正念場を迎える
テイン・セイン政権下のミャンマー
——経済改革の恩恵を国民に実感させられるか——

海外投融資情報財団
調査部 上席研究員

村上

はじめに
ミャンマーでは、2011年３月に発足したテイン・セ

美智子

た。13年２月には内閣改造を行い、支配層エリートで
はない野党国民民主勢力（NDF）のティン・シュエ議
員を、ホテル観光副大臣として入閣させている。

イン政権により、当初のおおかたの予想を上回る速度

政治犯の釈放も進んだ。政権発足後1300人以上が

で政治・経済改革が進んでいる。政治面では、最大野

釈放されていたが、2013年12月30日に、残りの全政治

党・国民民主連盟（NLD）の党首であるアウン・サ

犯に恩赦を与える大統領令が発出された。

ン・スー・チー氏の国会議員としての国政参加が実現

情報も自由化され、2011年９月に３万件のインター

したほか、少数民族との和平交渉も進みつつある。経

ネット・サイトへのアクセスが解禁されたのに続いて、

済面では、旧軍事政権下で制定された外国投資法およ

12年８月にはメディアの検閲が廃止された。11年９月

び経済特区法の改正や、通貨チャットの管理フロート

には中国によるミッソン水力発電ダム建設計画の凍結

への移行が果たされた。民主化の進展を評価した欧米

が発表されたが、大統領がその決定理由を地元住民や

諸国は経済制裁について一部を除き解除し、日本も延

環境保護派による強い反対という「社会的関心」への

滞債務の免除やODAの再開に踏み切った。

配慮としたことで、情報の自由化を象徴する出来事と

テイン・セイン政権は50年という長期間にわたる事
実上の鎖国状態を脱し、国際社会との関係改善を図り、

受け止められている。
人口の約３分の１を少数民族が占める多民族国家

グローバル経済への再統合を通じて持続的成長の実現

のミャンマーは、独立（1948年）以来の国民統合の根

を目指している。しかしながら、貧困の削減、制度的

本的な課題に、少数民族との和解がある。現政権は、

能力の構築、ガバナンスにおける説明責任や透明性の

少数民族武装組織に対する従来の武力鎮圧政策を転

確保、少数民族との完全な和解の実現、ムスリムと仏

換し、停戦協定の締結および政治対話の推進に注力し

教徒との対立の克服など、課題は山積している。

ている。政権発足後、17の主要武装勢力のうち、49年

以下では、ミャンマーの政治・経済動向や、成長の

から武装闘争を続けてきたカレン民族同盟（KNU）を

鍵を握る直接投資の流入動向を整理し、今後の課題と

はじめとする14勢力と停戦に合意し、このうちの11勢

展望を検討する。

力と政治対話を開始している。ただし、残りのカチン

1. 政治動向
（1）民主化および国民和解の進展

独立軍（KIA、AA-Kachinを含めて交渉）
、およびタ
アーン民族解放軍（TNLA）との停戦合意は難航が
予想されている。
2013年11月には主要武装勢力による全国停戦調停

テイン・セイン政権は、スー・チー氏の自宅軟禁の

チーム（NCCT）が組織され、本年４月以降、政府と

解除およびNLDの公認政党としての再登録の容認を

の間で全国停戦協定の交渉が進められている。８月の

経て、2012年４月の補欠選挙でNLDの圧勝を認め、

第５回交渉では、政府が少数民族側の要求に譲歩す

同党を最大野党として国政に招き入れた。これは、

るかたちで連邦制の導入に合意する一方、民族武装勢

1990年の総選挙でNLDが議席の81％を獲得するとい

力は団結や国家の連帯の維持、主権の永続化といっ

う圧勝を収めたにもかかわらず、それを認めず、議会

た、政府が一貫して主張してきた原則の受け入れに合

も招集せず、スー・チー氏を拘束したことと全く対照

意し、停戦合意への最大の懸案事項が解決に至ったこ

的であり、国際社会から民主化の象徴と受け止められ

とが発表された。
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（2）反ムスリム暴動

方議会の合計35議席の改選は大勢に影響しないという

少数民族との和解が進む一方で、2012年半ば以降、
ムスリムと仏教徒との宗教間暴動が、ムスリムである
ロヒンギャ族の男性による仏教徒ラカイン族女性への
ぼっぱつ

暴行殺人事件（６月）を契機に勃発し、地域的な広が
りをみせている。ミャンマー政府は伝統的にロヒン

理由で、９月に中止が発表されている。

2. 経済動向
まん えん

数十年に及ぶ経済失政、縁故主義や汚職の蔓延に、

ギャ族をバングラデシュからの不法移民として国内の

欧米諸国による経済制裁の影響も相まって、機能不全

少数民族とは見なさず、国籍も付与してこなかった。

に陥っていたミャンマー経済は、現政権のもとで、グ

仏教徒が90％を占める国民一般も異端視してきた。仏

ローバル経済への再統合による再建が図られている。

教徒ナショナリストによる「969運動」

2012年４月には、為替相場の一本化・実勢化に向け

注１

の拡大もみ

られ、解決の見通しは立っていない。
ぶっ だ

注１： 2011年ごろから全国に広がった。969は仏陀の九徳、六つの教え、僧
侶の九徳の各数字を取ったもので、仏教の教えを強化する運動と説
明されるが、イスラム系商店での不買奨励などの反イスラム的特徴を
含む。

（3）2015 年総選挙の見通し
2015年11月に次回総選挙が予定されている。前回

管理フロートが導入され、対外開放に向けた金融環境
の整備が大きく進んだ。さらに、同年11月に新外国投
資法、その後14年１月には経済特区法がそれぞれ制
定され、直接投資導入の環境も整備されつつある。
足元のマクロ経済パフォーマンスはおおむね良好に
推移しており、現政権が広範な改革に強くコミットし
ていることもあり、持続的な成長軌道に入りつつある
との見方が定着している。

10年の総選挙をボイコットした最大野党NLDも憲法改

IMFは直近の見通し注２ において、2013/14年度の実

正のいかんにかかわらず参加を表明している。スー・

質GDP成 長 率の 推 計を0.75％ポイント引き上げ て

チー氏の人気、与党USDPの不人気に加え、地滑り的

8.25％とし、2014/15年度を8.5％としている（図表１）
。

な勝利の生じやすい小選挙区制が採用されていること

このような高成長をけん引しているのは、天然ガスの

もあり、自由・公正な選挙が実施されればNLDの勝利

生産と投資の拡大である。天然ガスの生産は、07年以

を見込む向きが多い。選挙制度については、民意の反

降伸び悩んでいたが、13年は、ラカイン州沖合のシュ

映という点で優れているとされる比例代表制の導入が

エ（Shwe）ガス田（ピーク生産は500MMcf/d）で

議論されているが、制度変更は時間が必要との理由で

商業生産および対中輸出が開始され、対前年比0.1Bcf/

次回総選挙への導入は見送られる見通しである。

d増の1.3Bcf/dとなった。14年８月には新たにZawtika

また、NLDの勝利を受け、党首スー・チー氏が次

ガス田（同300MMcf/d）の商業生産・対タイ輸出の開

期大統領に就任できるかどうかが注目される。その実

始が発表されている。ちなみに、天然ガスは生産量の

現には、大統領および副大統領の資格要件を規定する

70％以上が輸出されており、重要な外貨収入源となっ

憲法第59条の改正が必要である。同条（F）項に、外

ている。

国籍の家族を有する場合に就任資格はないとしてお
り、死別した夫が英国人、２人の子どもが英国籍の同
氏は、資格要件を欠いている。現憲法は、重要条項の
改正には、連邦議会の４分の３以上の賛成と国民投
票での有権者の過半の賛成が必要としている。連邦議
員の４分の１は軍人議員であるため、国軍の支持が
ない限り憲法の改正は事実上、不可能である。本年６
月には、議会内に設けられた憲法改正実行委員会が、
第59条（F）項の改正は不要との勧告を発表している。
スー・チー氏は、今後、国軍との間で新たにどのよう
な妥協点を見出していくのか、その政治的手腕が問わ
れている。
なお、2014年内に予定されていた補欠選挙は、選
挙委員会の準備の時間が不十分であるほか、国会・地

図表１
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投資動向をみると、2012/13年度に14.2億ドル（94件）
にとどまった 直 接 投 資 の 流 入（ 認 可 ベース）は、
2013/14年度に41.1億ドル（123件）に拡大し（図表２）
、

3. 直接投資の流入動向
直接投資の流入は、2010/11年度に資源エネルギー

2014/15年度も８月までの５カ月間で33.2億ドルと好

分野を中心とする大型案件の認可で過去最高を記録

調を維持している。従来、ミャンマーへの直接投資は

（24件、200億ドル）した後伸び悩んだが、2013/14年

中国やタイによる資源エネルギー分野（電力、石油ガ

度に入り増勢が回復しつつある。同年度の流入は対前

スおよび鉱業）を中心としていたが、投資国や投資分

年度比3.4倍の41.1億ドル（123件）となり、同年度末

野が多様化しつつある（詳細後述）
。

までの累計投資額は462.3億ドル（684件）となった（図

高成長のもとでマクロ経済の安定も維持されてい

表３）
。

る。インフレは2013/14年度以降いくぶん加速してい

2013/14年度の流入の内訳を投資国別にみると、シ

るものの、2014/15年度の消費者物価上昇率は６％台

ンガポールが最大で23.4億ドル（25件）と過半を占め、

半ばに抑制される見込みである。同年度の財政収支

次いで、韓国が6.4億ドル（13件）
、タイが4.9億ドル（９

は、通信ライセンスの売却収入もあり、政府が目標と

件）となっており、中国は0.6億ドル（16件）にとどまっ

する対GDP比５％以内の赤字とみられている。また、

ている。このうち、シンガポールからの投資には、多

経常収支は輸入の増加から赤字が拡大しているが、

国籍企業による同国子会社を通じる投資が少なからず

2014/15年度の赤字幅は対GDP比５％台にとどまる見

含まれている。セクター別内訳では、製造業が最大の

込みである。

18.4億ドル（95件）で、運輸・通信の11.9億ドル（４件）
、

しかしながら、マクロ経済が不安定化するリスクは

不動産開発の4.4億ドル（４件）
、ホテル・観光の4.3億

依然として小さくない。需要サイドからのインフレ圧

ドル（５件）と続く。累計の内訳は、投資国別では伝

力は根強いものがある。また、持続的な成長には海外

統的な投資国である中国が142.4億ドル（60件）
、タイ

貯蓄の活用が不可欠である一方、金融調節手段が未

が101.0億ドル（73件）と、両国で過半を占め、セクター

発達な環境下では、急激な資本流入は経済を攪乱しか

別では、電力が192.8億ドル（７ 件）
、石油・ガスが

ねない。金融市場の整備、金融システムの近代化は始

143.7億ドル（115件）と、資源エネルギー分野が70％

まったばかりであり、金融・為替政策の運営のかじ取

を上回るシェアとなっている。

かくらん

りはこれまで以上に困難が予想される。財政面では、

このように2013/14年度は、製造業向けの活発化や、

足元の赤字が縮小傾向にあるとはいえ財政余力はきわ

通信セクターの大型案件が特徴的である。製造業では

めて限定的であり、今後の開発支出の増大に応じるた

委託加工方式を中心とする縫製業に加え、自動車組立

めにも、課税基盤の強化・拡大、徴税システムの確立

て・販売や、食品・飲料製造・販売等への参入がみら

が急がれる。

れる。通信では、テレノール（ノルウェー）およびオー

注２：４条コンサルテーションに関するプレスリリース14/284（2014年６月）
。

図表２
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る。４～８月期の認可額（33.2億ドル）のセクター別

140

内訳は、通信が31.0％、石油・ガスが23.8％、不動産

120

が18.4％、ホテルが13.3％、製造業が8.1％などとなっ
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事業者ライセンスが付与された。
2014/15年度は前年度を上回るペースで推移してい

直接投資流入（認可ベース）の推移

（百万ドル）
25,000

レドー（カタール）に、外資系企業として初めて通信

0

行ライセンスの付与が発表された。
中国からの直接投資は、2010/11～ 2011/12年度に
かけて126.1億ドルに達したが、ミッソン水力発電ダム
建設計画の凍結（11年９月）後は大規模投資の動き
はなく、先述のとおり低迷している。中国による３大
プロジェクトのミッソン水力発電ダム、レパダウン銅
山建設は旧軍事政権下で計画されたが、地元住民の強
い抵抗や非難を引き起こした。このうち石油・ガスパ
イプラインはすでに完工・稼動しており、レパダウン

ミャンマー・ラオス特集
銅山はミャンマー政府の利益取り分の

図表３

直接投資受け入れ認可累計件数および金額の内訳

引き上げ（４％→51％）合意後に再稼
動となったが、ミッソン水力発電ダム
は現政権下では凍結の方針である。し
かしながら、ミャンマーの今後の経済
発展において中国が重要な資本供給国
であることに変わりはない。中国企業
においては民主化の進んだミャンマー
の投資環境に対応すべく、利益配分方
式の見直しや環境配慮の強化、CSRプ
ログラムの改善などが望まれる。
2012年７月の米国による経済制裁
の緩和を受け、米系企業による投資が
再開されている。投資国別受け入れ統
計によると米国からの直接投資は14年

（単位：件、百万ドル）

投資国
中国
タイ
香港
シンガポール
英国 / 英領
韓国
マレーシア
ベトナム
フランス
日本
インド
オランダ
米国
インドネシア
フィリピン
その他
合計

件数
60
73
74
111
67
89
47
7
3
45
12
7
15
12
2
60
684

金額
14,238
10,098
6,500
4,522
3,149
3,060
1,647
513
474
326
300
249
244
241
147
516
46,226

セクター
電力
石油・ガス
製造業
鉱業
ホテル・旅行
運輸・通信
不動産
畜産・漁業
農業
工業団地
その他サービス
建設
合計

件数

7
115
335
69
52
20
23
29
13
3
16
2
684

金額
19,284
14,372
3,988
2,862
1,800
1,504
1,497
426
203
193
57
38
46,226

注：2014 年３月末現在。
資料：DICA

３月末までの累計で2.4億ドル（15件）
であるが、地域統括会社を通じた投資でアジア諸国か

ほぼ30％を農業が占めている。乳児死亡率（出生1,000

らの投資に計上されるケースも少なくない。米系企業

対）も41.1（2012/13年度）と、ASEAN諸国でも高

として外国投資法に基づく最初の投資許可取得企業と

水準である。

なったコカ・コーラも、東南アジア統括会社を通じる

経済改革は政治改革に比べると制度的能力に依存

投資である。コカ・コーラは13年６月に約60年ぶりと

するところが大きく、改革を断行する政治的意志は明

なるミャンマーでの生産・販売を開始した。米国政府

らかとはいえ、制度的能力の不足が経済改革の制約要

は対ミャンマー制裁を緩和したとはいえ、軍関係者や

因としてそのスピードに悪影響を及ぼすようになって

人権侵害・汚職・麻薬取引等に関与した者などを指定

いる。とはいえ、実質的に国軍が主導する改革により、

している特定制裁対象者（SDN）リスト（対象者との

グローバル経済への再統合の道筋がつけられたことの

取引の禁止や資産凍結などの経済措置）は維持してい

意義は大きいと思われる。EUではすでにミャンマーに

るほか、U.S.personによる新規投資などについて報告

対する一般特恵関税制度（GSP）が再適用（2013年

義務を課している。

７月）されており、米国においても再適用の検討が伝

日系企業では、NTTデータのオフショア開発拠点の

えられるなど、輸出環境も整ってきた。８月には、ミャ

設立、ユニ・チャームによる生理用品および乳児用お

ンマーにとって初めてとなる本格的な投資自由化協定

むつの製造・販売地場企業への出資、日本ロジテムの

として、日本との２国間投資協定が発効している。

物流事業への参入（合弁形態）
、JFEエンジニアリン

ミャンマーの今後の発展には、資源エネルギー分野

グによるミャンマー建設省とのインフラ建設合弁会社

への直接投資の拡大が、不動産投資や消費財輸入の

の設立などがある。９月３日現在、ヤンゴン日本人商

活発化をもたらすだけに終わるという従来の経済パ

工会議所の会員企業数は185社で、その内訳は、貿易

ターンを転換し、雇用創出効果のある製造業の育成を

が21、金融・保険が12、工業が40、建設が48、流通・

図る以外にない。31年ぶりに実施された国勢調査の暫

サービスが42、運輸が22となっている。

定結果によると人口は5100万人と、これまでの政府推

欧州系では、カールスバーグのビール製造・販売や
ユニリーバの食品製造などがある。

4. 課題と展望
ミャンマーは１人当たりGDPが876ドル（2012/13
年度推計）の最貧国である。人口の70％ほどが農村部
に居住し、GDPの約30％、雇用の50％以上、輸出の

計の6000万を大きく下回っているが、製造拠点として
の人口規模に不足はない。2015年には、ヤンゴン近郊
に日本とミャンマーの官民連合で開発が進むティラワ
経済特区（400ha）の操業開始が予定されている。同
特区はインフラを備えた外資企業向け工業団地とし
て、製造業への投資拡大の起爆剤となることが期待さ
れている。
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