、少しご紹介いただ

ければと思います。 
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 ウー・キョウ・ソー ヤンゴン市におきましては中小企業を支援する取り組みを行なっ

ております。ヤンゴン市では 24 の工業団地が既にございます。日本の中小企業の皆様に

は是非来ていただきたい。特に通信分野、その他縫製業ですとか、或いは、車の部品、電

子機器、そういったものの工場進出先として是非来ていただきたい、と思っております。 

 例えば、ミンガラドンの工業団地の場合、既に丸紅が進出をしていただいております。

また、他の外資も、この地域に投資を始めております。多くの企業が、既に、いくつかの

工業団地に入居を完了しております。 

 ただ、場所によっては、工業団地がまだ完成していないところもあります。地元自治体

は、こうした工業団地も半年以内には完成をする、と発表しておりまして、そうなります

と、さまざまな体制が整えられることになります。特に、こうした工業団地に対する関心

が高まっている中で是非日本の皆様にも進出、投資をしていただいて、そして、私ども開

発う委員会と一緒に、ミャンマー工業化に向けた取り組みを行って頂きたいと思っていま

す。 

 鷲尾 まだ時間がございますので、ウィン・アウンさんにもう一つ質問があるのですが

…。来年、ミャンマーが ASEAN の議長国になる。だから今、ASEAN 域内の商工会議所

連合と言いますか、産業界の連合の中で、当然と言うと語弊がありますが、ウィンさんが

ビジネスサイドの ASEAN のある部分、取りまとめ役になる、というように位置づけにな

るのだと思います。 

 そういう脈略の中で、なおかつ、先ほどから盛んにこだわっておりますが、日本の企業

をご自分の国に引っ張っていきたい。あるいは、そういうことのために今は制度がまだ未

整備という状況の中で、日本側からいろいろな注文がおそらく出ると思いますけれども、

そういう注文を受けて、どのようにして実際に行政府と産業界の仲立ち役を務めていただ

けるか。その覚悟のほどを聞かせていただければと思います。 

 ウー・ウィン・アウン ありがとうございます。我々は断固たる決意をもって、そして

非常に大きなビジョンをもって、日本とミャンマー両国間の協力が確立していると見てお

ります。日本の中小企業、ならびに、ミャンマーに投資をしたいと考えておられる企業に

対しては、土地の価格は入手可能な合理的なレベルのものを、そして、日本レベルに達し

た質の高いインフラを提供したいと思っております。ミャンマー政府としては、このティ

ラワのコンソーシアムに対して、土地を手ごろな価格で提供しております。 

 また、日本政府のほうからは、ODA を通じた強力なサポートをいただいております。
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インフラの整備が中心になりますが、その中でも、ティラワの開発が特に重点事業という

ことです。こういった、日本・ミャンマー双方からの支援が非常に強力に行なわれる、と

いうことも皆さんもご理解ください。 

 その中で中小企業にどういった恩恵をもたらすことができるかというのが我々の関心で

す。我々といたしましては、昨年来、経済産業省と一緒にビジネス関連のプログラム、ビ

ジネスマッチングプログラム、商談プログラムを展開してまいりました。これは日本とミ

ャンマーの中小企業のマッチングのプログラムです。そうした努力の一環として、ビジネ

スフォーラムを開催しております。 

 中原さんの所属しておられる三菱商事のような大きな会社さんでいらっしゃいますと、

ノウハウを既にお持ちです。ビジネス展開のノウハウを既にお持ちでいらっしゃいます。

しかし、中小企業ということになりますと、やはり進出先の国についての情報をもっと得

る必要がありますし、また、誰に話を持っていったらいいのか、ということを知る必要が

あります。そういった情報を、ミャンマー商工会議所として提供したいと考えております。 

 日本の企業と提携したいと思っているミャンマーの企業の情報ですとか、そういったも

のを提供させていただきながら、あるいは中小企業支援センターといったところ、それか

らジェトロとも協力をしながら、商談プログラムというものを設定しております。 

 この商談プログラムはミャンマー、日本、両方で開催します。これまでに 22 名のミャ

ンマーの中小企業人を東京に送り、そしてまた、大阪でも商談会を開催をしております。

この 6 カ月ほどを振り返ってみますと、55 社がミャンマーに実際に日本から来られまして、

そしてそこでも私ども商工会議所の中で商談をしていただきました。315 の商談が成立を

しております。その際には、ミャンマーからは 60 社の企業が参加をいたしました。 

 いずれにせよ、こうした諸措置を通じて、日本とミャンマーの企業のかかわりを強化す

る方策をとっております。つまり、中小企業が情報収集をし、そして適切なパートナーを

見つける、そのためのお手伝いをさせていただいております。 

 皆様に本日、お渡しする資料として用意しておりますのが、投資ガイドというものであ

りまして、詳細がかなり詳しく書かれております。実際に申請の用紙もこの中には入って

おります。また、どういった税金の控除が受けられるか、あるいは貿易の環境はどうなの

か、こういったものが 140 ページにわたって網羅されております。これは主催者のほうに

お渡しをしておきます。データでもお渡ししておきますので、皆さん、ぜひこれを熟読し

ていただいて、中小企業としてどのようにすればミャンマー投資による恩恵を受けられる
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か。これをぜひ考えていただきたいと思います。合弁という方法もありますし、色々な方

法がありますので、ぜひお考えいただければと思います。 

 鷲尾 まだ時間が残っております。私としては若干、質問の順序を間違えてしまい申し

訳ありません。本来ですと、今のウィンさんの力強いメッセージで終わりたかったのです

けれども、少し時間が逆に余りましたものですから、2 点だけちょっと質問させてくださ

い。 

 これほどたくさんの大きな計画が、少なくとも同時並行で進行しつつあって、そのかな

りの部分が世界銀行だとか、ADB だとか、日本の借款だとか、経済援助で賄われていくプ

ロセスの中で、多くは実現していくのだと思うわけですけれども、これだけ短期にこれだ

け多くのプログラムを動かすと、物価への影響とか、そういうものを案じてしまいます。 

 それでなくても現状、アジア全体、東南アジア全体で賃金の上昇率が高まってきていて、

それがミャンマーにも一部、飛び火しかけている、という話が出てきましたし、それから

エネルギー、特に電力不足等々が現実に、今ミャンマーの大きな問題になっているとお聞

きしております。 

 そういった観点で一言ずつでけっこうなのですが、中原さん、それからもう一度アウン

さん、それからもう一つはタットさん、お三方に一言ずつ、これだけ同時にプログラムを

動かしていくことの物価だとか賃金だとかへの影響、さらには、エネルギー不足を加速す

る問題、そういう点への懸念をどうして払拭していけばいいか、一言だけコメントいただ

けませんでしょうか。まず中原さん、お願いします。 

 中原 ミャンマーが今から経済的な発展をたどっていく過程におきまして、今おっしゃ

られたような賃金の上昇、エネルギー不足は必ず起こると思います。 

 ただ、先ほど私が申し上げました通り、日本が ASEAN に注目したときが 1990 年前後

と申し上げましたが、そのときちょうどアメリカならびに EU によるミャンマー制裁が始

まっているときなのです。したがいまして、ASEAN で起こった経済的な発展、ASEAN

のインドネシア、タイ、フィリピンといった国で起こった経済発展がスタートしたときに、

ミャンマーがそういう非常につらい立場に置かれたということであります。そして今、ミ

ャンマーがやっとその遅れを取り戻して、今からミャンマーの経済発展が、他の ASEAN

諸国に追いついていくプロセスに入っていくのであると私は認識しています。 

 そうであれば、これらの ASEAN の中での先進工業国がたどったであろう苦しみを、ミ

ャンマーは必ず経験するのだろうなと私は思います。ただ、それは今のミャンマーの置か
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れている立場では避けては通れないことであり、それゆえ日本からのサポートもあるわけ

ですし、それからアメリカや EU もやがてそれに参画してくるでありましょう。その中で

私は必ず解消されていくと思います。個々の局面ではもちろん苦しいことはありますが、

それはビジネスに必ず付きまとうことでありまして、それはミャンマーの経済界、政府と

協働しながら克服していくしかない。今の時点でそれを恐れてもしょうがないと私は思っ

ております。 

 鷲尾 ありがとうございます。ではタットさん、恐縮ですけれども、ミャンマーの立場

から今の質問に対してコメントいただけませんでしょうか。 

 ウー・ティン・タット ありがとうございます。先生、とてもいい質問だと思います。

賃金、そして労働者という観点から言いますと、現時点においては人口の 70％が地方に住

んでいます。そして 60％以上が農業に従事をしています。製造や輸送、建設、サービスセ

クターがこれから伸びてきますと、やはり労働力が潤沢にありまして、彼らがそういった

セクターに流入してくるわけです。工業地域に対してです。 

 そして、それにまた加えまして、300 から 400 万人の人たちが近隣諸国で仕事をしてい

ます。タイやマレーシアなどに出稼ぎに行っているわけです。300 万人の人が合法的にも

非合法的にも海外で就業しています。彼らは早晩、戻ってくるわけです。実際に仕事のチ

ャンスがミャンマーにできてくれば…。 

 ですから 6000 万人の人たちというのは、これは人口としては小さいものではありませ

ん。すでに労働力はあるわけです。そして政府は今、職業教育を導入しています。スキル

の教育をしています。ですから職が創出された時には、その職に応じられるように準備し

ているのです。 

 さて、電力の供給ですけれども、政府は決定をいたしました。現在のガスの海外への販

売契約が終了する時期は今年度末ですけれども、それが終わりますと、近隣諸国に電力を

売るのではなくて、国内での消費をより重視していくという方向に変えていきます。もち

ろん多少の困難はあると思いますが、ガスの埋蔵量は十分にあります。そして国内使用が

できる分が増えますと、電力も供給が安定してくると考えられます。 

 最後に申し上げたいのは、ミャンマーには、やはり大きなチャンスがあるわけです。皆

さんご自身で、電力を創る、つまり、発電していただくチャンスがあると思います。例え

ば農業地域、そしてまた、森林地域も多くありますので、バイオマスなども使っていける

と思います。ペレットも使いながら電力発電ができると思います。例えば日本は現在、原
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子力を、石炭や、再生可能エネルギーで置き換えていかれているプロセスにあるかと思い

ます。ですから将来的には、こういった置き換え分野の技術を活用して、皆さんもミャン

マーに参入できる余地があると思うのです。 

 近隣諸国、中国やインド、またアメリカやヨーロッパでさえも、彼らはミャンマーに入

ってくるでしょう。そして、こういった分野に投資をしてくると思われます。ですから、

重要な投資分野になると思うのです。だから、日本がまず、こういった分野に投資を行い、

その可能性を切り開いていただきたいと思います。誰よりも早く、最初に入ってこられる

ことが重要だと思います。すべての準備が整ってから入ってこられるのであれば、少し遅

すぎるのではないかと思います。 

 鷲尾 再びウィンさんにメッセージを発していただきたいと思いますが、先ほど廣冨理

事長のほうからも紹介がありましたように、ローマからミャンマーに帰ってきて 1 泊して、

すぐこちらに来て、今晩、ミャンマーに飛んで帰って、明日の夕食は EU からミッション

が来るそうで、ミャンマーの大臣が 5 人ほど参加されるので、彼が夕食のホストをすると

のことです。 

 こういう行動パターンを見ておりますと、ついつい今日のお昼も、「時差を 1 時間経験

すると、寿命が 1 分短くなるよ」、みたいな話を実はさせていただいたのですが、ある種、

国士的と言いますか、ウィンさんはナショナリスティックに非常にミャンマーのために活

動をされておられます。そういうお立場から、大阪の、特に本日の聴衆の企業の方々にも

う一度、熱きメッセージを発して、このディスカッションを終わりたいと思います。アウ

ンさん、熱く聴衆に語りかけていただければ、と思います。 

 ウー・ウィン・アウン ありがとうございます。ハイライトしたいのは、私の同僚が今、

ミャンマーには潜在的に外国投資を受け入れる可能性がいかに大きいか、という話をして

くれました。今日、私が最後に強調したいのは、電力供給に関して多少の問題があるとし

ても、多くの国際企業が既にもう製造をミャンマーで始めているという事実です。この事

実は、どれほど我々が競争力があるか、ということを示している良い例だと思います。製

造に関してです。現在の電力のコストが高いということにもかかわらず、それを補う多く

のメリットがあるわけです。賃金面で非常に競争力がある、という状況があるわけです。

だ多くの企業がミャンマーにどんどんと参入をしてきています。 

 だからといって、我々は今の状況に満足をして何もしない、というわけではありません。

これも同僚がもう既に言いました。現在、我々は問題を解決しようとしています。考えら



13 

れる最高のやり方で、また即刻、電力不足を何とか解決しようと、すべての方法を使って

やろう、と考えています。発電量の増大計画を今、検討しています。太陽発電ですとか、

再生可能エネルギー、バイオマスエネルギーなども検討リストに入っています。そしても

ちろんガスもです。 

 こうした分野で、パートナーたちのしっかりとした理解を得ることができれば、皆さん

の必要としている電力を供給することができると思います。1 年、もしくは 1 年半以内に、

その目標を達成できると考えています。これは重要なポイントです。外国でビジネスをし

ようと考えますと、フィージビリティスタディなどをだいたい 3 カ月、6 カ月やります。

そして実際のスタート準備にも、やはり 3 カ月、6 カ月かかるわけです。製造をやろうと

決めて、実現するには、だいたい 1 年から 1 年半かかるわけです。それぐらいの期間には、

おそらく、既存の問題の解決も図られ、電力の供給もしっかりとできるようになっている

と思います。 

 ですから、現在の状況をこう着状態だとみなさないでください。ミャンマーに投資をす

る際の大きな障害だとは考えないでください。これは非常に短期間で解消される問題だと

いうことです。 

 それからもう一つ、今の状況の下で改革は現在進行中ですが、それが成功して、ミャン

マー人は、生活がより改善する、より良くなっていくだろう、という大きな期待を持って

います。それは、民主化とともに進展していくでしょう。そういう意味でも、雇用のチャ

ンスが大きくある、ということなのです。単に我々だけのメリットということではなく、

民主化のプロセスのためにもです。そしてまた、皆さんの投資というものがミャンマーの

国民のためにもなるのです。是非、投資を考えていただきたいと思います。 

 これを私の最後のメッセージとしたいと思います。今こそしっかりと計画を練り始める

時期だと思います。ミャンマーにおけるビジネスの確立に対してです。ミャンマーのパー

トナーと提携をしてもらって、現地の知識も吸収していただく。そしてまた、我々のほう

でも支援をすることもできると思います。ですから、できるだけ早く入って、最初に早く

に参入する方のチャンスをつかんでいただきたいと思います。国際基準の経済特区も用意

いたします。また、中小企業の皆様方に関しては、すでに計画がありまして、レンタルし

ていただける製造施設も用意をしようとしております。すぐに入ってきて、製造を開始し

ていただけるようになります。 

 これが最後のメッセージです。商工会議所といたしまして、必要なものはすべて提供す
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るようにいたしますので、E メールをぜひ送っていただければと思います。そうすれば、

どういった支援であっても必要なものをなるべく提供したいと思います。そして訪問され

る際にはどうぞお知らせください。そして日本の商工会議所ともしっかりと連携をしてお

りますので、ビジネスマッチングプログラムも今後も続けていこうと思っています。です

から、パートナーを見つけましょう。我々も支援いたします。どうぞミャンマーにお越し

ください。 

 鷲尾 2 分程終了時間がずれてしまいましたけれども、本日の最後の討論を終わりにし

たいと思います。アウンさん、ソーさん、タットさん、それから中原さん、村﨑さん、ど

うもありがとうございました。これで終わります。 

（拍手） 

 司会 皆様どうもありがとうございました。それではここで質問を受けさせていただき

ます。どうぞ質問がある方は挙手をお願いいたします。お時間の都合上、お一人だけとさ

せていただきますが、何か質問がございます方いらっしゃいませんでしょうか。よろしい

でしょうか。何かご質問がございましたら、ぜひ財団を通じてご連絡を賜りますようにお

願い申し上げます。 

 ○○ 1 人、手を挙げていらっしゃいます。 

 ○○ すみません。1 人おられるようですけれども。 

 司会 1 名、はい。お願いいたします。 

 質問 今日は貴重な話をありがとうございました。ちょっとネガティブな話なのですけ

れども、お聞かせ願いたいと思います。 

 実は私ども 12 月に現地の法人を立ち上げて、来年度からビジネスの再開をミャンマー

でするのですけれども、実は 10 月に視察に行かせていただいたときに、私どもが泊まっ

たホテルが次の日にテロに遭ったというニュースを聞いて、ちょっとびっくりしたのです

けれども、日本の政府の関係者の見解といたしましては、今後、ミャンマーのほうのテロ

とか、そういったリスクについてはどのようにお考えか、ちょっとお聞かせ願いたいです。 

 村﨑 私はその分野のエキスパートでもありませんし、非常にセンシティブな話だと思

いますので、軽々な発言はできないと思います。ただ、むしろ私自身は東京で、日本で交

通事故に遭う確率、それから 1 カ月前にワシントン D.C.に行ったわけですが、そのときに

私の家内は、ミャンマーに行くときは何も心配しないのですけれども、ワシントンに行く

ときに、最近物騒だから気をつけてねという話を言っていました。個々にはもちろん、注
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意するというか、ちょっとした気遣いということがものすごく大事なのだろうなと。これ

は 10 年前にイラクの復興をやっていたときに思ったことです。あまり今、ミャンマーで

テロという言葉を使うのは適切ではないのではないかという感じがしております。 

 質問 ありがとうございました。 

 司会 よろしいでしょうか。では他に質問がございましたら、ぜひ財団を通じてご連絡

をいただきますようお願いいたします。 

 それではご出演いただきました、講演いただいた皆様に最後にもう一度、大きな拍手を

皆様お願い申し上げます。 

（拍手） 

  


