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ミャンマー固有のリスクと対応策
三井物産株式会社
法務部

岩田

航介

各国主要企業の事務所開設や視察ラッシュにみられるように、今、ミャンマーに熱い視線が注がれている。一方、
これまでの制裁状況や政治・民族問題にかんがみると、ミャンマーには通常の途上国とは異なる、特有のリスクが
存在する。本稿ではそれらのリスクと対応策を実務家の視点から論じたい。
【要約】
１．ミャンマーの制裁は全面解除されたわけではなく、一部継続されている。また、人道上の問題や反民主化の動
きがみられた場合は、制裁が即座に全面的に再開される可能性がある。
２．パートナーとして選定したローカル企業の仕事の進め方（劣悪な条件での労働強制など）次第ではレピュテー
ション・リスクが顕在化し得る。法律があいまいで多義的なため、許認可取得などに際してコンプライアンス
上の問題に直面し得る点も要注意。ミャンマーは国際透明度ランキング183カ国中180位（http://www.
transparency.org/country/#MMR）
。
３．上記のリスクを回避できても、2015年の総選挙でスー・チー氏率いる最大野党・国民民主連盟（NLD）への政
権交代がなされる可能性。これに伴う政策変更リスクあり。
４．政権交代の有無にかかわらず、130以上の民族を抱えるミャンマーでは、民族対立に伴うリスクも要考慮。

日本国政府はミャンマーに対し制裁措置をとって

1． 制裁再開リスク

いないが、本邦企業も米国の制裁法の適用対象とな
るので要注意である。SDNリスト（http://sdnsearch.

（1）現存リスク
制裁緩和に伴うミャンマーへの事業進出に関する

ofac.treas.gov/）には、ミャンマー有力企業のほぼす
べてが掲載されているともいわれ、たとえば日本企

報道が続くが、主要各国の制裁法が廃止されたわけ

業の米国子会社からミャンマーに投資を行い、かつ、

ではなく、一時的に「停止」されているというのが

かかるSDN企業と契約を行う場合はその米国子会社

正しい現状認識である。たとえば、EUは制裁措置の

が制裁対象となる。また、本店から投資を行う場合

大部分を来年2013年４月まで時限的に停止している

でも US Nexus（米国との何らかのつながり） があ

にすぎない。いつでも制裁全面再開するとのムチを

ると認定され、かつSDN企業と取引する場合は制裁

片手に、制裁の「一時停止」というアメで反民主化

の対象となる。US Nexusは広く解釈され、米ドルで

の動きをけん制し、民主化を促進するというのが欧

の投資の場合、一定程度の規模となれば実は何らか

米主要各国の狙いである。したがって、反民主化の

のかたちで米系銀行を決済ルートとして経由するこ

動きや人道上の問題が再発した場合は、すぐに制裁

とになるが、それだけでUS Nexusがあるとされ得る

が全面再開される可能性がある。

ので注意が必要である。

また、武器は当然のこととして、国内弾圧に転用
可能な機器の輸出など制裁が維持されている分野が

（2）リスク対処例

ある。加えて、米国は過去に武器・麻薬取引などを

上記は米国制裁法の一例であるが、実際の投資に

行った個人・企業を Specially Designated Nationals

あたってはカナダ、豪州、英国、EUなど各欧米主要

（SDN） として、こうした個人・企業との取引を制

国の制裁法それぞれの適用可能性を、どの国の法人

裁対象としている。

から投資するか、どの通貨を採用するか、送金ルー
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ト（米系銀行を経由しない決裁ルートが実際に存在

いものの、強制労働などを黙認したということで、

するのか）
、現地パートナーや主要契約先は制裁対象

共謀（ほう助）とされた。

企業リストに掲載されていないかなど、個別具体的

また、コンプライアンスについても要注意である。

に分析することが必要となる。制裁対象となった場

ミャンマーは国際透明度ランキングでは183カ国中

合は、取引額の２倍の制裁金が課されるだけでなく、

180位という最低レベルにある（北朝鮮・ソマリアな

取締役として意思決定した個人も禁固や罰金の対象

注
。ミャンマーの法制度は不明確な部分が
どと同等）

となり得ることから、個別事業ごとに、知見のある

多く残され、通達による運用が多々なされている。

がいぜん

欧米ロー・ファームに制裁対象となるか否かの蓋然

そして法律上、外資には禁止されていると思える分

性分析を依頼すべきである。また、ローカル・パー

野であっても、ミャンマーに対する特段の利益があ

トナーとの株主間協定書などに、武器・麻薬取引に

ると認定されれば、投資が許可されるケースがある。

かかわる組織ではないことを表明・保証させるとと

フレキシビリティが高いという意味ではメリットと

もに、コンプライアンス上または人道主義上問題と

もいえるが、広範な裁量ゆえに贈収賄の温床となっ

なる行為を行わないことを約させることも必要だ。

ている。政府は近代的な法制度導入に向け法律整備

制裁対象企業リストに現在載っていなかったとして

を行うと発表しているが、いかなる改正がなされて

も、リストは随時更新されるため、後述するような

も、裁量は依然多く存在すると考えられ、許可を得

国際的なインテリジェンス調査会社に委託するなど、

る過程で贈収賄などのコンプライアンス上の問題に

武器・麻薬取引への関与、コンプライアンス上問題

直面するリスクが残る。

を抱えていないかなどの独自調査も検討すべきで

（2）リスク対処例

ある。

これらへの対策として、開発に際しては少なくと

2． レピュテーション・リスク

も、社会環境影響調査・地元住民との協議はもちろ
ん、開発の際の住民移転や補償について政府と事前

（1）現存リスク

合意しておくことが必要である。また、接遇などの

投資スキームや、パートナリングについての個別

コンプライアンスや労働者雇用・就業などに関する

具体的な検討を上記のとおり行い、制裁対象にはな

ルールを現地パートナーと株主間協定書などで事前

らないことが確認できたとしても、以下のレピュテ

に合意し、仮に遵守できない場合は、当該パートナ

ーション・リスクには要注意である。

ーの株式を引き取る権利（コール・オプション）や、

たとえば、ミャンマー政府機関と共同で資源開発

最悪の場合はプロジェクトから抜けられるようなプ

する際、住民移転や土木基礎工事などは現地政府や

ット・オプションの確保も検討すべきである。実際

ローカル企業に委ねざるを得ないが、十分な補償を

に権利行使することが目的ではなく、事前に同意し

行わずに収用、強制移住、強制労働を行ったことが

た各種ルールが約束通り履行されることを担保する

問題となり、NGOによる批判運動や、訴訟に発展し

ためのものである。

た例がある。米大手石油企業ユノカル社はガスパイ
プライン建設の際、強制労働などの人権侵害（不法

注：汚職・腐敗防止のため活動する国際NGO（Transparency International）の2011年度版Corruption Perception Index。

行為）を共謀（ほう助）したとして訴えられ、2004
年にようやく和解に至ったものの、NGO・訴訟対応
を通じて会社の評判を大いに落とした。

3． 政権交代に伴うリスク

現在は事情が大きく異なるが、過去のミャンマー
の大規模開発では、社会・環境への影響調査が実施

（1）現存リスク

されることはまれで、住民との事前の協議も行われ

仮に、前記１．２．のリスクに対処できたとして

ず、しかも軍の監視下、十分な補償なしに収用・住

も、政権交代に伴うリスクが潜んでいる。2015年に

民移転、開発業務への従事が強制されることも多々

予定される総選挙では、公正な選挙が行われる限り、

あった。ユノカル社は、直接指揮命令は行っていな

本年４月の補選で45議席のうち43議席を獲得したス
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ー・チー氏率いる国民民主連盟（NLD）が、連立を

た軍部が憲法上の権利を行使、選挙に介入すること

含め与党となる可能性が高い。有力ローカル企業は

も否定できない。1990年の総選挙では、スー・チー

政府との結びつきがあるからこそ、あいまいな各法

氏率いるNLDが全議席の８割を獲得して圧勝したも

律のもと、許認可などで優遇されてきた。スー・チ

のの、軍事政権が居座り、スー・チー氏を軟禁した

ー氏は、軍事政権の庇護を受け不正な利益をあげて

ことも忘れるべきではない。もちろん、当時とは状

きた有力企業・政府機関を激しく批判している。本

況は明らかに異なるが、仮に立候補の制限や、不正

邦企業としてはよいローカルと組むことが案件を成

な選挙の実施など反民主化の動きが顕在化した場合、

功に導く秘訣なるも、政権が交代した場合は逆にリ

冒頭で述べた欧米主要国の制裁が一気に全面再開さ

スクが高まるという悩ましさがある。

れることになる。

また、４月の補選でのNLD圧勝は与党の予想以上
であったともいわれており、スー・チー氏が2015年

（2）リスク対処例

の総選挙を念頭に、どの程度アグレッシブな態度で

政権交代に伴う政策変更リスクへの対応策として、

現政権を批判するのか、そして現在権力を握ってい

ミャンマーとの投資保護協定に注目すべきである。

る有力者がいかに反応するのか、要注目である。

日本とも交渉中ではあるが、すでに中国・インド・

Power転換の流れが加速すれば、過激なセットバック

フィリピンとは締結済なので、これらの国の現地法

の動きが急きょ出てこないとも限らない。すなわち、

人からの投資も検討すべきである。当該現地法人が

2015年の総選挙を待たずして、現政権や軍部が、総

協定の保護対象となれば、政権が変わったとしても、

選挙への立候補の制限など反民主化の動きを始める

既存契約の保護、内国民待遇，最恵国待遇、送金の

リスクはゼロではない。

自由が維持され得る。また、仮に収用や紛争となっ

かかる現状を踏まえ、現大統領のテイン・セイン

た場合でも、補償や解決方法が確保される。加えて

氏は、スー・チー氏との連立政権を組むことでソフ

アジア開発銀行（ADB）
、国際金融公社（IFC、世銀

トランディングを目指しているといわれる。同大統

グループ）や国際協力銀行（JBIC）などの出融資を

領は、スー・チー氏に歩み寄りつつ、2011年の大統

受けることができれば、政策変更への抑止力が期待

領就任以来、だれも予想しなかったスピードで急速

できる。また、若年層の高い失業率が社会問題とな

な民主化の流れをけん引してきた。しかし、軍部出

っているミャンマーにおいて、現地人を雇用し、長

身とはいえ、基盤が弱く、また心臓病のためペース

期的な視点で育成を続けていくことは、政権交代へ

メーカーを使用し、健康上の不安がある。同大統領

のリスク耐性を高めるだろう。一部縫製工場でスト

の健康が悪化し、職務を全うできなくなった場合、

があったが、労使の関係を良好に保つことも政府の

民主化の動きが停滞することも十分考えられる。同

介入余地を減らす。さらには、冒頭述べたような制

大統領は健康を理由に2015年の選挙には出ないとう

裁全面再開にあっても サステイナブル な投資ス

わさされ、後継者とされた保守派のミン・ウー元副

キームやパートナリングをしっかり構築しておくこ

大統領は、表向きは健康上の理由で本年６月に副大

と、これも政権交代をめぐってのリスク対処策とし

統領を辞任。もう一人の有力候補である下院議長の

て、重要な意味をもつ。

トラ・シュエ・マン氏は、テイン・セイン大統領と
距離をおいているとされ、後継者が民主化にどこま

4． 多民族国家ゆえのリスク

で取り組むかは不透明である。
そもそも、現在のミャンマーの憲法では、軍が４

（1）現存リスク

分の１の議席の指名権を保有し、また、軍が広く政

仮に、前記１．〜３．のリスクへの対応ができた

治に介入できる。憲法改正は４分の３以上の議員の

としても、ミャンマーが抱えるもうひとつの大きな

賛成が必要だが、軍が４分の１の指定席を握る以上、

火種として、少数民族とビルマ族、少数民族間の対

憲法改正は不可能という構造上の問題もある。ス

立があげられる。政府与党の要人やスー・チー氏も

ー・チー氏は憲法改正を声高に主張するが、軍部に

ビルマ族であるなか、130以上の少数民族が存在する

刺激を与えすぎると、政権交代に危機感をつのらせ

多民族国家ミャンマーには、武装する少数民族が多
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く残っている。人口の４割は少数民族で構成され、
国土の６割に少数民族が住む。優良資源の大部分は、

おわりに

少数民族の住む地方の未開発地に宿るともいわれて
いる。これに多宗教ゆえの対立が重なり、たとえば、

ミャンマー固有のリスクを論じるという本稿のテ

本年５月のミャンマー西部の非常事態宣言（イスラ

ーマゆえに少々ネガティブな印象を読者に与えてし

ムと仏教徒の宗教・民族対立）は記憶に新しい。

まったかもしれない。しかし、筆者としては、ミャ

また、昨年９月には、中国の援助を受けて着工さ

ンマーのポテンシャルの高さは疑いようがなく、現

れていた巨大ダムが、地元少数民族の強い反対によ

状は逆に、日本にとって大変なチャンスであると認

り建設中止を余儀なくされた。同少数民族とは停戦

識している。ミャンマーには親日家が多く、現政権

協定を結んでいたが、政府が事前の協議を行わず、

が中国依存からの脱却を試みている一方、欧米企業

十分な社会環境影響調査も実施せずに6000MWもの

は制裁の突如の全面再開を恐れ、投資に躊躇してい

巨大水力発電所の建設を開始。１万人以上の住民の

るのが実態である。制裁緩和に伴い、世界の耳目を

強制移住がなされたといわれ、電力の約８割が中国

集めるミャンマーへの事業進出を一過性のブームで

に輸出されるという、そもそも同民族の利益にそぐ

終わらせることなく、サステイナブルなものとする

わないプロジェクトであった。武力衝突の末、死者

ためには、ミャンマーに関するリスクを冷静に分析

が多数、難民も数万人に達したといわれ、かかる混

し、案件ごとに異なるリスクの深刻度に合わせ、し

乱を受け、大統領が突如工事中止を命じた。

っかりと対峙すること（Risk Mitigation）が何より

ちゅうちょ

も大切だ、というのが本稿のメッセージである。

（2）リスク対処例

さらにリスク耐性を強固なものとするためには、

上記のようなリスクへの対策として、各種保険を

ミャンマーの民主化・発展に貢献するとの意識で長

検討するのは当然ながら、プロジェクトサイト周辺

期的に取り組むことも重要だ。４年前に三井物産に

の民族対立の実情を入念に事前調査すべきである。

転職した筆者は、営利企業でありながら、世の中が

この点、対立の現状、紛争勃発の蓋然性、政権交代

必要とするよい仕事とは何かを真剣に議論する当社

も視野に入れてのパートナリングすべき地元有力

の風土に強く共鳴している。特にミャンマーに対し

者・企業の推薦などで助言を得られる国際的な民間

ては、総合商社ゆえに小売りから流通、重厚長大産

インテリジェンス調査会社の活用は有用だ。通常の

業から生活産業、あるいは大規模資源・インフラ開

途上国開発であれば法律事務所、保険ブローカーな

発など、あらゆる分野での国づくりへの貢献が可能

どのアドバイスや、関係者へのヒヤリング調査で済

であり、当社が全世界で体得したベスト・プラクテ

むところだが、アジア最後のフロンティアともいわ

ィスをミャンマーに提案していければと議論してい

れるミャンマー固有の政治・内紛状況を踏まえると、

る。経済産業省やJBICをはじめとした日本政府（機

かかるインテリジェンス調査なしに事業を遂行する

関）や、本邦各企業と連携し、ALL JAPANとしてミ

のは相当な困難を伴うだろう。

ャンマー国民の利益、経済の発展にも寄与するよい

また、無償での強制労働や、雇用を全く生み出さ

仕事を、長期的な視点で行っていくことが、結果と

ない中国主導の開発事業――中国人が移住し建設工

してミャンマー固有の各リスクへの抑止力にもなる

事をすべて自前で担当――を、過去少数民族は目の

と信じている。

当たりにしてきており、有償で地元住民を積極的に

（本稿は筆者の個人見解であり、
所属する組織のものではない）

雇用することや、少数民族の利益に配慮した社会貢
献（学校建設など）を行うことは、少数民族の理解

※筆者略歴：1995年日本輸出入銀行（現・国際協力銀行）

を得るために役立つであろう。もちろん、大規模開

入行、国際協力銀行（JBIC）資源金融部、経済産業省経

発の場合は、前述の社会環境影響調査、地元住民と
の協議（移住先の確保・適切な補償を含む）などは
必須である。
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