
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クーデターで政権を奪取したミャンマー軍事政

権への制裁について、外務省はアジア経済新

聞の電話取材に対し、「今のところ、とりわけて

制裁（ОＤＡ停止）を行うことは考えていない」こ

とを明らかにした。応対した担当課は「今、状況

の推移を見守っている。制裁するかどうかは事

態の状況変化にかかっている。（軍によって）多く

のミャンマー人が殺されるなど、ひどい状況にな

れば制裁を考えるが、今（２月１５日時点）はそう

いう状況になっていないので、今後の推移を見

て判断する」と制裁には慎重だ。さらに「人が大

勢殺され、悲惨な状態になれば手段を考えてい

く。必要に応じて制裁を行う」ことも示唆した。 

ＪＩＣＡに現在実施しているミャンマーのインフラ

プロジェクトについて電話で取材した。広報担当

者は「今後どうするのか検討している。いずれに

せよ外務省と相談して決めていくことになる。（コ

ンサルに）委託しているインフラプロジェクト案件 

 

 

については止めるかもしれないが、難しい情勢な

ので、外務省と相談して決めることになる」と語

った。加藤官房長官は２月７日の記者会見で「事

態の推移を注視しつつ、今後の対応を検討して

いきたい」と慎重姿勢の構えを見せていた。 

 

 

日本政府は石橋を叩いて歩くような慎重さが

伺え、一歩一歩確実に前進して目標を遂げる

“牛歩戦略”のようにも見えるが、「事態をこれ以

上、悪化させないためにもスピード感をもって解

決に当たることが望ましい。政府の対応は遅い」

と批判の声があがる。「鉄は熱いうちに打てが鉄

則だ。鉄が冷めて固まってしまってからでは手の

打ちようがなくなる」との意見もある。予測通りマ

ンダレーで２０日、国軍による銃撃でデモに参加

した市民２人が死亡した。ネピドーで銃撃され死

亡した女性を含めると犠牲者は３人となった。 

これまで日本政府は対ミャンマー外交に関し、

「独自色」を貫いてきた。２００７年の民主化運動

弾圧で欧米各国が制裁を強化した後も、日本は

旧軍事政権との関係を切らさず、支援を継続し

た。昨年８月、茂木外相はミャンマー訪問の際、

スーチー氏だけでなく、国軍のミン・アウン・フラ

イン総司令官とも会談し、配慮を見せた。ただ、

米欧諸国とのスタンスの開きは大きく、違いは鮮

明だ。 
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国軍銃撃でデモ参加者３人死亡 
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バイデン大統領は２月１１日、ミャンマー軍事

政権を制裁するため大統領令に署名した。欧州

連合（ＥＵ）のミシェル大統領も「クーデターを強

く非難する」と強い言葉でスーチー氏らの解放を

訴えた。英国のジョンソン首相は自身のツイッタ

ーに「クーデターでスーチー氏を含む文民の違

法な監禁を非難する。（昨年１１月の選挙）投票

は尊重され、文民のリーダーたちは解放されね

ばならない」と投稿した。オーストラリアのペイン

外相も「ミャンマー国軍が再び支配権を掌握した

ことに強く懸念する」との声明を発表し、スーチ

ー氏らの即時解放を求めた。インド外務省も「ミ

ャンマーの民主的なプロセスは擁護されなけれ

ばならない」との声明を発表した。 

 

 

マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は２月５日

インドネシアを訪問し、ジョコ・ウィドド大統領と会

談した。両首脳は「深刻な懸念」を表明した上で

ＡＳＥＡＮ外相特別会議を開催するよう議長国

のブルネイに提案するよう指示した。共同記者

会見でムヒディン首相は「クーデターによって国

軍が全権を掌握したことは、ミャンマーの民主主

義へのプロセスの後退を意味する。ミャンマーの

混乱は地域の安定と平和を危険にさらすもの

だ」と軍事政権を強く非難した。ジョコ大統領も

「ＡＳＥＡＮ共同体のビジョンを達成するために

も、法律は順守されなければならない。全てのＡ

ＳＥＡＮ加盟国はＡＳＥＡＮ憲章を尊重すること

が重要だ」と強調した。現地メディアが伝えた。 

 

 

国際社会から軍事政権を非難する声が上が

る中、日本政府はなぜ対話路線を敷くのか。米 

欧豪などがさらに強硬な制裁措置を取れば、板

挟みになる可能性だってある。ミャンマー情勢に

詳しい元団体職員は「対話によって政権をスー

チー氏に戻すようなヤワな国軍ではない」と日本

政府の対話路線を批判した。 

ミャンマーは旧軍事政権時代、米欧から厳し

い制裁を受けて、外交や経済で国際社会との

関係を絶たれていた。米欧はスーチー氏の軟禁

や少数民族の弾圧など、人権抑圧を続ける非

民主的な政治体制に圧力をかけるため、１９９７

年に経済制裁を発動した。だが、度重なる民主

化要請にもかかわらず、米欧の望む民主化は行

われず、２００３年に米国が、２００４年にＥＵが制

裁を強化した。米欧だけでなく、カナダやオース

トラリア、ニュージーランドも経済制裁を科した。 

しかし、日本だけは米欧のような経済制裁は取

らなかった。ミャンマーを支持こそすれ圧力をか

けるようなことはしなかった。 

 

日本は１９８０年代までミャンマーの最大の支

援国で、田中角栄や福田赳夫ら歴代首相も訪

問していた。ミャンマー軍が民主化運動を弾圧し

た１９８８年以降も、人道的な支援を続けて軍政

と一定の関係は維持していた。だが、米欧の経 

済制裁の強化によって軍事政権は孤立を深め

て行き、中国へと接近する。 

 

 

ジェトロによると、中国からミャンマーへの経済

協力は１９９７年から２００６年の間に累計で、贈与

が２４３０万ドル、貸し付けが４億６２８０万ドルに上

った。この数字は米国やＥＵから制裁を受けて

いた当時のミャンマーとしては、突出した援助額

だった。一方、日本も民生移管によって誕生した

テイン・セイン大統領時代の２０１２年４月に当時

民主党の野田首相がミャンマーに貸し付けてい

た円借款５０００億円中の３０００億円を返済免除

にし、同国の債務問題を決着させた。 

  

ミャンマーに対する日本の経済支援は１９５４

年に始まった。太平洋戦争後、当時ビルマとの

戦後賠償と経済協力協定、平和条約の調印が

行われた後、日本は切れ目のない支援を続け

てきた。同国政府の民主化への取り組みを受

け、２０１２年４月に経済協力方針を変更し、本格

的な支援を再開した。２０１６年３月、スーチー氏

率いる政権が成立したことで全面的な支援を約

束した。日緬は長い交流の中でお互いを支え合

ってきた歴史がある。これを踏みにじってまで米

欧のような強い制裁を科すことはできなかった。

相手をののしるような言葉や暴力で解決するの

ではなく、対話によって問題を打開する。第２次

大戦中、日本軍は独立を求めるビルマを占領

し、多くのミャンマー人を虐殺した。しかし、ミャン

マー人のほとんどは「過去を忘れ、今の日本は

許している」と口をそろえる。 

米欧の制裁と一線画す「対話路線」 

ASEAN外相会議開催提案 
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集会では抵抗の意思を示す指３本を突き上げる

人たちが目立った。寒さで冷たくなった石畳みの上

に長時間座り続けながら、スーチー氏らの即時解放

を訴え続けた。全員が軍事政権の打倒を目指した

「勝利の歌」を繰り返し歌い、時に「ウォー」と、うねる

ような声が何度も上がった。ミャンマーの人々にとっ

て、スーチー氏は絶対的存在なのだ。 

 

 ２月１１、１２の両日連夜、国連からミャンマー国軍に圧力を求める抗議集会

が行われた。初日は１０００人近いミャンマー人の男女が国連大学前広場に集

結し、スーチー氏の写真やペンライトを頭上に掲げた。集会に参加した女性

は「クーデターは世界中が反対している。軍事政権は誰も信用していない。軍

事政権を倒すまでデモ、抗議集会に参加する」と打倒を誓った。１２日、集会

主催者から国連大学職員に「要請文」が手渡されると、「よろしくお願いしま

す。よろしくお願いします」と合体化した声が夜空に響きわたった。 

リーダーはこの人でない 

 ２０歳代女性は「私たちのリーダーは

この人ではない」。そう言いながら報

道陣の前で、国軍の総司令官らしき

写真を自分の靴で何度も何度も叩い

て見せた（写真㊧）。「私たちのリーダ

ーは、アウン・サン・スーチーです」。 

           

抵抗の意思、指３本突き上げ 
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春日孝之氏（ジャーナリスト）が実にタイムリーに「黒魔術がひそむ国・ミャ

ンマー政治の舞台裏」（河出書房新社）を出版された。文春オンラインはこ

の本を引用して以下のような記事を掲載した。読者の参考になると思い以

下、掲載します。 

2021年 2月 1日。ミャンマー国軍がアウンサンスー・チー氏を拘束し、

国家の権力を掌握したと宣言。民主主義の根底を揺るがす事態に各国か

ら非難の声明が上がっている。歴史的なスーチー政権誕生に導いた総選

挙から 5年が経った今、なぜこのタイミングで国軍はクーデターを起こした

のか。その背景には“ミャンマー特有の意思決定”のあり方も大いに関係す

るのかもしれない。 

 ここでは、「占い」が生活に密接に関わるミャンマーの舞台裏をジャーナリ

ストの春日孝之氏が迫った書籍『黒魔術がひそむ国・ミャンマー政治の舞

台裏』（河出書房新社）を引用。アウンサンスー・チー氏や NLD と国軍が

水面下でどのような攻防を繰り広げてきたのかを紹介する。 

停戦が実現したとしても、内戦の終わりではない 
ミャンマーの人口は約 5100万人（2014年国勢調査）で、政府は 135の

民族グループを認定している。全体の約 7割を占める多数派がビルマ

族、その他の 134が少数民族という分類だ。宗教で見ると、全体の 9割

が仏教徒である。 

 ミャンマーは、長いイギリス統治を脱してビルマ族を事実上の支配民族と

して独立（1948年）した。以来いくつもの少数民族武装組織が「分離独立」

を求めて蜂起し、内戦に突入する。国家分裂の危機である。 

 今ではあからさまな「分離独立」要求はほとんど聞かれないが、一部武

装組織は「自治権の拡大」を求めて国軍との間で散発的な戦闘を続けて

いる。 

 テインセイン大統領（※編集部注：大統領在任期間は 2011～2016年。

国軍出身だが大統領就任前に退役し、ミャンマーの民主化に務めた。

2015年の総選挙でスー・チー率いる NLDに敗れ、大統領を退く）は「全

国停戦」を目指し、その数 20ほどある武装組織と和平交渉を続けたが、

任期中に時間切れとなり実を結ばなかった。ただ、かりに全国停戦が実現

したとしても、内戦の終わりではない。組織の武装解除や兵士・将校の国

軍への編入といった難題も残る。彼らも「職」を失うからだ。「和平実現」を

視野に捉えることすら、まだまだできないという状況なのだ。 

 少数民族問題は、政権や国軍の立場で眺めれば、安全保障上の最大

懸案の一つである。懸案が払拭されない中で国籍条項に手を付ければ、

自治権に絡む条項でも改正圧力が強まるのは必至である。私が話を聞い

た少数民族の指導者たちは憲法改正の主眼を「真の連邦制の実現」に置

いていた。国籍条項の変更については多くが無関心だった。 

 「自治権の拡大」は、ビルマ族が主体となった中央集権体制の弱体化を

招きかねない。ミンアウンフライン最高司令官（※編集部注：2021年 2月

1日のクーデターで事実上の国家指導者になった）は「私たちは連邦を分

裂させない『安全装置』としての責務を担う」と口にした。自らの機能低下

につながるような国家システムの変更には応じない、というのが基本姿勢

である。 

特別寄稿 日本財団会長 笹川陽平氏 

「ミャンマー問題」―複雑怪奇なミャンマー政治― 
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スーチー大統領実現を阻むかのような「国籍条項」 

 軍政期の 2008年に制定された現憲法は、大統領（副大統領も含む）の

資格要件（第 59条）の一つとして国籍条項（f項）を設けた。「本人、両

親、配偶者、子供とその配偶者のいずれか」が外国籍なら資格はない。ミ

ャンマーは二重国籍を認めていない。スーチーの夫（故人）は英国籍で、

二人の息子やその妻たちも英国籍である。 

 NLDは民政移管後の 2013年末、国会に提出した憲法改正案でこの条

項の「削除」を求めた。政権与党・連邦団結発展党（USDP）も、民主化改

革への姿勢を示す必要があり、独自案を提出した。国籍条項をめぐっては

「（親族が）ミャンマー国籍に戻るなら大統領候補になれる」を付加した譲

歩案だった。 

 憲法を素直に読めば、ミャンマー国籍に戻れば大統領候補になれること

は論理的必然と思える。しかし政権寄りの一部メディアはスーチー大統領

実現に道を開く「驚きの案」と報じた。その一つ、政権与党の日刊紙ユニ

オン・デイリーのウィンティン主筆（63）に問うと、こんな反応があった。 

 「（スーチーの）息子たちがミャンマー国籍に戻れば、国民はみんなハッピ

ーですよ。ドー・スー（編集部注：アウンサンスー・チー氏の愛称）が大統領

としてその身を国民に捧げる覚悟があるなら当然、息子たちを説き伏せる

べきです」 

 アウンサンスーチーは長男との不仲がうわさされる。スーチー本人は「成

人した息子たちを説得するつもりはない」と漏らしてきた。ウィンティンの言

葉は、息子たちに「英国籍を離れてよ」とは言えない彼女の身上を見透か

した、冷評のように思えた。 

 友人のジャーナリスト、シードアウンミンは「息子たちがたとえミャンマー籍

に変わると決心しても、当局が資格審査で阻む可能性があります」と指摘

した。スーチーに大統領資格を与えないためにはどんな手も使うはずだ、

との見方である。 

 国内外の民主派やその支持派は国籍条項について、「軍政がスーチー

を標的として設けたのだ」と非難してきた。イエトゥ情報相兼大統領報道官

にこの点を問うと、憲法改正論議でスーチーが「改革の一部は失速してい

る」と政権批判を展開してきたことを踏まえ、言い返した。「ドー・スーの批

判は自分が大統領になれるかどうか、彼女が求める判断基準に沿ったも

のに過ぎません」 

国軍 vsアウンサンスーチーという対立の構図 
 スーチー標的論を考えるには、少し「過去」を振り返る必要がある。 

 旧軍政期以来の「国軍 vsアウンサンスーチー」という対立の構図は、ざ

っくり言えば「ビルマ族仏教徒」というコップの中の争いだった。アウンサン

将軍は「建軍の父」であり、スーチーの実父である。内戦で戦う少数民族

の武装勢力はコップの外の敵。国軍は、スーチー率いる民主化運動によっ

てコップの中と外の二正面作戦を強いられることになった。 

 イギリスはその植民地支配でカチン族やカレン族といった一部少数民族

に対し、キリスト教への改宗を推し進め、多数派の仏教徒ビルマ族を支配

する立場として優遇した。「分割統治」である。ビルマ族は独立により支配

権を奪い返した。独立に伴う内戦の勃発は、被支配者の立場に転落した

少数民族の「復権」を懸けた闘争という側面もある。 

 イギリスがこの国に残した「負の遺産」は、内戦にとどまらない。民政移管

後に顕在化した仏教徒とイスラム教徒の対立もその一つだ。同じ大英帝国

下、インド側から大量のベンガル系イスラム教徒が流入する。テインセイン

大統領もミンアウンフライン最高司令官も、私のインタビューにイギリスへの

恨み節をとうとうと語っていた。 

互いに繰り広げる心理戦・情報戦 

 国軍は今も、武装勢力などと心理戦や情報戦を互いに繰り広げている。

米欧諸国は少数民族、キリスト教徒やイスラム教徒を「抑圧・弾圧される

側」とみなして同情的だ。 

 軍人議員のティンソー准将はメディアにこう発言していた。「国家元首は

国民の全幅の信頼を得る必要がある。その家族がどんな形にせよ外国の
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支援を受けるようなことがあれば、この国は間接的に外国にコントロールさ

れるかもしれない」 

 「国籍条項の維持」を訴える市民集会がヤンゴン近郊で開かれたことが

あった。テインセイン政権が後押しした可能性はぬぐえないが、「国籍条項

の取り扱いは（スーチー個人の問題ではなく）長い目で是非を判断した方

がいい」との指摘があった。大局的には国家の安全保障に関わる問題な

のだと。 

国軍、そしてスーチーの言い分 

 国軍としてはスーチーに対し、「この国の将来を真剣に憂うるのであれ

ば、身辺をすっきりさせて出直せ。できないのならあきらめて別の道を目

指せ」ということになる。逆にスーチーの立場からすれば、「息子といえども

すでに成人。国籍変更を強いるのは人権問題だ」という主張になる。「旧

軍政は憲法の国籍条項に『スーチー排除』を明確に意図して盛り込んだ。

外国の支援やコントロールをうんぬんするというのは、後からつけた理屈に

過ぎない」となるだろう。 

 結局、国籍条項に関しては、スーチーの二人の息子やその妻たちがミャ

ンマー国籍を取得すれば問題は解消される可能性を残しつつ、このまま

推移することになる。 

 ただ、「スーチー大統領」誕生を阻む国籍条項にかかわらず、憲法改正

を求める側に立てば、最大の問題は改正条件のハードルが絶望的に高い

ことにある。 

 国会は上院 224、下院 440の計 664議席で構成されている。このうち、

国軍最高司令官が指名する軍人議員が全体の四分の一の 166議席を占

める。総選挙で各政党が争うのは、総議席の四分の三にあたる残り 498

議席。しかし憲法改正には全議員の四分の三超の賛成が必要なので、病

気などでの欠席や死去に伴う欠員が常態化する中、改正の可能性はゼロ

に等しい。何度も繰り返すように、最高司令官に事実上の拒否権が与えら

れている状況だ。 

 NLDの憲法改正案起草に加わった国会議員ウインミン（63）はこう指摘し

た。 

「軍人議員は最高司令官の駒に過ぎません。国民に選ばれていない、つ

まり国民の意思が反映されていない人物に国家の命運が委ねられている

現実は非民主的です」 

 国政を左右する大きな課題については、国軍の意向を無視して何も決

まらないのが実情だった。その権限を一手に握るミンアウンフライン最高

司令官は、確かに国民に選ばれていない。 

 スーチー率いる NLDは、国会に対し国籍条項の削除と同時に、憲法改

正の要件を全議員の「四分の三」から「三分の二」に緩和するよう要求する

二段構えのキャンペーンを展開していた。しかし国会の特別委員会で続く

改正論議は、なかなか前に進まなかった。国民的作家で占星術師ミンティ

ンカの「アウンサンスーチーは大統領になる」旨の予言は、こうした状況の

中で公表されたのだった（※編集部注：スーチーや NLD、国軍の意思決

定はこの「占い」にも左右されてきた）。 

 それはともかく、スーチーは記者会見などを通じて「大統領になるための

努力を続ける」と繰り返す。主治医ティンミョーウインが言うように「強い意

志で一生懸命に努力すれば、目標に到達できる」と信じて。 

ロヒンギャ問題の対応への非難 
スーチーは主治医ティンミョーウインが語ったように「仏教徒として一生

懸命に」やり切り、宿願だった実質的な国家元首の地位を獲得する。た

だ、その後の政権運営の道のりは、周知の通り険しいものになる。私はス

ーチー政権の発足とともに日本に帰任したが、はたから見て特に気になっ

たのは、厳しさを増す国際社会の視線だった。 

 「人権と民主主義のチャンピオン」は「堕ちた偶像」とまでこき下ろされる

始末。とりわけロヒンギャ（ベンガル系イスラム教徒）の人権問題をめぐり

「沈黙」を通してきたことが痛手となる。専制的な政治姿勢やメディアとの

ギクシャクした関係が、「称賛」から「批判」へと容易に入れ替わる空気を
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醸成していた。 

 ロヒンギャ問題は複雑で根が深い。歴史的背景が込み入って解決への

道筋は一筋縄ではいかない。「人権」が絡んでいるだけに、うかつなひと言

で収拾がつかなくなる。誇張や曲解されることもある。主治医ティンミョーウ

ィンによると、スーチーが沈黙してきたのは、時に沈黙は語るよりも優れて

いるという、仏陀の教え「賢者の高貴な沈黙」にならったものだった。 

国際社会からの侮蔑的な視線 

 本章を書いている最中（19年 12月）、オランダ・ハーグの国際司法裁

判所で「ロヒンギャ迫害」問題の審理が始まる。ミャンマー国軍による対ロヒ

ンギャ武装組織への掃討作戦が「ロヒンギャを集団として破壊する意図を

もって」一般住民へのジェノサイド（集団虐殺）に及んだ、との訴えである。 

 スーチーが出廷して被告席に立つ。国軍の「擁護」をしたことで、英 BBC

がスーチーの「大きな転落の日」と報じるなど、メディアは総じて、彼女に非

難の声を浴びせた。 

 軍政期、スーチーは「人権」と「民主主義」を錦の御旗に国際社会から揺

るぎない支持を受けて「悪の軍政」と対峙していた。皮肉なもので、今や

「悪の国軍」に付和雷同する人権無視の張本人として、国際社会の侮蔑

的な視線を一身に浴びている。期待が大きい分、失望が深いのは世の常

である。 

占星術師が語った逸話 

 私は裁判報道を眺めながら、テインセイン政権の占星術顧問だったペニ

ャン師が語った逸話を思い出していた。呪われて王になった人物の苦難

の話である。王になれば、さまざまな国難に直面する。国家のあらゆる問

題と苦難を背負わないといけない――。 

 王になるよう誰かに呪われたかな、と思ってしまうほどだ。 

 スーチーは記者会見での私の質問に、「大統領になる」という占星術師

の予言を『私の明るい将来』と表現し、謝意を示した。そのことから、彼女

は最高指導者になってこれほどの激しいバッシングを受けるとは予期して

いなかったに違いない。 

 スーチーは偶像ではなく生身の政治家を志した。父アウンサンが果たせ

なかった「民主化されたミャンマー」を成し遂げたいと。「重要なことはすべ

て私が決める」と豪語したスーチーである。その心底にはあらゆる問題と

苦難を背負い込む覚悟があったはずだ。いや覚悟していなければならな

かった。 

 ロヒンギャ問題に対し、スーチーは目を背け、口をふさぎ、何もしない―

―。国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルは、無力ならともかく

行使できる「政治的、道徳的権限」がありながら行使しないのは、無作為

の作為だと非難した。 

 批判者はさらに言い募る。スーチーの後ろ向きの姿勢は、ロヒンギャを嫌

う大多数の国民の支持をつなぎ留め、政権運営や将来の憲法改正に不

可欠な国軍の協力を失わないようにするためだと。確かにスーチーは「国

民の支持」によって最高指導者のポストをつかみ取った。これらを失えば、

自らの政治的な寄る辺はなくなってしまう。 

 もはや「世界のスーチー」ではなく「ミャンマーのスーチー」である。しかし

彼女は法廷で、国内での保身のためだけに国軍を「擁護」したのではない

と私は見た。武装組織に対する掃討作戦での行き過ぎは認めつつ、作戦

の正当性を確信して訴えに反論していたと思う。 

ロヒンギャ問題の本質とは 
 殺害やレイプ、拷問や住居の破壊など数々の残虐行為があり、結果とし

て大量の難民が命からがら隣国バングラデシュに脱出した。私は、これを

否定したり軽視するわけではない。人道上の危機、人権侵害の極みであ

る。 

 ただ、ロヒンギャ問題では「人権」だけに焦点が当てられがちだ。「人権」

は「普遍的価値」とみなされるがゆえに、物事の善悪を判断しやすく、誰も

がとっつき易いテーマだ。テレビやネットを通して、目の前には悲惨な光景

が映し出されている。しかし、いやそれだけに問題の背景をとことん掘り下
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げることなく、人を思考停止にさせる危うさが付きまとう。「誰がこんな目に

遭わせたのだ」とか「誰がこんなことを黙認したのだ」とかいったレベルで止

まっているのが、ロヒンギャの「人権」問題である。 

 ロヒンギャ問題の根っこの一つにはイギリス植民地支配をルーツとする

「負の遺産」がある。 

 なぜロヒンギャはミャンマーで不法移民扱いされ、国籍が与えられないの

か。なぜロヒンギャはミャンマー人からそれほどまでに嫌われるのか、なぜ

を突き詰めて考えるべきだと思う。 

 ロヒンギャ問題は、イスラム教徒に対する仏教徒の迫害という文脈でも語

られるが、より本質的には歴史的な土地・領土の奪い合いという側面が強

い。どちらか一方だけが正しいと判別できるような単純明快な問題ではな

い。 

 国家レベルで見ると、「イスラムの脅威」やロヒンギャ武装組織、つまりイ

スラム過激派またはテロ組織の動向が絡む安全保障の問題である。国軍

の掃討作戦は「分離独立」を口にした過激派の蜂起を契機に行われた。

過激派に殺害されたり、虐待を受けた地元仏教徒（ラカイン族）の「人権」

は視野の外に置かれてきた。 

 ロヒンギャ問題を「領土争いに起因する紛争」という視点で眺めると、双

方の当事者がいかに激しく情報戦や心理戦を繰り広げているかが見えて

くる。国連や人権団体へのロビー活動もその一環だ。過激派は、国際世論

をこの問題に引きつけるため、国軍の反撃を想定して意図的に人道危機

を創出した疑いがある。 

 ロヒンギャ問題は私がミャンマー情勢をカバーする中で特にエネルギーと

時間を費やしたテーマだった。今回の掃討作戦以前から、長い間の紛争

で犠牲になってきたのは、ロヒンギャと仏教徒ラカイン族双方の無垢の民

なのだ。悲惨なのは、「憎悪の連鎖」の中で無垢の民同士が暴力を繰り返

してきたことである。 

ロヒンギャ問題に対するスーチーの立ち位置 
「人権」問題に焦点を当て、人道危機に速やかに対応するのは当然であ

る。しかし、そこにとどまって一方の「非」を糾弾し、どうにかしろ、と声高に

叫び続けても解決への道は進めない。むしろ相手をより頑なにし、孤立感

とやり場のない怒りを増幅させるだけである。 

 メディアの報道も国際機関、多くの国の対応も著しく偏っている。ミャンマ

ー人仏教徒（特にラカイン族）は「多勢に無勢」の感を強くしており、そうし

た偏った姿勢がロヒンギャや国連などロヒンギャを支持する国や組織に対

し、憎悪を募らせてきた。挙げ句、憎悪のはけ口をロヒンギャに向け、一連

の差別や暴力を正当化してきたことは、社会心理学的に説明できる。「憎

悪の連鎖」は、ロヒンギャの無垢の民をより窮地に追いやってきた。一方へ

の極端な非難と擁護は、むしろ「憎悪の連鎖」に加担する行為なのだ。 

 スーチーは今やこの難事の矢面に立ち、批判の矛先となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本文は２月５日に日本財団 HPにアップされた笹川会長のブログを寄稿として掲載し

たものです。とても興味ある内容でしたので、日本財団から許可を得て掲載しました。

笹川会長はミャンマーとの関係が深く、２０１２年６月、外務省からミャンマー少数民族

福祉向上大使を委嘱され、さらに２０１３年２月、ミャンマー国民和解担当・日本政府代

表に就任。アウンサン・スーチー氏が自宅軟禁から解放された後の２０１１年１２月、スー

チー氏の自宅で会談もされています。また、２０１９年２月、国軍最高司令官、アミン・ア

ウン・フライン氏とも会談されるなど、ミャンマーで精力的な活動をされてきました。 



 

 

 

外務省はエジプトの電力供給を安定化させる

ため、同国政府に２５０億円を供与する。同省に

よると、エジプトは電力料金が安く設定されてい

るため、電力公社の財務状況が悪く、同国政府

が補てんする補助金は肥大化している。とくに新

型コロナの感染拡大で同国の経済は大きな影

響を受けており、財政不足が深刻化している。

同国はまた電力セクター全体の効率化を推進さ

せており、電力セクターの構造改革を進めるた

めの支援となる。 

この案件は、アフリカ開発銀行（ＡｆＤＢ）とフラ

ンス開発庁（ＡＦＤ）との協調融資案件であり、Ａ

ｆＤＢとの協調融資枠組み「アフリカの民間セク

ター開発のための共同イニシアティブ」第４フェ

ーズ（ＥＰＳＡ４）に資するものだ。調達条件はア

ンタイド。２月１５日（現地時間同日）、首都カイロ

で能化正樹駐エジプト日本国特命全権大使とラ

ニア・アル・マシャート国際協力大臣との間で書

簡の交換が行われた。 

 

 

ＪＩＣＡは２月１６日、コートジボワールのアビジ

ャンでアフリカ開発基金との間で７３６億１００万円

を限度とする円借款貸付契約に調印した。ＪＩＣ

Ａによると、この事業は、アフリカ開発基金による

第１５次となる増資期間中（２０２０年６月３０日～２

０２２年１２月３１日）に同基金の支援対象国での

事業実施に必要な資金の確保やアフリカ地域の

最貧国の貧困削減と経済成長に資することを目

的にしている。ＡfＤＢグループは「１０カ年戦略２

０１３-２０２２」を策定し、重点５分野として「電力へ

のアクセスの向上」、「食糧増産」、「工業化」、

「地域統合」、「アフリカの人々の生活の質の向

上」を掲げている。アフリカ開発基金に配分され

る資金は、この重点５分野の活動に活用される。

今回の増資に当たって日本政府がアフリカ開発

基金に対して行う拠出は出資と融資から成り、

本貸付はそのうち融資に該当するもの。ＪＩＣＡ

はこれに加えて、日本政府とＡfＤＢが２００５年７

月にアフリカ支援策として立ち上げた「アフリカ

の民間セクター開発のための共同イニシアティ

ブ」の下で実施している事業を通じ民間セクター

開発支援も行っている。 

 

 

国土交通省とインドネシア公共事業・国民住

宅省は、「日インドネシア有料道路О&М技術会

議」をこのほどオンライン形式で開催した。同会

議は日本とインドネシアにおける有料道路の運

営・維持管理分野の最新の取り組みを共有し、

官民での両国の道路О＆М分野での協力関係

を強化するのが目的。 

会議では国土交通省道路局が、日本の知見

を踏まえた上で、有料道路の維持管理技術の

向上の重要性について述べたほか、海外プロジ

ェクト推進課が「質の高いインフラ調達」などを紹

介した。また、西日本高速道路が日本の高速道

路会社の海外での取り組みやインドネシア有料

道路事業に関する協力などについて紹介した。

また、有料道路の橋梁、トンネルの維持管理技

術についても紹介した。一方、インドネシア側は

ジャサマルガ社が進めている有料道路サービス

の向上に向けたデジタル化や最新技術の導入

について紹介した。フタマ・カルヤ社は同社が運

営する有料道路の取り組みを紹介した。さらに

アストラ・インフラ社もインドネシア有料道路のデ

ジタル化や近代化について紹介した。国土交通

省は会議で得られた知見を活かし、日本企業の

海外展開を支援していく。 

 

 

ホーチミン市都市鉄道(メトロ)管理委員会(МＡ

ＵＲ)はこのほど、建設中のメトロ１号線(ベンタイ

ン～スオイティエン間)の進捗状況について同市

人民委員会に報告した。計画によると、今年１０

～１２月にロンビンデポ～ビンタイ駅(トゥードゥッ

ク区)間で試験走行し、２０２２年中に全線の試験

運行と商業運転を開始する予定。 

メトロ２号線は全長１９.７km で、始発のロンビ

ン駅から終点のベンタイン駅まで１４駅(うち高架

１１駅、地下３駅)を設置。投資総額は４３兆７０００

億ＶＮＤ(約２０００億円)。昨年年末時点で作業

の約８２％が完了している。メトロ５号線の第１期

(バイヒエン交差点～サイゴン橋間)は、今年１０

～１２月期にプレＦＳ)を完了し、国会に提出す

る。メトロ３Ａ号線(ベンタイン～タンキエン間)は

来年までにプレＦＳを完成させる予定だ。 

エジプトの電力供給安定化へ 

外務省、エジプトに２５０億円 

アフリカ開発基金に７３６億円 

日尼有料道路О＆М技術会議 
 

２０２２年中に全線試験運行 

https://www.viet-jo.com/home/province.php?id=5&name=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%B8%82


 

 

資源の呪い（アルジェリアの例） 
「資源の呪い」という経済用語がある。鉱物や石油などの天然資源が豊富な国では、かえって工業化や経済成長が遅れる、というパラドックスのこと

だ。 

これが最初に言われるようになったのは、意外なことにオランダである。オランダでは、1960年頃、北海で膨大な天然ガスを産出するようになった。

1973年の第一次石油危機の後、エネルギー価格高騰により天然ガス収入が増大し、これを原資に高レベルの社会福祉制度が構築されたのだ。ところ

が、天然ガス輸出拡大によって通貨ギルダー（ユーロの導入前の話）の為替レートが上昇し、これに労働賃金の上昇が加わり、工業製品の国際競争力

が急速に落ちたことから国内経済が悪化してしまったのである。 

ただ、現在「資源の呪い」が言われるのはアフリカだ。今回は、アルジェリアを例にして議論を進めたいと思う。 

まず、アルジェリアについて簡単に紹介したい。北アフリカでフランスの対岸に位置する国だ。人口は 4，220万人で、アフリカで最も面積が広い国だ

（かつてはスーダンの方が大きかったが、2011年に南スーダンが分離独立したので縮小した）。歴史的には、1830年にフランスに占領されたのだが、そ

の際に、アルジェリアは植民地ではなく、フランスの領土の一部だとされた。そして、多くの欧州人（もちろんフランス人が中心）が入植し、アルジェリア人

の土地は奪われていった。1960年頃は、アルジェリアの人口 1,100万人のうち 100万人が欧州からの入植者だった。有名なのは、イヴ・サンローラン

（ファッションデザイナー）やカミュ（『異邦人』『ペスト』で有名なノーベル賞作家）である。 

そのこともあってアルジェリアの独立までの道取りは険しかった。8年間の独立戦争では 100万人以上が犠牲になり、ようやく 1962年に独立を勝ち

取ったのである。 

そのようなアルジェリアにとって、本来なら天からの賜物である天然資源が「呪い」になってしまったのだ。 

アルジェリアでは、独立戦争中の 1956年に天然ガスが発見された。BP統計によると、2019年の生産量は、天然ガスがアフリカ 1位、原油がアンゴ

ラと共にアフリカ 2位（1位はナイジェリア）だ。天然ガスは、LNGに加えて、地中海の海底に引かれたパイプラインで欧州に供給されている。 

1963年にはソナトラック社が設立され、原油ガスの探索、産出、輸送、そして精製まで行っている。同社は当初仏系だったが、1971年、国有化され

た。情報開示があまりないので、最新データではないものの、従業員は 12万人（2010年）、売上は 761億ドル（2012年）である。こうしてアフリカでトッ

プクラスの企業に成長したのだ。ただ、汚職問題に揺れ、かつ現在では独力で生産量・輸出量を維持・拡大できなくなっており、2020年に入って複数

の国際大手石油会社と覚書を結び、技術導入せざるを得なくなっている。 

寄 稿 阿井やすみ 
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1950年代までのアルジェリア産業の中心は農業だった。工業部門も 1970年代には GDPの 20%を占めていた。それが、炭化水素（原油・天然ガス）

の発見で激変したのだった。炭化水素の占める比率は、2016年で、輸出の 95.2％となり、他の産業は国際競争力をなくしてしまったのだ。この点では

オランダ病である。ただ、アルジェリアの問題はそこだけには留まらなかった。 

資源依存型経済なので、資源価格が低迷する時期には苦境に立たされるが、高い時期には有り余るほどの富を得てきた。問題は、せっかくの豊富な

資源の恩恵が、経済全体の発展や、国民へ還元として貢献することがなかったのである。独立後のアルジェリアの経済政策は以下の通りだった。 

まず 1970年代、つまり石油危機の時代である。この時期は油価が高騰した。アルジェリアでは、社会主義経済モデルを志向しながら国営企業に大

量の資金を投入した。ただ、重工業化に傾倒し、プラントの設計から建設まですべてを外国企業に発注する「ターンキー契約」が採用され、技術者の育

成は後回しにされたのだ。この体質は現在まで変わってはいない。地元に技術が蓄積されていないのである。現在では独力で生産を維持・拡大できな

くなっていると述べたが、その理由はここにある。 

次に、1980/90年代だが、この時期は油価が低迷し、財政を引締めざるを得なかった。そこで行ったのは、市場自由化による外国資本の誘致であ

る。 

そして、2000年代だが、この時期には再度、油価が高騰し、富が溢れた。そこで行ったのが、公共投資を中心としたポピュリズム型放漫財政（ばらま

き政策）だった。有名なのは、東西高速道路建設で、日本の建設会社も一部工事を受注した。ただ、工期が短すぎてアルジェリア人技術者を育成する

う余裕がなかった。 

このように、アルジェリアではせっかく投資を行っても、実を結ばず、油価高騰による富も独立以来の独裁政権体制に流れるか雲散霧消するだけだっ

た。ただ、この国では独裁者だけに富が集中するということはなかったようだ。国家元首は大統領だが、ブーテフリカ前大統領は、2013年に脳梗塞で倒

れ、その後 6年間業務ができなかったのにも関わらず、大統領であり続けた。つまり、アルジェリアは独裁者にすべての権力が集中する体制ではなく、

党、軍、秘密警察のトロイカ体制なのだ。いずれにしても、国民生活は悪くなる一方で、例えば、若者（15～24歳）の失業率は ILO統計によると 2017年

で 33.1%だった（男性の場合、女性になると 82%）。 

これは治安の悪化にもつながっている。1992年，国政選挙でイスラム原理主義政党が大勝したことを端にして、政府とイスラム勢力との衝突が度々

発生し，イスラム過激派によるテロ活動が深刻化したのだ。約 10年間で 10万人を越える犠牲者が出た。これは日本人在留者の人数にも見られる。

2018年 10月現在 138名だが、1978年には 3,234人だったのである。 

その後、治安は沈静化していったのだが、2013年 1月，イナメナスの石油天然ガスプラントがテロリストの襲撃を受け、48名（うち日本人 10名。全員

が日揮関連者）が犠牲となったことは今でも忘れられない。 

アフリカにはそのような国が多く、富は独裁者やその周辺に集中し、国民には何も残らない。また、資源争奪から内線状態になったり、紛争ダイヤモン

ド、児童労働など色々な社会問題を起こしている。数少ない例外、それは南アフリカの北側に位置する内陸国ボツワナだ。1967年に発見されたダイヤ

モンドで社会経済がうまく回り、治安も良い国だ。政治的には、複数政党制に基づく民主主義が機能している。2002年には、日本国債の格付けがボツ

ワナ以下になった、ことが話題になったほどだ。結局は、為政者の質や政府の透明性の高さが「資源の呪い」にならない為の鍵のようである。（了） 
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