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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。今日はスピーカ

ーがそれぞれミャンマーのいろいろな状況につきまして、ペーパーも含めてお話しされて

いますので、私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というも

のをお話し申し上げたいと思います。 

 最初にページで言えば 18 ページを見ていただきたいのですが、先ほどご紹介いただき

ました通り、私は中国の北京に駐在していた時期がございまして、2006 年から 2009 年ま

ででございました。ちょうど北京オリンピックを挟んだ 3 年間でございましたので、日中

関係も非常に良好で、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。 

 そのとき私がはたと気づきましたことが一つありまして、北京におりますと、中国とい

う国がいろいろな国に接しているわけです。それで当然のことですが、そういう国境を接

しているということは、やはり国境の問題とか、国境を挟んだ通商とか、いろいろな課題

や難しい点があるわけで、中国という国はその意味では、いろいろなところでいろいろな

国と難しい、または将来に希望を持つ展開をしているのだなと感じました。 

 いま見て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、インドと中国と国境を接しているということは、このミャンマーという国の

大きな条件設定であると私は思います。 

 その上で、ページでいきますと 4 ページをちょっと見ていただきたいのですが、先ほど

の大きなアジアの地図をもう少しミャンマーを中心として見たわけですが、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、ミャンマーという国はガスの豊富な国

であります。世界で埋蔵量で 10 番目にあるというお話を先ほどされていましたが、この
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ミャンマーのガス開発という点でありますが、実は世界での大きな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

ないです。 

 そしてガスは、地上を通りまして隣国のタイに相当量のガスがパイプラインで輸出され

ております。そしてつい最近でありますが、今年に入りまして、あそこにチャオピューと

書いてありますが、チャオピューから中国の昆明までパイプラインと言いますか、赤い線

が入っているのがお分かりいただけるかと思いますが、このガスパイプラインが開通いた

しております。 

 そして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。そして中国の援助によりまして、中国の開発費でガスパイプライン

が昆明まで届き、そして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、いわゆるマラッカ海峡を通さずに、将来的

にはミャンマー経由、例えば中東の油につきましても、1 回ミャンマーで上げて、こんど

は石油パイプラインを、これは年内に完成予定と私は聞いておりますが、原油につきまし

てもミャンマー経由、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。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

ございますけれども、これは 5 ページをちょっとご参照ください。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、非常に苦

しい時代を過ごしてきた。それが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 年に日本に戻りまして、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て、ミャンマーということに注目しておりましたが、2011 年ま

で、すなわちテイン・セイン大統領が政権をとって大統領にご就任されるまでは、なかな

かミャンマーという国に対して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
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というの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。 

 ページ 2 に戻ります。逆に進んでおりますが。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、またはアウンサン

スーチー、さらには別の方が新しい国家のリーダーとしてたぶん総選挙のあと、国を運営

されていくのでありましょう。しかしながら、この国はもはや民主化の路線というものを

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

まだ経済発展をやっていかなくてはいけない国もあるわけです。こういう非常に国の力が

違っている、人口的にも経済力も違っている 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、私どもアジアの一員として、この ASEAN

統合を 10 カ国の利益のために進んでいくように我々も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 年のほぼ年末に、初めてミャンマーという国を訪れました。そ

のとき、私どものミャンマーの支店、ヤンゴンオフィスと我々は呼んでおりますが、ヤン

ゴンオフィスには日本人 1 名、ミャンマー人 9 名という、…？…12～13 名いましたか。

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、1 名か

ら 9 名に増え、ミャンマー人の社員も 30 名に増えております。 

 実は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小さ

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。 

 皆様よくご承知の通り、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
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製造業、または卸しにつきましても、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。

これは別に中国との対立というよりは、中国に対する投資の一種の飽和状態が近いという

こともあるとは思います。 

 ただ、我々にとりまして ASEAN という国々を眺めてみた場合に、インドネシア、それ

からタイ、フィリピンの 3 カ国が ASEAN の 10 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 3 カ国でございますが、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。といいますと、1990 年前後はものすごく昔

のことではないわけです。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、ミャンマーに対して、去年、おととしからミャンマーは国を開いて

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いうのが、私が 2011年頃に自問自答したことであります。 

 そういう状態にありましたときに、日本政府はミャンマーに対する大きな協力というも

のを日本政府の方針として掲げ、そして我々民間に対する呼びかけを経産省のほうからい

ただいた。そしてそれが我々三菱商事だけを考えても、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あぐね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、いま私どもは頑張っておりますが、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ページと

しては 18 ページからでございますが、ちょっと見て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、

これは今、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、つい先日、ミャンマーの企業との間で覚書と言いますか、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。 
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 しかしながら日本側の 49％につきましては、先ほど申し上げました商社 3 社を限定して

いるわけでは全くございません。日本企業の方がご参加されたいということであれば、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。あと本当に 1 カ月とか 2 カ月とい

うタイミングであります。さらには工業団地が運営する工業団地に対して、事業進出をご

希望される企業の皆様は、これは日本に限らず世界中の企業に参加いただきたいと私ども

は考えております。 

 工業団地の運営そのものは利益を追求するというよりは、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し、それをサポートするかたちでその周辺のインフラ、電力で

すとか交通網につきまして、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やり切りたいと考えており

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、特徴の一つとしては川に面しております。したがいまし

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

錬業とか、こういうものにはたぶん向かないだろう。しかしながら先ほどのご紹介にもあ

りました通り、例えば食品加工業、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、そういったものには適していますし、

大きなマーケット、ヤンゴンに近いところにあると私どもは考えております。 

 時間が迫りましたので、このへんで終わらせたいと思いますが、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面しております。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は、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、その北側には日本政
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府も当然、この二つとも日本政府は推しているわけですが、東西経済回廊が行っておりま

す。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が、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、これらの国につきましては、貿易

につきましても投資につきましても 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。 

 それでは続きまして、経済産業省貿易経済協力局戦略輸出交渉官の村﨑勉様にご講演を

お願いいたします。 

 村﨑様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。村﨑様は 1985 年、東京工業大学

大学院をご卒業後、現在の経済産業省である通商産業省にご入省されました。その後、英

国王立国際問題研究所、英国貿易産業省に駐在され、2003 年には経済産業省国際プラント

推進室長にご昇進、2010 年には経済産業省非鉄金属課長にご就任、その後、現在の戦略輸

出交渉官にご就任されています。 

 それでは村﨑様、よろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 村﨑 どうも皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました経済産業省の村﨑でございま

す。私は経済産業省で何をしているかと申し上げますと、政府の立場にあってインフラの

セールスマンのようなことをしております。世界中のいろいろな国で発電所であるとか、

あるいは水のシステム、あるいは鉄道、あるいは石油、ガスの処理施設というものを必要

としているところに日本のクオリティを求める商品というものを展開していくということ
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を職務としています。 

 そのような関係から世界中を飛び回るわけですが、現在のポストに就いて私は 2 年と 4

カ月たちました。この間にジャカルタに 1 回、ハノイに 1 回、あるいはバンコクに 2 回、

あるいは中東、あるいはちょっと特殊な交渉があってアメリカというところに行くわけで

すが、ミャンマーに 27 回行きました。 

 このようなことから私のほうからは、まずミャンマーをどのように日本政府が見ている

か。それから日本政府はこれまで何をやってきたか。それから特にミャンマーに対して投

資をお考えの皆様に、ティラワというものがどういうプロジェクトであるか。この点をご

説明させていただきたいと思います。 

 ページを 1 枚お願いいたします。ミャンマーの投資の魅力はいろいろ説明が可能なわけ

ですけれども、やはりいちばんポイントを絞れば、6000 万人を超える人口ということに尽

きると思います。これはさまざまな事業のパートナーとしてお付き合いをするときの供給

であり、併せて大きな市場を示しているということだと思います。それからやはり、現時

点における賃金は月額だいたい 100 ドルと言われるわけですが、この 2 点がいちばん今、

ミャンマーを考えたときの投資のポイントになるところだと思っております。 

 現在、2011 年にテイン・セイン大統領が就任されて、大変なスピードで改革を進めてい

るわけでございます。これにつきましては 2011 年 3 月にこの政権が出来たとき、言葉を

選ばずに申し上げますけれども、世界の一般的な認識というのは、旧来の政権のかいらい

政権ではないのか。何が変わるのかという認識であったと思います。しかし、私たちは今

まで 2 年強の間、見てきたように、ミャンマーで進められている改革というものは本物で

す。 

 実は私も 20 回を超えるミャンマー出張の中で、総理であるとか、副総理との会談に同

席するかたちで、テイン・セイン大統領に 5 回お会いをする機会に恵まれました。それで

やはり人間同士、どんなに偉い人でも会えば分かるものだなと思うわけですが、やはりテ

イン・セイン大統領は非常に強い意志をもって改革を進める。ここは一点の曇りもないと

思っております。 

 この我々が目の当りにしている改革というものを受けるかたちで欧米も反応しているわ

けでございます。欧州は早々と政策リフトアップしたわけでございますけれども、アメリ

カも同様で、もともと例えば 10 年ぐらい前、ミャンマーの縫製製品の最大の輸出国とい

うのは、デスティネーションはアメリカだったわけです。これをアメリカが制裁を科すか
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たちで、半分ぐらいのミャンマーの縫製品の輸出というのは止まったわけでございますが、

アメリカ政府は今の段階ではこういう制裁措置というのは解除しているという状況にあり

ます。 

 実は私はアメリカにも出張しましたと最初に申し上げたのですが、アメリカに行ったと

きも、結局はワシントンで私のカウンターパートとミャンマーの話をいたしました。アメ

リカの国務省のミャンマーの責任者も全く同じ認識であって、ミャンマーがいま進めてい

る民主化、改革というものを支援しなければいけない。 

 政府はまさにそう動いているわけですが、非常に分かりやすい感想として、アメリカの

企業はどうですかと聞いたところ、我々は民主化支援という方向に動いているのだけれど

も、やはりおっかなびっくりで、ちょっとまだ二の足を踏まないといけないのではないか

という感じが企業にはある。ぜひ日本政府と一緒にミャンマーの改革を後戻りしないよう

に支援をしていきたいというようなことをアメリカ人も言っていました。 

 1 ページ次にいきます。貿易の概況ですが、今のミャンマーの貿易の相手国というのは

中国、タイというのが多いです。下の折れ線グラフをご覧いただきまして、時系列になっ

ていますけれども、青がミャンマーからの輸出、赤がミャンマーの輸入ということです。

2011 年、2012 年の二つをご覧いただきまして、もともと天然ガスであるとか農産品とい

うもので貿易黒字、輸出超だったわけですが、急激に輸入が伸びていて、今バランスして

いる状況にあります。 

 この輸入の急拡大が何かと言うと、大きく言って日本からの中古車、それからもう一つ

が石油製品、天然ガス製品です。ミャンマーは資源国なのですけれども、長い間閉ざされ

ていた事情で、資源を有効に活用する施設を持っていない。テイン・セイン大統領の進め

る改革というのが非常に速いスピードであって、経済も活性化しているわけです。その中

で石油製品の輸入が急拡大をしているという状況にあります。 

 次のページをご覧ください。投資についてですけれども、外資によるミャンマーへの投

資というのは、これまで中国、タイなどの資源に対する投資、それともう一つは水力発電

に対する投資と、これらが多かったです。資源に対する投資はミャンマーで今、ヤダナガ

ス田、イェタグンガス田という主力のガス田がございますけれども、ここを含め、ガス田

への投資はもともとアメリカのメジャーであるシェブロン、あるいはフランスのトラルと

いうところが投資をしていたもの。それに加えてタイの PTT であるとか、韓国の大宇イン

ターナショナルというところが投資をして、累積投資額では大きなシェアを占めていると
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いうことになっております。 

 それからもう一つは発電分野への投資でございまして、中国とかタイの国境近辺で大型

の水力発電があります。ミャンマーではある意味では IPP というわけですけれども、中国

やタイがミャンマーの水力資源を利用するかたちで 85％、ないしは場合によっては 90％

は自国で電気を使う。残された 10％、15％がミャンマーにディストリビュートされるとい

うかたちで発電投資が行なわれております。 

 いま急なスピードで進むミャンマーの改革という中で外国投資法とか、あるいは SEZ

法、SEZ 法は改正 SEZ 法が今、最終審議段階にあるわけですけれども、これらの制度を

一言で誤解を恐れず申し上げれば、近隣の東南アジア諸国の外周地制度と比べて何らそん

色はないということでございます。この変化を受けて、ミャンマーに対して発電とか資源

だけではなく、製造業などで投資が進みつつあるということです。 

 ミャンマーへの今の日本の進出企業という数は 121 社で増えています。ただ、増えてい

るとは言っても、これはほとんどまだ、駐在員事務所のような状態のところが多くて、ま

だまだ本格投資というのはこれからというのが現状だと思います。 

 そのときにだいたいミャンマーに関心をお持ちで、投資するかどうかという方がいろい

ろ懸念事項として挙げられるのは、やはりインフラの不足、それから制度の未整備、それ

から 2015 年に総選挙を迎えるわけだけれども、大きな転換はまたないのかということだ

と思います。 

 まずインフラについては、日本政府も円借款、ODA などを使って、電力であるとか、

交通、あるいは水という基本的なインフラの整備というのを支援しているわけですけれど

も、制度については先ほど申し上げましたように、実は外国投資法にしても SEZ 法にして

も、法制度自身は隣国と比べて何らそん色がないわけです。しかしやはり、そうは言って

も個別の通関手続きとか、会社の設立にあたっての登記の手続きとか、こういうものはち

ゃんとスムーズにできるのだろうかというのがいちばんの懸念事項ではないかと思ってお

ります。この点、後半で私はティラワの紹介をさせていただきますが、そこで補足をいた

します。 

 次のページで、それではこの約 2 年間、日本政府は何をしてきたかという意味で申し上

げますと、ちょっと口幅ったい表現になりますが、日本は間違いなく国際社会を先導して、

ミャンマーの改革支援を行なっていると言って問題ないと思っております。 

 まず、民主化を進めるミャンマーにおいて、やはりインフラの不足、それから経済活動
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を活発化するための制度整備ということがあるわけですが、インフラというのは、やはり

どんなものでも 1000億円とか、巨額の資金が必要になる。これはいろいろな途上国でODA

というかたちで支援をするわけですけれども、まずミャンマーには長い間の延滞債務とい

う問題がありました。昔の借金を返していないと、新しい融資をするわけにはいかないと

いうわけですけれども、日本が持っていた延滞債権というのが5000億円というレベルで、

群を抜いて大きかったわけです。 

 それで日本政府は、この始めた改革を支援するために、世銀であるとかアジア開銀であ

るとか、あるいはヨーロッパのドナーというのをまとめあげるかたちで延滞債務問題とい

うものを解消しました。それで新しくインフラ整備のための資金支援ができる環境が整っ

たわけです。 

 日本政府はこれまでに円借款で 510 億円、それから無償資金、技術協力で 400 億円とい

うかたちで供与決定をしています。もちろん大型のインフラだけではなく、人材育成であ

るとか、あるいは地方の貧困削減というものに目を配りながらサポートをしている。 

 日本政府は今年に入ってからだけで安倍総理、それから麻生副総理、それから太田国交

大臣、それと茂木大臣と 4 人の閣僚が立て続けに訪問をしていまして、日本の閣僚が 1 カ

国に訪問しているという意味では、これはトップにございます。 

 また、日本企業も盛んにミャンマーに訪問をしている。これはもう、説明の用がないと

思います。 

 このような中で、ティラワ開発というものについて若干ご説明をさせていただきますと、

最大の商都、人口はグレーターヤンゴンで 700 万人、先ほどのような労働賃金という水準

にあるわけですけれども、そのヤンゴンの中心市街地から 23km 南のほうに下りた地域で、

2400ha です。すみません。私は東京の表現になってしまうのですが、東京で見たときに

横浜みなとみらいであるとか、幕張新都心というような地域が、まだ全く未開発で残され

ているというような場所でございます。 

 まだもちろん企業に進出いただくには電力であるとか、水であるとか、あるいは物流、

交通というインフラが不十分です。ここについては、日本政府はフルサポートで必要とな

るインフラに対して必要となる資金を円借款、ODA でサポートします。 

 しかし、開発自身は日本政府にそんな経験があるわけではありませんので、アジアのい

ろいろな国で企業の進出拠点、工業団地といって差し支えないと思いますが、これで経験

を有している日本の企業、それから何と言っても、やはりミャンマーでやるからには、ミ
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ャンマーのことを精通したミャンマーの民間資本に入っていただけなければ、うまくいか

ないわけで、そこで開発事業体をつくる。これが 2 週間前、東京で、今日もいらっしゃい

ますウィン・アウン会頭、あるいは中原副社長に署名者として立っていただき、開発事業

体をつくったという状況にございます。 

 1 ページめくりまして、スケジュールでございますが、2015 年の開業を目指しています。

いま申し上げましたように、開発主体であるジョイントベンチャーは設立され、年内には

工事着工をしていくという見込みでございます。 

 ティラワにつきまして何がいちばんの売りかということを申し上げますと、先ほど申し

上げましたように、SEZ 法というのは法律としては十分魅力的な法律となっています。そ

れから、いま不足であるというインフラについては、ミャンマー政府と日本政府で相談し

ながら、特にやはり電力だと思っています。電力についてはグリッドから引いてくる。送

電線を持ってきて、変電所を置くというだけではなく、バックアップとして独立電源を置

くというようなかたちで、電気の供給について、とにかく不安のないようにということで

進めているところでございます。 

 ただ、ティラワについて、このようなかたちでいよいよフィジカルな開発というものは

スタートするわけでございますけれども、最大の売りは、おそらくはこれからやっていく

ワン・ストップ・ショップというものにあるのではないかと思っています。いくら法制度

が見た目にはちゃんとしていても、一つひとつの許認可の手続き申請、あるいは通関であ

るとか、あるいは送金であるとか、個別の認可手続というものがなかなかスムーズにいか

ないということが、いちばん投資にとってはハードルになると思いますので、ミャンマー

政府もこれを実はすごくよく分かっています。 

 したがって自分たちは本当に効率的・効果的であるワン・ストップ・ショップというも

のをティラワで実現したい。しかし自分たちには経験がない。だから、どのようにすれば

進出を考える企業にとって、便利なワン・ストップのウィンドウをきちんと置けるかとい

うことを協力してほしい。ここをいま進めているところでございます。 

 今日、こちらに来まして「おお」と思いましたのが、配付されていますジェトロの「ヤ

ンゴンスタイル」という非常にカラフルなドキュメントがありまして、私ももう、あちら

こちらで、実は大阪でもこれで 4 回目、ティラワの講演をやるわけですけれども、なかな

か今のヤンゴンというものをうまく説明できないと思うのです。ジェトロの「ヤンゴンス

タイル」というのはこれこそまさに今のミャンマーをよく表しているなという感じがいた
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します。 

 10 年ぐらい前に経済産業省で CLMV 勉強会というのをやった記憶があります。カンボ

ジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムということで、日本としての経済のつながりをいか

に強化していくか。それぞれの国で経験豊かな方たちにお越しいただいてやるのですが、

最初の 1 時間は冷静な討議なのです。ただ、後半 1 時間になると、もう皆さん、我が愛し

のカンボジア、我が愛しのラオス、我が愛しのミャンマーというお国自慢になったことを、

よく記憶しています。 

 ミャンマーは間違いなく今がタイミングだと思いますし、日本政府としても日本の経済

強化のための産業のつながりを深くする。それと同時にミャンマーが今、強い意志をもっ

て進める改革というものをフルサポートしたいということで取り組んでいる最中でござい

ます。 

 以上です。（拍手） 

 司会 どうもありがとうございました。 

 


