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るとともに、経済改革が本格化している。天然資源や
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若年労働力の豊富さ、アジア新興市場経済への近接性
（図表１）などから、成長ポテンシャルが注目されて
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いる。去る４月１日に行われた補欠選挙でスー・チー
氏の率いる野党国民民主連盟（NLD）が大勝を収め
ると、同国への経済制裁緩和の機運が高まり、各国企
業が事業機会を求め雪崩を打って殺到してきている。
現政権は、隣国に比して立ち遅れた経済を再建すべ
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く、自由化・対外開放に向け強い意志を示し、精力的
に構造改革を進めている。しかし、電力や工業団地と
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いったインフラが著しく不足していることや、米国に
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よる経済制裁のもとでドル送金が引き続き困難なこと
など、企業進出のハードルは依然として高い。
以下では、ミャンマーの投資環境について、６月に
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ヤンゴン、ネピドー、バンコクおよびシンガポールを
訪問し、実施した現地調査の概要を取りまとめる。
コータウン

タイ湾

1． 政治動向
テイン・セイン政権は、報道規制の緩和、労働組合

年４月１日には補欠選挙が行われ、連邦議会43議席、

およびストライキを認める労働法の制定、少数民族と

地方議会２議席の合計45議席のうち、NLDが合計43

の停戦協議の推進、政治犯の釈放開始など、民主化お

議席（連邦議会41議席、地方議会２議席）を獲得し最

よび国民和解のプロセスを積極的に進めている。2011

大野党として国政への関与を実現した。

年11月にはスー・チー氏の自宅軟禁を解除し、翌12月

このような民主化の進展を受け、欧米諸国では経済

にはNLDの公認政党としての再登録を容認した。2012

制裁の緩和が進められている。EUの外相理事会は、
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武器禁輸を除くすべての制裁措置について１年間の停
止を決定した。米国では大使の任命やミャンマー政府
高官の米国への渡航禁止の一部解除が行われたほか、
米国企業による対ミャンマー投資や金融サービス提供
を認める方針が表明された。

図表２

主要経済指標
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外交面では、2013年のネピドーでのASEANオリン
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ピック（SEA game）開催、世界経済フォーラム東

10

アジア地域会議議長国への就任、2014年のASEAN議

5

長国への就任など国際社会への復帰がめざされ、中国
への傾斜の是正および多元化が図られている。2011年
９月に、中国によるミッソン水力発電ダム建設計画
（カチン州）の凍結が発表されたが、これは、地域住
民の強い反対に応えるとともに、従来の対中依存突出型
外交姿勢の修正を象徴するものと受け止められている。
ミャンマーでは、民政に移管したとはいえ、2008
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注：e.はIMF推計値、p.はIMF見通し、ただし、消費者物価上昇率は実
績値。
財政収支は国有企業を含む統合財政ベース。
経営収支は2011／12年までGDPのドル換算に、公的セクターと民間
セクターのGDP構成比を反映した公定相場と実勢相場の加重平均相
場を使用。
出所：IMF Country Report No.12／104など

年憲法により、連邦議会の議席の25％は国軍司令官が
指名する軍人議員に割り当てられ、さらに、憲法改正

ガス部門を中心とする直接投資の流入拡大から、総合

に必要な賛成得票数を75％としていることから、国軍

収支は大幅な黒字を計上し、同年度末の外貨準備高は

の国政への関与が保証される仕組みとなっている。主

対前年度末比14.3億ドル増の60.7億ドル（輸入カバー

要閣僚も退役軍人で占められている。国軍は現政権の

率は8.9カ月）となった。2011／12年度も、輸入の拡

注１

政治・経済改革路線への支持を表明しているが 、そ

大にもかかわらず、輸出が好調を維持したことや直接

の背景には、このような権力基盤の確保がある。

投資の流入が堅調に推移したことなどから、外貨準備
は順調に積み増され、同年度末の同準備高は68.0億ド

注１：６月２日に、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議におい
て、フラ・ミン国防省（陸軍中将）が大統領の推進する改革への国
軍の全面的な支持を表明したことが伝えられている。

ル（輸入カバー率は8.2カ月）となっている注２。
注２：中央銀行（CBM）でのヒヤリングによる。

2． 経済動向

（2）経済改革の進展
①外国投資法と経済特区法

（1）マクロ経済の安定
ミャンマー経済は、2010／11年度（2010年４月〜

2011年１月、経済発展の鍵を握る直接投資の誘致
に向け経済特区（SEZ）法が発効した。同法には、

2011年３月）に、総選挙（2010年11月実施）を控え

SEZへの投資について、ワンストップサービスの提供

た財政支出の拡大や、天然ガスを中心とする輸出の好

や税制優遇措置、土地リースに関する規定、現地法人

調に支えられ、5.3％の成長となった後、2011／12年

の国有化の阻止などが盛り込まれた（図表３）が、現

度も輸出の好調や投資の拡大で５％台半ばを維持した

在も改正作業が進められている。

とみられている（図表２）
。このように成長が持続す

外国投資法（1988年）についても、今期連邦議会

る一方、インフレ率は食品価格の安定もあり１桁台で

（2012年７月）で改正が審議されており、７月末の制

推移している。2010／11年度に対前年比8.2％であっ

定が見込まれている。主な改正点として、法人税免除

た消費者物価上昇率は、2011／12年度に同2.8％にさ

期間の３年から５年への延長、土地リース期間の最長

らに鈍化した。財政赤字は、首都ネピドーの建設がお

60（30＋15＋15）年への延長などが見込まれている注３。

おむね完成したことや総選挙後の軍事支出の抑制など
により、2010／11年度の対GDP比6.0％から2011／12
年度には同5.5％に縮小した模様である。
対外面では、2010／11年度に輸出の好調や、石油・

②為替相場制度の改革
2012年４月、複数ある為替相場の統一に向け、1977
年に導入された対SDRペッグ制（１SDR当たり8.5チ
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図表３

現行SEZ法下の優遇措置

土地使用権

所得税

期間30年。さらに以下の更新を容認
大規模投資事業：最長75（30＋30＋15）年
中規模投資事業：最長60（30＋15＋15）年
小規模投資事業：最長40（30＋５＋５）年
輸出売上げについて事業開始から５年間の免税、
続く５年間の50％減税、さらにその後の５年間
について利益を再投資する場合に50％減税など

商業税

サービス業について一定期間の免税など

輸入関税

輸出目的の生産用の原材料・資本財輸入を免税

出所：各種資料より作成

ャット注４）に代えて、管理フロートへの移行が行われ

得権益と化していた自動車輸入ライセンスは廃止され
た。一方、輸出税は2011年７月以降段階的に引き下げ
られ、従来は10％（商業税８％＋所得税２％）であっ
たのが、現状ではほぼ全品目について２％（所得税）
となっている。
注３：国家計画・経済発展省投資管理局（DICA/NPED）でのヒヤリン
グによる。
注４：公定レートは１ドル当たり5.35チャット相当で、国有企業の財務や
国家予算に用いられていた。このほか、政府公認レートの関税評価
レート（１ドル当たり450チャット）もあった。

3． 投資環境

た。毎営業日に、中央銀行（CBM）が、国有銀行３
行とディーラー・ライセンスを保有する民間銀行11行

（1）主要な法規制

によるオークションの結果を踏まえ対ドル相場（レフ

図表４に主な投資関連法規制を取りまとめた。先述

ァレンス・レート）を公表し、同相場から±0.8％の

のとおり、このうち外国投資法およびSEZ法について

変動許容幅を容認するというものである。６月25日現

改正作業が進められている。

在、レファレンス・レートは１ドル当たり857チャッ
トとなっている。為替管理を回避するかたちで発達し
ていたパラレル・マーケットは依然として残るものの、
取引相場の乖離は顕著に縮小してきており、市場実勢
を反映した為替相場への一本化がほぼ実現している。
このような改革の効果として、民間セクターでは、

図表４

主要投資関連法規制

１

外国投資法（1988年、2012年改正法審議中）

２

市民投資法（1994年）

３

会社法（1914年法、89年および91年改正法）

４

特別会社法（1950年）

パラレル・マーケットからのシフトによる透明性の向

５

所得税法（1974年法、89年、91年および2006年改正法）

上、取引コストの削減が期待されている。公的セクタ

６

経済特区法（2011年）

ーでは、著しい過大評価となっていた公定相場の廃止

７

ダウェイ経済特区法（2011年）

により、ドル建て収入のチャット換算額の拡大が歳入

８

労働組合法（2012年３月）

増となって反映される一方、国有輸入事業者への悪影

出所：図表３に同じ

響による補助金増大の懸念などが指摘されている。対
外開放の本格化には為替市場の統合が不可欠であり、
今次改革は高く評価されている。

（2）インフラ
①工業団地の現状
ヤンゴン地域には18の工業団地があるが、このうち

③貿易自由化

インフラの整備された工業団地は、ミンガラドン工業

ミャンマーでは外貨資金繰りが著しく悪化した1998

団地（1998年開業）の１カ所のみである。同工業団

年以降、輸入を輸出獲得外貨の範囲内に抑制する「輸

地は、ヤンゴン市中心部から北方約20km、ヤンゴン

出第一政策」が維持されている。こうしたなか、直接

国際空港から７km（車で約15分）のハイウェイ３号

投資の流入拡大などを背景とする通貨高圧力への対策

線沿線に立地し、総面積は約90万m２である。総選挙

もあり、輸入規制の緩和を進めるとともに、輸出税を

が行われた2010年秋ごろから新規申し込みが相次ぎ、

引き下げるなど、貿易自由化が徐々に行われている。

すでに全区画が売却・予約済みとのことである。同団

輸入規制の緩和では、2011年９月および2012年５

地では、日系および香港系の縫製メーカー、台湾系レ

月の中古車代替プログラムなどがある。同プログラム

ンズ・メーカーが稼働している。

のもとで、当初は登録後40年以上の、次いで20年を経

ミンガラドン工業団地では、工業用水は、工業団地

過した中古車について、廃車の代替措置として輸入が

としてライセンスを取得し自前の井戸を掘り、その地

認められるようになり、それに伴い、国軍関係者の既

下水を入居企業に給水している。また、排水・下水処
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理設備を完備し、外周堤防の構築により敷地内への雨
水などの流入を防いでいる。さらに、固定電話回線も
確保されている。ただし、電力は、工業団地として発
電所の所有が認められなかったため、市電力供給庁か
ら供給を受けている。各入居企業では、停電の頻発
（後述）により、自家発電による対応を余儀なくされ
ている。
工業団地前のハイウェイ３号線では、公道を管理す
る市政府の財政難により、従来メンテナンスがきわめ
て不十分であったが、民間企業が保守管理を請け負う

ティラワ港前を走行中の鉄道

ようになってからは、道路事情は改善しているとのこ
とである。
ヤンゴン地域では、不動産価格の上昇を背景に、工
業団地の土地をめぐるトラブルも生じている模様であ
る。開発・売却済みの区画についても、農民の反発を
受け、裁判所から退去命令を出されたところがあると
のことである。
②急がれる経済特区の開発
ミャンマー政府当局は、直接投資の誘致を図るべく
ティラワ港入口

SEZの開発を急いでいる。今のところ、ダウェイ（南
東部タニンダーリ地域）がSEZ指定地区となってお
り、チャオピュー（北西部）とティラワ（ヤンゴン近

ヤンゴンからのアクセスについて、道路・鉄道はある

郊）が指定手続き中であるほか、パテイン（ヤンゴン

ものの、既存の道路は大型車両の通行に十分とはいえ

西方エーヤワディ地域）が申請中である。このうちチ

ず、鉄道はメンテナンスの不十分（線路が曲がってい

ャオピューは中国が、ダウェイはタイが、それぞれ開

る）から時速20kmほどでの運行を強いられている。

発を主導している。チャオピューでは、深海港（水深

また、途中のバゴー川の橋梁の能力増強も必要である。

30m）が開発中であるほか、中国との国境までの石

港湾では、1997年にMITT（Myanmar International

油・ガスパイプラインおよび鉄道の建設が進められて

Terminal Thilawa）ターミナルが供用を開始してい

いる

注５

。ちなみに中国は、中国海洋石油総公司

るが、河川港のため、入港可能船舶は、最大積載量２

（CNOOC）などがオフショア天然ガス鉱区４鉱区の

万トン、喫水９m、全長200mまでとされている。こ

権益を確保している。ダウェイでは開発が遅れている

のほか、電力や工業用水の確保（地下水の塩分含有が

ものの、タイ政府はインド洋への出口となる深海港の

指摘されている）も課題といわれている。2015年に第

確保や、石油精製・石油化学および製鉄業の拠点とし

１フェーズ（450ヘクタール）の開業がめざされ、日

ての開発を強く指向している注６。

系製造業の立地先として期待されているものの、整備

一方、ティラワでは、日本の経済産業省の主導によ

すべきインフラは膨大である。

りグランドデザインの策定やプレFS調査が行われて
いる。日本政府は４月に、対ミャンマー延滞債務のう
ち約3000億円の免除とODAの再開を発表しており、

③急務の電源開発
政府当局は電力問題を目下の最優先課題としている。

ティラワ開発にODAを活用する意向も伝えられて

ミャンマーの発電設備総容量は3595MWで、その燃

いる。

料別内訳は、水力が74.9％と圧倒的なシェアを占め、

ティラワ地区は、ヤンゴン都市圏に隣接していると

次いでガスが19.9％、石炭が3.3％などとなっている。

はいえ、広大な開発予定地（総面積は2400ヘクタール

送電網の敷設は、230kVが3096km、132kVが2274

と、千代田区の２倍強）は湿地、水田、畑地である。

km、66kVが3619kmとなっており、変電設備は
2012.7
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230kVが30カ所、132kVが25カ所、66kVが130カ所
で、合計出力は7058MVAである。
ベースロードが水力ということもあり、絶対的な設
備容量の不足に季節要因による電力供給の不安定が相
まって、乾期の終わりごろには停電が恒常化している。
とりわけ本年は、ヤンゴン地域の進出企業では５月後
半から３週間にわたり、終日停電に見舞われた模様で
ある。民主化によりデモが容認された（事前届け出が
必要）こともあり、ヤンゴン、マンダレーなどでは停
電への大規模な抗議デモが展開された。
政府当局は今後５年間に2000MWの追加的発電設
縫製業の委託加工工場

備容量が必要と見込んでおり、そのうち1500MWを
注７

ガス火力としたい意向である 。しかしながら、現在
生産されている天然ガスはほとんどが輸出向けとなっ

ンで可能になったという改善点があった。課税制度は、

ており、国内の電力需要向けの本格的な生産開始は、

2012年４月以降、従来の売上げ（委託加工費）への

注８

2013年末以降になると見込まれている 。

10％の課税に代えて、利益に対する25％の法人税が徴
収されることになっている。

注５：石油・ガスパイプラインは建設中、鉄道はFS済みとなっている。
注６：タイ国家経済社会開発庁（NESDB）
、投資委員会（BOI）
、タイ財
政政策研究所（FPRI）でのヒヤリングによる。
注７：第２電力省でのヒヤリングによる。
注８：PTTEPによると、2013年末に生産開始を見込んでいるM９鉱区に
おいて、170万m ３／日が国内向けとなる計画。

なお、外国送金では、利益・配当を含む対外送金は
困難である。一方、ミャンマー向け送金では、ドル送
金は米国の経済制裁により不可能である。とはいえ、
シンガポール市場を介して行われているという話もあ
る。ドル以外の円、ユーロなどは可能であり、国有銀

（3）縫製委託加工業の事業環境

行２行に開設が認められているドル口座にドル預金と

ミャンマーは縫製業などの労働集約型製造拠点とし

して受け取り、公認外貨両替所でチャットに交換する

て注目が高まっている。労働力の雇用では、今のとこ

ことができる注９。ただし、最近、ドルの現金引き出

ろ集会規制（根拠法規の詳細は不明）により原則とし

しには上限（１万ドル／日）が課されるようになっ

て社員寮が認められていないため、通勤可能圏の労働

ている。

力分布を十分に確認する必要がある。労働時間は、１
日８時間、週48時間を原則とし、製造業では１日10時

注９：現地ヒヤリングによると、６月に入り、民間最大手のカンボウザ銀
行に外貨預金の開設が認められるようになった。

間、週60時間まで残業が認められているが、18歳以下
の残業は認められていない。また、現状、法定最低賃
金は存在しないが、最低賃金法の制定が準備されてお

おわりに

り、今次草案では６〜８万チャット（６月25日現在の
レファレンス・レート換算70〜93ドル）／月が見込ま
れている模様である。

2015年の次期総選挙に向け具体的な成果への圧力
が高まるなか、政策策定・運営の制度能力不足が顕在

ミャンマーでは1983年を最後に人口センサスが行

化している。国政への参画を果たしたスー・チー氏の

われておらず、2009年10月現在で5913万人とする公

政治手腕は未知数であり、米国の残された経済制裁の

式統計はやや過大とする向きも少なくない。若年労働

緩和の見通しも不透明である。このように政治・経済

力の気質については勤勉だが、中国のように収入のた

リスクが払拭できない状況下、６月末現在の日本商工

めには長時間労働もいとわないということはなく、定

会会員企業は54社にとどまっている。しかしながら、

着率も低いと評価する向きもある。

その潜在力は否定のしようがない。ミャンマーでは急

委託加工業に関係する制度では、最近、営業許可の

速な変化で過去の経験則はもはや役に立たなくなって

更新頻度が１年に１回から２年に１回へ減少したほか、

おり、綿密な情報収集が求められている。次号９月号

輸出入ライセンスの手続きがネピドーに代えてヤンゴ

にて詳細を紹介したい。
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特 集

ミャンマーのエネルギー・
セクター、金融セクター
海外投融資情報財団
調査部 上席主任研究員

村上

美智子

本誌７月号でミャンマーの政治・経済動向や縫製委託加工業を中心に投資環境を概観したのに続き、今回は石
油・ガスおよび電力を中心とするエネルギー・セクターと金融セクターについて、現状を概観し事業機会を検討す
る。さらに投資の留意点として、持続的な成長の鍵となる経済改革をめぐる政治力学を分析し、政治リスクを考察
する。

1． エネルギー・セクター
（1）資源の賦存とエネルギー・バランス
①資源の賦存
化石燃料の賦存をCIA The World Factbookにみ
ると、2011年年初現在の石油および天然ガスの確認
埋蔵量は5000万バーレルと2832億m 3 で、可採年数
（R／P比）は6.5年と23.6年である。しかし、未探査
地域がかなり残されており、とりわけ沖合鉱区では
ネピドーにある国会議事堂

天然ガスを中心に探鉱ポテンシャルが期待されてい
る。また、世界エネルギー会議（World Energy
Council：WEC）によると、2008年末現在の石炭の

②エネルギー・バランス

確認可採埋蔵量は200万トンでR／P比は6.7年である

国際エネルギー機関（IEA）のエネルギー・バラ

が、これも全国的な調査の結果ではない。森林資源

ンス表をみると、エネルギーの需給は生産された天

の豊富さや、タイ北部のMae Moh炭田（褐炭）と同

然ガスの多くが輸出される一方、国内では薪などの

じ地層を有していることなどから、各地に石炭・褐

非商業エネルギー（再生可能エネルギー）に依存す

炭の埋蔵の可能性が期待されている。

る家計部門の消費が大きなウエイトを占めている

まき

ミャンマーでは、エーヤワディ川やタンルウィン

（図表１）
。2010年の国内エネルギー生産は2253万toe

川などの大河が南北に貫流し、支流も多いことから、

（石油換算トン）で、その内訳は再生可能エネルギー

水力資源が豊富である。WECは2008年末現在の包蔵

が最大の46.8％、次いで天然ガスが45.3％を占めてい

水力について、最大出力を3万9720MW、年間可能発

る。天然ガスは国内生産の71.8％を輸出しており、石

電電力量を139TWhとしている。

油製品を少なからず輸入しているものの、エネルギ
ー純輸出国となっている。

2
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図表１

2010年のエネルギー・バランス
（単位：千 toe）

石炭

原油

石油製品

天然ガス

再生可能
エネルギー

水力

合計

電力

一次エネルギー供給
国内生産
輸入
輸出
国際舶用輸送燃料
国際航空輸送燃料
在庫変動

409
0
0
0
0
0

935
0
0
0
0
▲ 43

0
239
0
▲3
▲ 19
174

10,211
0
▲ 8,879
0
0
0

439
0
0
0
0
0

10,535
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

22,530
239
▲ 8,879
▲3
▲ 19
130

合計

409

892

390

1,332

439

10,535

0

13,997

▲ 179
0
4

0
▲ 890
▲2

▲8
862
▲ 217

▲ 538
0
▲ 198

▲ 439
0
0

0
0
▲ 40

649
0
▲ 113

▲ 515
▲ 28
▲ 567

最終エネルギー消費
産業部門
うち非金属鉱物工業
運輸部門
うち国内航空輸送
道路輸送
その他
うち家計
第三次産業
農林業
非エネルギー利用

223
223
0
0
0
11
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

231
0
644
61
471
152
7
0
99
0

302
0
168
0
168
19
0
0
0
107

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

332
0
0
0
0
10,163
10,163
0
0
0

196
0
0
0
0
339
228
111
0
0

1,284
223
812
61
639
10,685
10,398
111
99
107

合計

234

0

1,027

596

0

10,495

535

12,887

エネルギー転換
発電
石油精製
その他転換注

注：品種振替、統計誤差、自家消費、送配損失を含む。
出所：IEA

2010年の一次エネルギー総供給は1400万toeで、エ

ー省から分離独立し創設された電力省（Ministry of

ネルギー源別の内訳では再生可能エネルギーが

Electric Power：MOEP）が、2002年と2006年の組

75.3％、天然ガスが9.5％、石油が9.2％などとなって

織改革を経て再度分割され、第一電力省（MOEP１）

いる。最終エネルギー総消費は1289万toeで、部門別

と第二電力省（MOEP２）となった（後述）
。

内訳では家計部門が80.7％と圧倒的なシェアとなっ
ている。

エネルギー政策では、①エネルギー自給体制の維
持、②エネルギー自給のための資源として水力を活

ミャンマーの一次エネルギー消費（＝総供給）は

用、③経済発展に向け発電・送電を拡大、④枯渇性

2000〜10年にかけて年平均0.9％増加したものの、

エネルギーの節約、⑤エネルギーの節約や効率的な

2010年の同消費量はベトナムの23.6％で、日本の

利用の推進、⑥薪・木炭等の使用過多による森林破

2.8％にすぎない。また、同年の１人当たり一次エネ

壊の防止――を重点項目としている。

ルギー消費は0.3toeと、ベトナムの42.6％にとどま
り、日本の7.4％にすぎない。

（3）石油・ガスセクター
①需給動向

（2）エネルギー行政とエネルギー政策

石油・ガスの需給動向は図表２および図表３のと

関連省庁として、エネルギー省（Ministry of

おりである。石油についてみると、2011年の原油生

Energy：MOE、1985年創設）がエネルギー政策の

産は2.1万バーレル／日にとどまり、油田の老朽化に

策定や資源開発、輸出入および国内供給を管轄して

より頭打ちとなっている。石油精製では5.7万バーレ

いる。電力セクターについては、1997年にエネルギ

ル／日の処理能力を有しているものの、原油生産の
2012.9
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図表２

石油の生産、純輸入および消費動向

図表４

主要沖合ガス田とパイプライン

既存ガスパイプライン
建設中のガスパイプライン
建設・計画中の原油パイプライン
製油所
火力発電所
ガス田
BANGLADESH

CHINA

昆明
安寧
（計画中）

MYANMAR

Shwe Phyu
（大宇）

LAOS

Shwe
Mya

出所：IEA

図表３

Ramree
Island

天然ガスの生産、輸出および消費動向
ヤンゴン
Yadana
（Total）
Zawtika
（PTTEP）

THAILAND

バンコク
Ratchaburi

Yetagun
（Petronas）

出所：各種資料より作成

出所：IEA、BP統計

②業界構造
注１

減退に、製油所の設備の老朽化や立地上の問題 もあ

MOE傘下のエネルギー計画局（Energy Planning

り、稼働率は40％程度にとどまっている。2009年以

Department：EPD）が開発方針・生産計画の策

降、軽油、ガソリンの輸入自由化や、ガソリンスタ

定・調整を行っている。事業体としては、国有企業

注２

ンドの民営化、ガソリン配給制の廃止が行われた

の石油ガス公社（Myanma Oil and Gas Enter-

こともあり、需要の増加が製品輸入の拡大をもたら

prise：MOGE）が上流事業を担い、石油化学公社

している。2011年の石油の純輸入は2.0万バーレル／

（Myanma Petrochemical Enterprise：MPE）が

日となった。ちなみに、品目別輸入貿易統計をみる

精製および石化事業を運営し、石油製品公社

と、同年の石油製品輸入は20.4億ドルと、全体の

（ Myanma Petroleum Products Enterprise：

22.5％を占めている。

MPPE）が石油製品の販売・供給事業を管轄・運営

天然ガスでは、1997年７月のYadana、2000年４

している。

月のYetagunの両沖合ガス田（図表４）からタイ向
けにパイプライン・ガス輸出が開始、生産が本格化
3

している。2011年の生産は124億m で、このうち86
3

③鉱区公開と外資参入動向
上流事業では、MOGEが探鉱・開発・生産に係る

億m がタイ向け（発電用）に輸出されている。この

独占権を有し、外資の参入形態としてはMOGEとの

ようなガス輸出は主要な外貨収入源となっており、

生産物分与契約（Production Sharing Contracts：

2011年は35.0億ドルと、輸出全体の38％を占めてい

PSC）の締結が一般的である。陸域鉱区では、2011

る。両ガス田はすでにピーク生産に入り、今後、

年７月に18鉱区を対象に国際入札が行われ、アジア

Shweの中国向けパイプライン・ガス輸出の開始

系、ロシア系など７社が９鉱区を落札した。今次入

（2013年）や、Zawtikaのタイ向け輸出の開始（2014

札では、MOGEの指名する地場企業59社のいずれか

注３

年）により、生産・輸出の拡大が見込まれている 。
4
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図表５

石油・ガス上流部門のオペレーター企業

オンショア
Nobel Oil（露）
、North Petro（中）
、SINOPEC（中）
、SNOG &
UPR（シンガポール）
、Gold Petrol（インドネシア）
、Geopetrol
（仏）、PT Istech（インドネシア）、Petronas（マレーシア）、
PTTEP（タイ）
オフショア
Petronas（マレーシア）、PTTEP（タイ）、Total（仏）、
Daewoo（韓）
、CNOOC（中）
、Essar（印）
、MPRL E&P（ミ
ャンマー）
、Twinza Oil（豪）
、Ngwe Oil & Gas（シンガポー
ル）
、Rimbunan（マレーシア）
、CNPC（中）
、PetroVietnam（ベ
トナム）
、KMDC（ミャンマー＆韓）

注１：石油化学公社（MPE）が所有するタンバヤカンおよびチョーク製油
所（処理能力合計が3.1万バーレル／日）はエーヤワディ川沿いの内
陸部に立地している。タンリン製油所（同2.0万バーレル／日）は同
河川のデルタ地帯に立地し、大型タンカーの入港は不可能である。
注２：2009年11月に軽油について、次いで2010年１月にガソリンについ
て、輸出外貨を保有している民間企業に輸入が認められるようにな
った。輸入者は、輸入価格と品質規格についてMPEの確認を受け
ることが求められている。ガソリンスタンドについては、2010年
６月に、石油製品公社（MPPE）が所有する246件の売却が行われ
た（MPPEによる所有も一部を維持）
。
注３：ピーク生産は、Yadanaが715mmscfd（日量百万立方フィート、
うち輸出契約は565mmscfd）、Yetagunが400mmscfd（全量輸
出）
、Shweが500mmscfd（うち輸出契約は400mmscfd）
、Zawtikaが300mmscfd（うち輸出契約は240mmscfd）となっている。
注４：2012年６月のEPDヒヤリング。
注５：Yetagunでは、JX日鉱日石開発が19.3％を所有。

出所：PTTEP資料より

後も入札による鉱区公開を計画しており、次回は８
月に予定されている。一方、沖合鉱区では、2012年
６月時点で、鉱区探鉱権の付与は相対交渉によるも
注４

のとなっている 。

（4）電力セクター
①需給動向
電力の需給動向は図表６および図表７のとおりで
ある。2011／12年度（2011年４月〜2012年３月）の

欧米諸国による経済制裁もあり、上流部門ではア

発電電力量は対前年度比12.6％増の97.1億kWhで、

ジア企業のプレゼンスが高くなっている（図表５）
。

販売電力量は同22.0％増の77.0億kWhである。発電

タイのPTTEPは、Yadana、Yetagunに権益を有す

電力の電源別構成は、水力が70.1％、ガスが21.8％、

注５

る（25.5％と19.32％） ほか、Zawtikaを含む沖合３

石炭火力が7.7％、ディーゼルが0.4％で、水力が圧倒

鉱区のオペレーターを務め、2011年に新たにAung

的なシェアを占めベースロードを担っている。販売

Sinkhaガス田を発見している。先述の入札では、新

電力の用途別内訳は、家庭用が43.9％、工業用が

たに陸域２鉱区に参入を果たした。また、Shweのオ

35.2％、業務・商業用等が20.9％で、地域別ではヤン

ペレーターを務める韓国の大宇は、その隣接鉱区へ

ゴンが40％以上を占めている。

の参入も果たし、2006年にMyaガス田を発見して
いる。

2009年には、Shweli１水力発電所（600MW）か
ら対中輸出が開始されている注６。中国の通関統計に
よると、同国の対ミャンマー電力純輸入は、2009年

④事業機会と留意点

に13.9億kWh、2010年には15.4億kWhとなっている。

今後の事業機会として、上流部門では、陸域鉱区の
ほか、北西部沖合（Rakhaine、Tanintharyi）深海

②電力設備

鉱区や、南部沖合（Moattama）鉱区の未探鉱地域に

発電設備の総設備容量は3595MWで、その燃料別

ポテンシャルが期待されている。政府は深刻な電力不

内訳は水力が74.9％と圧倒的なシェアを占め、次い

足を受け、2012年に入り、新規発見の石油・ガスを国

でガスが19.9％、石炭が3.3％などとなっている。こ

内需要に充当する方針を打ち出した。現状、Yadana、

のうち系統に接続されているのは3495MWである。

Zawtikaの国内向けガス販売価格は、輸出価格（原油

流通設備では、送電網の敷設は、230kVが3096km、

価格連動方式）と同水準に設定されているが、一方で

132kVが2274km、66kVが3619kmとなっており、送

MOGEによる国有企業へのガス販売価格はほとんど

電用変電設備は230kVが30カ所、132kVが25カ所、

タダ同然であるといわれており、今後、国内ガス価格

66kVが130カ所で、合計出力は7058MVAである。

の動向に留意が必要であろう。下流部門では、短期的

配電網では、33kV、11kV、6.6kV、0.4kVの中低圧

には製油所、肥料工場などの既存プラントのリハビ

配電線があり、総延長の合計は３万9339kmで、配電

リ・近代化、中長期的には製油所、石化プラントの新

用変電設備能力は合計9137MVAとなっている。

規建設などに事業機会が見込まれよう。

MOEP２によると、送配損失率は24％注７と高く、
2012.9
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図表６

発電電力量の推移

注：pは速報値。
出所：中央統計局経済統計月報

図表８

図表７

販売電力量の推移

注、出所ともに図表６に同じ

電力供給体制

出所：MOEP２

電化率は27％（農村部は3.5％）にとどまっている。

供給を担うヤンゴン配電公社（Yangon City Electricity Supply Board：YESB）
、それ以外の地域の

③業界構造
関連省庁のうち、MOEP１は傘下に水力発電計画

供給を担う地方配電公社（Electricity Supply Board：
ESE）で構成されている。

局（Department of Hydro Power Planning：

電力事業はこのように発・送・配の各部門が分離

DHP）、水力発電建設局（Department of Hydro

され、電力供給体制は図表８のとおりとなっている。

Power Implementation：DHPI）、水力発電公社
（Hydropower Generation Enterprise：HPGE）を

④電力料金

擁し、水力開発計画の立案、水力発電所の設計・建

電力料金は、2012年１月にほぼ1.5倍に引き上げら

設、運転を管轄している。MOEP２は、火力発電所

れた。MOEP２が最終需要家へ売却するときの小売

の建設・運転、送配電、小売りを管轄し、系統計画

価格は、自国民の場合、家庭用が35チャット／kWh、

の取りまとめを行う電力局（Department of Elec-

工業・商業用が75チャット／kWhで、外国人の場合

tric Power：DEP）
、送電系統の運用業務や火力発電

は12セント（約105チャット相当）／kWhとなって

所の運転を行うミャンマー電力公社（Myanma Elec-

いる。ちなみにMOEP１がMOEP２へ売却するとき

tric Power Enterprise：MEPE）
、ヤンゴン地域の

の卸売価格は20チャット／kWhである。
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⑤開発計画と事業機会

図表９

主要通貨金融統計
（単位：億チャット）

電力セクターでは、2000年に期間30年の長期開発
計画が策定されたが、資金不足を主因に特に発電設

2005

2007

2009

2010

2011

備の開発遅延が顕著となっている注８。現状、供給量

中銀の対政府信用 21,652 35,347 48,925 60,214 69,831
銀行の対民間信用 5,722 7,990 11,769 18,961 31,243

は需要見通しのほぼ半分にすぎないともいわれてお

流通現金

り、引き続き停電が必至の状況である。電力セクタ

17,437 26,967 35,686 42,789 51,326

出所：IMF、IFS

ーでは絶対的な設備容量の不足ばかりでなく、既存
設備の老朽化も深刻である。水力発電の乾季の出力
制約や、火力発電用燃料の不足といった問題も指摘

GDP比5.6％にすぎず、カンボジア（2010年末に

されている。政府は今後５年間に2000MWの発電設

28.2％）を大きく下回っている。2011／12年度には、

備能力の追加が必要としている（水力500MW、ガス

2011年９月以降の銀行金利の引き下げにより、相対

を中心とする火力1500MW）
。当面の投資計画には、

的に魅力の高まった国債の消化が進み注10 、財政赤字

500kV高圧送電線の敷設、ヤンゴンのコンバイン

の中銀によるファイナンスへの依存は低下した。

ド・サイクル発電所（500MW）の建設、電力システ

2006年４月以降据え置かれてきた預金・貸出金利は、

ムの自動制御化、配電網の昇圧化などが盛り込まれ

2011年９月と2012年１月の２回にわたり合計４％ポ

ている。電力セクターでは既存設備の改修・増強に

イント引き下げられ、さらに、各行では一定の範囲

も、新規建設にも、ともに大きな事業機会が見込ま

内で預金金利の設定の自由が認められるようになり、

れよう。

現状、最低預金金利が８％、最高貸出金利が13％と

発電部門では、外資企業は外国投資法に基づきミ

なっている。財政赤字の国債発行によるファイナン

ャンマー投資委員会の許可を取得することで、JVや

スは、2010／11年度に対GDP比6.0％の赤字のうち

BOTによる参入が容認されている。送配電部門では、

1.2％であったのが、2011／12年度には同5.5％の赤字

EPC／ターンキー契約などによる参入が考えられ

のうち2.4％と倍増し、中銀によるファイナンスへの

よう。

依存は抑制された模様である。それでも、2011年末
の中銀の対政府信用は、銀行の対民間信用の2.2倍と、

注６：2010年IEAエネルギー・バランス表には反映されていないと推察
される（図表１）
。
注７：2012年６月のヒヤリングによる。経済統計月報のデータを用いて
算出すると、発電所内消費と送配損失の合計で、2010／11年度に
26.8％、2011／12年度に20.7％となっている。
注８：2012年６月MOEP２でのヒヤリング。電力需要の伸びは、公式に
は年率10％を見込むとのこと。

2． 金融セクター
（1）財政赤字ファイナンスと銀行部門

依然として高水準である（図表９）
。
注９：個人預金を違法に受け入れて投機的な金融活動を行っていたトレー
ディング・カンパニーの経営破綻が銀行部門に波及し、大規模な銀
行取付けに発展した。政府は預金封鎖と貸出の強制的な回収による
対応に追い込まれた。危機を契機に民間銀行に対する厳格な業務規
制（預金受入れ額の払込資本金に対する規制など）が導入された。
注10：2010年１月から、従来の３年物、５年物に加え、２年物の発行が
開始されている。

（2）銀行部門の自由化

1963年の銀行国有化以降、金融セクターには基本

今後の経済発展には、金融システムへの信認を回

的に財政赤字のファイナンス機能が求められてきた。

復し、貯蓄の動員と活用を図ることが急務である。

その中心は、中銀による対政府信用、すなわち紙幣

2012年４月に行われた為替相場制度改革（管理フロ

増刷であった。さらに、1964年、85年および87年の

ートへの移行と為替相場の統一化）は、金融市場発

３回にわたる突然の一部紙幣の廃貨（３回目は補償

展への重要な布石となった（詳細は本誌７月号「ミ

措置も皆無）や、2002〜03年にかけての深刻な銀行

ャンマー特集 Part１」参照）
。

注９

銀行部門の自由化も進められている。民間銀行４

いる。

行の新設（2010年）により、銀行数は23行（国有４

危機 もあり、金融仲介はきわめて未発達となって
銀行部門の対民間信用は、2010／11年度末に対

行、民間19行）となったほか、新規支店の開設（40
2012.9
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店舗）も承認されている。銀行貸出の担保要件も緩

設が実現すれば、当該米銀による送金業務が可能と

和された（適格担保の拡大）
。国際業務では、2011年

なる。

に、民間17行への両替業務ライセンスの発行（10
月）、民間11行への公認外為事業者（Authorized
Foreign Currency Dealers：AD）ライセンスの発

3． 経済改革をめぐる政治力学と
今後の展望

行（11月）が行われた。2012年７月には、ADライ
センスに基づき、Kanbawza Bankなど４行が外貨

テイン・セイン大統領は、孤立の解消と国際経済

口座業務を開始したほか、Kanbawza Bankによる

への統合に向け、意欲的な改革を推進している。こ

タイからの送金受取りサービスが開始されている。

のような改革路線は今後、維持され得るのだろう
か？ 下記のような理由から、そうした後退の懸念

（3）金融インフラおよび資本市場の整備
銀行間決済システムの構築や、証券市場の開設
注11

は、基本的にはないとみられている。
国軍および与党連邦団結発展党（Union Solidari-

（2015年） も急がれている。資本市場では、1996年

ty and Development Party：USDP）関係者やい

に国有銀行（Myanma Economic Bank）と大和総

わゆる政商といった既得権益層は、市場の独占権や

研による折半出資の合弁会社ミャンマー証券取引セ

許認可の優先的・排他的な取得権を失い、競争圧力

ンター（Myanmar Securities Exchange Center

にさらされ納税義務も課されるようになってきたが、

Co., Ltd.：MSEC）が、取引所兼証券会社として創

今後の経済発展で見込まれる収益機会の追求には依

設されているが、証券取引法の未整備や取引所集中

然として有利な立場にあるとされ、今のところ、改

義務の欠如もあり、株式２銘柄の店頭取引が行われ

革に抵抗するという政治リスクを冒すのは必ずしも

ているにすぎない。そもそも成功している民間企業

得策ではないと認識している模様である。2012年７

ほど情報開示に消極的といわれており、市場の育成

月には、旧守派の筆頭格とされるティン・アウン・

は難航が予想される。

ミン・ウー副大統領が健康上の理由により辞任し、
改革のいっそうの進展が期待されている。

注11：2012年５月に、東京証券取引所グループと大和総研が、ミャンマ
ー中銀との間で、証券取引所設立および資本市場育成に関する覚書
を締結している。

しかしながら、大統領の目指す改革に対して、政
策策定・運営の制度能力の不足が顕在化してきてい
る。政策決定は場当たり的となりがちで、不確実性

（4）外銀参入

の高さが問題となっている。対外開放後は安定的な

外銀の参入については、今のところ駐在員事務所

マクロ経済の運営が容易でないことは、アジア危機

しか認められておらず、2012年６月現在、17行の設

の教訓からも明らかである。また、改革の推進には

立が承認済み、20行が申請中となっている。遠から

国民の支持が不可欠だが、そのためには電力、公共

ず合弁による参入を容認する意向も伝えられている。

交通、医療、教育などの分野の改善や生活水準の向

外銀には、提携・出資を通じる技術移転が期待され

上が広く実感される必要がある。

ている。

今後は、2015年の次期総選挙に向け、改革のスピ
ードと効果のバランスを図り、経済ショックや、社

（5）ドル送金

会・政治不安をいかに回避していくかが課題といえ

2012年７月に米政府が経済制裁の一部解除を発表

よう。さらに、これまで国軍の国政への一定の関与

し、米企業・個人による新規投資と金融サービスの

を保証する現憲法の改正や法の統治を主張し、軍事

提供が可能となった。懸案のドル送金については、

政権と対峙してきたスー・チー氏と同氏率いる国民

外貨取引の主要窓口である国有銀行２行の資産凍結

民主連盟（NLD）が、国家再建に向け現政権といか

措置は解除されておらず、それらの銀行とのドル取

に協力関係を築いていくかが注目される。

引は引き続き不可能であるが、今後、米銀の支店開
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