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【第 2 部】 

 司会 皆様お待たせいたしました。それでは第 2 部「日本から見たミャンマーへの期待」

につきまして、まず三菱商事株式会社副社長執行役員の中原秀人様にご講演をお願いいた

します。 

 中原様のご経歴を簡単にご紹介いたします。中原様は 1973 年、東北大学をご卒業後、

三菱商事にご入社され、アメリカ、カナダ、イギリス、中国と世界各国に駐在され、2004

年に執行役員にご就任、2011 年には副社長執行役員にご昇進され、現在はコーポレート担

当役員としてグローバル渉外、経済協力、市場戦略などを担当しておられます。 

 それでは中原様、よろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 中原 ご紹介ありがとうございました。三菱商事の中原でございます。本日の第 1 部で

ミャンマーを代表される講演者がそれぞれ、ミャンマーの状況につき様々な角度からお話

しされていますので、私からはどちらかと言いますと、私の個人的なミャンマーに対する

見方についてお話ししたいと思います。 

 最初に 18 ページの地図をご覧ください。東は日本、西はインド、北はモンゴル、南は

インドネシアを含むアジアの地図が描かれておりますが、先ほどご紹介いただきました通

り、私は 2006 年から 2009 年まで中国の北京に駐在しておりました。ちょうど北京オリン

ピックを挟んだ 3 年間で中国も非常に希望に燃えてまい進していたときであります。 

 そのとき私は北京で暮らす中で、はたと気づいたことが一つありました。それは、中国

という国がいろいろな国に接しているということです。周囲の国々との間では、国境の在

り方とか、国境を挟んだ通商など、課題や難しい点があるわけです。中国という国はその

意味では、いろいろな場所で各国と、難しくも、将来に希望を持つ展開をしているのだな

と感じました。 

 いまご覧いただきました通り、また、ミャンマーからのゲストスピーカーがお話しされ

ました通り、ミャンマーがインドと中国の国境に接しているということは、ミャンマーに

とっての大きな条件設定であると私は思います。 

 その上で、4 ページをご覧いただきたいのですが、先ほどのアジアの地図をもう少しミ

ャンマーを中心に範囲を絞り込んで見てみましょう。すでにミャンマーからのゲストスピ

ーカーがお話しされた通り、ミャンマーは天然ガス資源がある豊富な国であり、埋蔵量は

世界で 10 番目であるというご説明もありました。このミャンマーの天然ガス開発という
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点ですが、実は世界の中でも大きな天然ガスの埋蔵量を持っている国であるにもかかわら

ず、ミャンマー国内におけるガスの利用というのはまだまだ少ないのです。 

 ミャンマーで生産されているガスは、地上を通り、隣国のタイに相当量がパイプライン

で輸出されております。また、つい最近でありますが、地図上で赤い線で示しております

チャオピューから中国の昆明までのガスパイプラインが開通いたしております。 

 非常におもしろいことに、チャオピューの近郊でガスの開発をしている企業は韓国企業

でございます。更に、中国の援助、開発費でガスパイプラインが昆明まで届き、そしてそ

の中国は昆明でこのガスを利用して大きな産業を育てようとしているということでありま

す。 

 私は北京におりまして、中国の大きな構想を耳にしました。アジアより西側にある地域

から、マラッカ海峡を通さずに、将来的にはミャンマー経由で物流ルートを確保するとい

う計画です。例えば中東産の原油につきましても、一度ミャンマーであげて、こんどは石

油パイプラインで昆明まで、またはさらに重慶まで持っていこうという大きな計画があり

ます。昆明までの石油パイプラインは年内に完成予定と聞いております。すなわち中国と

ミャンマーがそういう大きな計画を持っているということを私は北京時代に知ったわけで

あります。 

 一方で我が国とミャンマーとの関係というのはその当時、非常に小さな、細々としたも

のでございました。これは皆様ご承知の通りのミャンマーの戦後の歴史にかかわるわけで

あります。5 ページをご参照ください。戦後、ビルマ連邦として英国から独立して以降、

社会主義の導入、さらには 1988 年、民主化運動、国内の民族問題等々で軍事政権が成立

して、そのあと EU ならびに米国の制裁という中で、ミャンマーは非常に苦しい時代を過

ごしてきました。私が北京にいたときは、まだ制裁が非常に厳しい時代でございまして、

日本のミャンマーに対する関心も非常に薄かった時代でございました。 

 私は 2009 年に日本に帰任し、どういう国と投資や貿易を盛んにすべきかということを

考える立場になりました。ミャンマーという国に注目はしておりましたが、2011 年まで、

すなわちテイン・セイン大統領が政権をとられるまでは、なかなか積極的な展開がしにく

い環境下にありました。しかしながらテイン・セイン大統領の誕生、そして新しい民主化

政策、または外資に対する開放政策を大統領が選択され、そしてそれ以降、急速にミャン

マーの民主化ならびにミャンマーの国際化が進んだことは、今 3 人のゲストスピーカーが

お話しされた通りでございます。 
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 ページ 2 に戻ります。私はミャンマーにとって非常に重要な年は 2015 年であると考え

ております。この 2015 年に三つのことが起こります。国レベルでは総選挙が行なわれま

す。皆様ご承知の通り、テイン・セイン大統領ご自身は再出馬を表明されておりませんが、

テイン・セイン大統領の流れを汲む方、またはアウン・サン・スーチーさん、さらには別

の方が新しい国家のリーダーとして予定通り総選挙を経て、国を運営されていくのであり

ましょう。この国はもはや民主化の路線を逆戻りすることはない、2015 年の総選挙でさら

に民主化ならびに国の開放というものを進めていくであろうと信じております。 

 それから 2015 年には何度もお話がありました通り、ASEAN の統合が行なわれます。

その前年、ミャンマーは ASEAN の議長国となり、2015 年の ASEAN 統合を迎えるわけ

であります。 

 ASEAN がどのようなかたちで統合されるか。日本よりも 1 人あたり GDP は高いシン

ガポールという小さいながらも大先進国がある一方、カンボジア、ラオスといった、まだ

まだ経済発展を進めていかなくてはいけない国もあるわけです。このように非常に国の力

が異なっている、人口も経済力も異なっている ASEAN10 カ国がどのようなかたちで統合

されるのか。これは非常に難しい面もありますが、私どももアジアの一員として、この

ASEAN 統合が 10 カ国の利益のために進んでいくように側面援助をしていかねばならな

いだろうと思います。 

 そういう中で私は 2011 年の年末に、初めてミャンマーという国を訪れました。そのと

き、ヤンゴンにある私どもの支店は日本人 1 名、ミャンマー人 10 名程度という小さな所

帯でございました。現在、三菱商事のヤンゴン支店は日本人 9 名、つまり過去 2 年程で 1

名から 9 名に増え、ミャンマー人の社員も約 30 名に増えております。 

 ミャンマーはまだまだ経済的には小さな国であります。国内の消費もまだまだ少ないで

すし、世界各国との貿易量も小さいです。しかしながら、なぜ我々三菱商事がこの国に大

きな期待をかけているかと言いますと、これは日本と他の ASEAN 諸国との過去のかかわ

りあいを振り返ってのことであります。 

 皆様よくご承知のチャイナ・プラス・ワンという言葉に象徴される通り、日本の製造業、

または卸につきましても、中国に対する依存度を少しずつ相対的には減らしていって、東

南アジアへの比重を高めていこうという動きが、いま日本全体にございます。これは中国

に対する投資の一種の飽和状態が近いということであると思います。 

 我々の目で ASEAN の国々を眺めてみた場合、インドネシア、それからタイ、フィリピ
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ンの 3 カ国が ASEAN10 カ国の中で日本が比較的早く投資を開始し、貿易の面でも非常に

近かった国でございます。ではこの 3 カ国、インドネシア、タイ、フィリピンに対する日

本の投資が非常に大きく拡大した年は何年であったかといいますと、だいたい 1990 年前

後でございます。1990 年前後といいますと、これはものすごく昔のことではなくつい最近

のことであります。わずか 20 年程度昔に日本は ASEAN のこの 3 カ国に対する投資を加

速したわけであります。 

 それを考えますと、ミャンマーは、昨年から国を開いてきましたけれども、このミャン

マーの経済的な発展が 2015 年に加速され、そしてそれからたぶん 20 年はかからないうち

に先ほどの 3 か国の現在の水準に達するだろうと思います。15 年程度で進むでしょう。そ

うしますと 2030 年には、もしかするとミャンマーは、今のタイやインドネシアのような

活況を呈しているかもしれません。そのときに果たして日本が、私の立場から申し上げれ

ば三菱商事が、今タイやインドネシアで活動しているような、そういうダイナミズムをも

ってミャンマーで活動していられるであろうかと、私は 2011 年頃に自問自答しました。 

 そのような思いの中、日本政府はミャンマーに対して大きな協力を行うと日本政府の方

針として掲げ、我々民間に対し呼びかけを経済産業省のほうからいただいたわけです。こ

れが、ミャンマーにどういうかたちで取っ掛かりをつくろうかと考えていた我々にとって、

一つのヒントになったわけです。それがティラワであります。 

 2015 年ティラワの工業団地開業を目指して、いま私どもは力を注いでおりますが、必ず

これは成し遂げねばならない事業であると思っております。ティラワにつきまして 18 ペ

ージ以降をご覧いただければと思います。 

 ティラワの開発につきましては、今 3 人のゲストスピーカーからもお話がありましたが、

日本側の当事者としては三菱商事と住友商事と丸紅、この 3 商社が中心となって、先月の

29 日に、ミャンマーの企業との間で共同事業体を設立するための正式な契約書を締結いた

しました。ミャンマー側が 51％、日本側が 49％という構成であります。 

 日本側の 49％につきましては、先ほど申し上げました商社 3 社と限定しているわけでは

全くございません。日本企業でご関心をお持ちの方がいらっしゃれば、この工業団地の運

営会社には皆様、誰でもご参加いただければと思います。もうすぐこれに対するご案内を

申し上げられる時期が来ると思います。共同事業体が運営する工業団地に、事業進出をご

希望される企業の皆様については、日本に限らず世界中の企業にご参加いただきたいと私

どもは考えております。 
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 工業団地の運営の目的は、利益を追求するというより、ミャンマーにおける日本の存在、

日本の企業が超一級のクオリティの高い工業団地をつくるのであるという強い決意で民間

が取り組んでおります。これをサポートするかたちで周辺のインフラ、電力や交通網につ

いては、日本政府の強いコミットをいただいております。我々といたしましてはミャンマ

ーという国の発展、さらには日本とミャンマーの経済的な結びつきの一つの大きな象徴的

なプロジェクトとしてこのプロジェクトを成し遂げたいと考えております。 

 では、このティラワという工業団地がどのようなものに適しているのか。これは皆様ぜ

ひご検討いただきたいのですが、特徴の一つとして川に面していることが挙げられます。

従いまして深い水深は取れません。例えば高炉の製鉄業ですとか、大がかりな精錬業とか、

こういう事業にはたぶん向かないでしょう。しかしながら先ほどのご紹介にもありました

通り、例えばミャンマーの豊富な農業資源をベースとした食品加工業ですとか、それから

自動車の組み立てですとか、そういった事業には適していますし、大きなマーケット、す

なわちヤンゴンに近いところに位置していることは利点であると私どもは考えております。 

 時間が迫りましたので、そろそろまとめに入りたいと思いますが、もう一度 4 ページの

地図を見ていただければと思います。これもゲストスピーカーからお話がありました通り、

ミャンマーという国は非常におもしろいところに位置しております。地図上にヤンゴンが

見えると思いますが、ヤンゴンのすぐ近郊にティラワがありまして、これにつきましては

私が申し上げました通り、どちらかというと軽い工業、大工場ではなくて市場密着型の産

業が適していると思います。 

 一方でその南にございますダウェイの開発ですが、これはたぶん 20 年ぐらいの大がか

りなプロジェクトになると思います。こちらのほうは大きな重工業に適したところになる

と思います。理由としてはベトナムから続く南部経済回廊の終点でございますし、その北

側には東西経済回廊があります。日本政府も当然、この両方のルートの確立を推している

わけですが、そうしますと ASEAN の工業国、タイ、それからさらにはベトナムとミャン

マーがつながるわけでございまして、そしてダウェイが開発されれば、将来的にはインド、

さらにはアフリカといったマーケットを臨むアクセスになると考えております。 

 以上が我々がミャンマーにかける思いであります。繰り返しになりますが、ミャンマー

は ASEAN という大きな発展する市場、統合される市場の西の端にあります。西の端にあ

って、さらにインド、アフリカを臨む地点にございます。日本は ASEAN の真ん中にある

タイ、それからインドネシア、さらにはフィリピン、これらの国では、貿易・投資につき
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ましても 1 位、2 位、3 位のどれかに入るぐらいの大きなプレゼンスを持っておりますが、

ベトナム、ミャンマーという西と東の要衝、この二つの国に対する進出は、まだ端緒につ

いたばかりであると思います。 

 三菱商事といたしましても、多くの日本企業と一緒になって ASEAN のインテグレーシ

ョン、ASEAN 統合の中におけるミャンマーという国の重要性を認識して、着実な日本企

業らしいビジネス展開をしていきたい、その一助になればと考えております。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

 司会 中原様、どうもありがとうございました。 


