
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマー国軍の発砲で死亡者や負傷者が続出している中で、日本政府は軍事政権に対し、インフラなどО 

ＤＡ継続案件を停止するのか、そうでないのか、制裁に曖昧な立場をとり続けている。すでに複数の大手メディ 

アがОＤＡ新規案件については「停止で調整」などと報じているが、ОＤＡを担当する外務省国際協力局国別 

協力開発第一課は、アジア経済新聞の電話取材に対し「そういう事実はない」と否定した。記者が今後の対応 

ついて質問すると、「情勢の変化を見守って対応していくことになる思う」と述べるにとどまった。また、ミャンマー 

軍事政権に対し制裁を決めるかどうかを判断する南東アジア第一課は「情勢が悪化していることは分かってい 

るが、欧米と同じような行動（制裁）はとれない」と言い、「日本は欧米とは違う優位性を示して行きたい」と欧米 

とは違う制裁の仕方を主張した。さらに「状況が激しくなれば（ミャンマー軍政に）懲罰的な何らかの制裁を行う 

が、今のところ（３月２日時点）激しい状況になっていない」と語った。 

しかし現状はクーデターに抗議するデモ隊と衝突した治安当局が実弾を使用し、３月４日までに累計で５０人 

以上が死亡している。死者の中には１４歳の少年や子どもも含まれているという。この状況を記者が問うと「欧米 

と同じような行動を取ればいいということではない。すでに制裁をしている国と声明を出している国があるが、日 

本は後発に入る」と言い、制裁には後ろ向きの様子だ。「対話路線で行くのか？」と記者が再び問うと、「そうで 

はない。今後の状況をしっかりと見極めて、フォローしていきたい」とあやふやな答えだけが返ってくる。 

加藤官房長官は先月２５日の会見で、ミャンマーへのОＤＡ新規案件を当面、見送る方向で検討に入ったとの報道に関して、そのような事実はなく、

経済協力については、今後の事態の推移を注視して検討するとの考えを示した。茂木外相も２６日の記者会見で「今後、情勢も見ながら対応を決定し

たい。どういった形でミャンマーを動かすことができるのか、こういうことから検討していきたい」と述べるにとどまっている。 
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ミャンマー軍政ОDA継続案件停止 

 日本政府、制裁に曖昧な対応 

緊張の度合いを増すミャンマー。無辜の市民までもが犠牲に。 

 



 

 

日本政府はなぜ、制裁に慎重なのか―。アジア経済新聞（２月２２日付）

既報の通り、外務省担当課は「人が大勢殺されるなど悲惨な状態になれ

ば手段を考えていく。必要に応じて制裁を行う」ことを示唆した。取材の時

点（２月１５日）ではデモに参加した市民３人が国軍の銃撃で死亡したとの

報道があったが、３月４日の時点では子どもを含む５０人以上の死亡者が

出ている。外務省は「強く非難する」と談話を発表しているが、発表するだ

けで表立った行動には出ておらず、静観しているような印象さえ受ける。

「日本は西側諸国で唯一、国軍とのパイプを持つのが強み」（外務省幹

部）として、欧米とは一線を画した対話路線をとると一部メディアが報じて

いるが、前出の同省南東アジア第一課は対話路線を否定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、ミャンマー駐在歴が豊富な丸山大使を中心に、国軍に抗議デモ

への実力行使を自制するよう働きかけをしている模様だが、どのように働

きかけをしているのかは不明だ。ただ、日本政府の要求を国軍がすんなり

受け入れることは今の情勢からして考えにくい。「そもそもクーデターによっ

て政権を奪取した国軍に、話し合いで問題解決を図ろうとすること自体、

無理がある」とミャンマー情勢に詳しい識者は話す。「目には目を、歯には

歯を、のたとえのように、受けた害は同等の仕打ちで報いることだ。話し合

いでなく、制裁するべきだ」と強調する。現代社会で「同害復讐」は行きす

ぎた報復だと考えるのが常識的だが、力には力をもって返すことも必要だ

と新約聖書にも書かれているという。ユダヤ教の法律でも同様の考え方が

示されている、と話す。 

２０１９年度の日本の対ミャンマーОＤＡの実績は１８９３億円（内訳は円

借款１６８８億円、無償資金協力１３８億円、技術協力６６億円）。詳細な支

援額を公表していない中国を除き、先進国では米英を上回る最大の支援

国だ。新規案件の停止はミャンマー軍政にとって大きな打撃となる。しか

し、国軍の銃撃で市民の死亡が増大している中で、日本政府が経済支援

を継続するとなれば、軍事政権を認めることになってしまう。２０１４年にタイ

でクーデターが起きた際も日本は同様の対応をとっているが、民政には戻

っていない。むしろタイの軍事政権を後押しした形になっている。 

 

 

日本政府はミャンマーが民政移管後、ОＤＡを中心に多大な支援を行

ってきた。２０１３年には、同国の円借款債務解消のための措置を行い、同

年５月には当時の安倍首相がミャンマー訪問の際、円借款５１０億円、無償

資金・技術協力４００億円の合計９１０億円を供与することが表明され、本格

的な経済協力が再開した。それ以降ミャンマーへの円借款供与が次々と

行われ、とくに鉄道や道路、上下水道などのインフラ整備にОＤＡ資金が

多く供与された。ヤンゴンの南に位置するティラワ工業団地開発には世界

各国から投資が集中するなど、ミャンマーブームが巻き起こった。昨年８月

には茂木外相とスーチー氏との会談で「新型コロナの危機対応緊急支援」

などに合計４５０億円を供与する契約が結ばれている。 

ただ今後、国軍が武力でデモ隊を完全に弾圧し、以前のような軍事政

権が誕生したとなれば、スーチー政権時代に日本政府が貸し付けた多額

のお金が返済されるのかどうかは疑問だ。たとえ軍に返済を求めたとして

も返済不能となる可能性は強い、と金融関係者は話す。「日本政府が制

裁に慎重なのは、ＯＤＡ資金返済のことが絡んでいるからではないのか」と

指摘する。「米欧のように一方的に制裁を科して軍との関係を絶ってしま

えば、返済されるものも、返済されなくなる可能性だってある。そういう事態

を避けるために軍への制裁は慎重になっているのかもしれない」と話す。 

「目には目を、歯には歯を」 

 

ＯDA資金返済に絡み 制裁に慎重か 

デモ隊に向けて発砲する国軍兵士ら。中には機関銃で乱射している兵士もいるという。 



 

 

日本のОＤＡで建設工事が進んでいるヤンゴン～マンダレー鉄道の

高度化事業に関して、軍事政権トップのミン・アウン・フライン国軍司令

官が「早期に完成させるべき」と発言したことが３日、分かった。現地紙

が伝えた。 

同区間鉄道は、ヤンゴン～ネピドー～マンダレー間（約６２０ｋｍ）を

結ぶ重要な幹線鉄道でありながら、路線の多くが英国植民地時代に建

設されているため橋梁を含めて劣化が激しい。このため列車の速度が

上がらず、しかも軌道狂い（線路のゆがみ）による列車事故が発生する

など様々な課題があった。 

前の民主政権はヤンゴン～マンダレー間の改良と近代化を日本の

技術援助によって進め、旅客や貨物の安全性、輸送能力を向上させよ

うとしていた。２０１８年１１月にフェーズⅠ（ヤンゴン～タウングー間）の

起工式が行われ、さらに全区間の早期改修完了を目標にフェーズⅡ

（タウングー～マンダレー間）で改修事業を進めた。全事業完了後には

１４時間もの時間を要していたヤンゴン～マンダレー間の乗車時間が約

半分の８時間に短縮される予定だった。  

軍事政権にとっても同区間の鉄道はインフラの要であり、事業をスト

ップする訳にはいかない判断だったようだ。しかし、今の惨状を見る限り

事業を進めるのは至極困難な状況にあるのは間違いなく、たとえ軍指

導で事業を再開したとしても、日本からの技術援助は難しい情勢だ。 

 

 

 

 

 

日本ユニセフ協会は、２月２０日の夜、マンダレーで治安部隊がデモ参加者に対し武力行

使をしたことで、子どもを含む２人の死者と複数の重傷者が出たことに対し、２４日に重大な

懸念を表明、軍事政権を強く非難した。ユニセフはデモ参加者を含め、子どもと若者が意

見を自由に表明し、平和的な抗議活動に参加する権利を認め、あらゆる暴力から守らなけ

ればならないと強調。「誰であっても意見を表明したからといって、いかなる脅迫や暴力に晒

されるべきではない」とし、２月２４日に重大な懸念を表明した。 

 

 

 

ユニセフはさらに２０１９年制定のミャンマーの児童権利法に明記された内容を順守し、子どもの権利を守る全ての紛争当事者に対して改めて求めた

ほか、子どもや若者の保護と安全を最優先するようミャンマー軍政に要請したことも明らかにした。ユニセフは治安部隊に対し、暴力を慎み、最大限の

自制をし、子どもと若者の保護と安全を最優先に、建設的かつ平和的な手段を用いて対立を解決するよう求めた。今回のクーデターは子どもの未来を

奪うものであり、「許せない」の声は国際社会から多数あがっている。 

 

抗議デモには子どもの姿（左から２番目）も。国軍は子どもにも容赦なく発砲し、死亡させた。 
子どもの未来奪うクーデター 「許せない」 

 

国軍 デモ参加の子どもに発砲、死亡 
ユニセフ 重大な懸念表明 「脅迫や暴力に晒すべきでない」 

ヤンゴン～マンダレー間 鉄道高度化事業 

フライン国軍司令官「早期に完成させるべき」 
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関係筋がロイター通信に明らかにしたところによると、ミャンマー軍は２月

１日に全権を掌握した数日後、米ニューヨーク連銀にある約１０億ドルの資

金を送金しようと試みたが、失敗。米当局者はこの資金を無期限で凍結し

たという。ミャンマー軍政への制裁は米欧などがすでに始めており、追加

制裁も実施されているようだ。 

 

 

ジェトロによると、米国財務省は先月１１日に発表済みの国軍関係者１０

人と３企業に加えて、国軍幹部で、国家統治評議会のメンバー２人を制裁

対象となる特別指定国民に指定したという。国軍による抗議デモ参加者の

殺害を受けてのもので、「国軍が民主的に選ばれた政府に権力を返還し

ないのであれば、さらなる制裁もあり得る」としている。国務長官も声明を

出しており、デモ隊や報道陣らへの攻撃停止、拘束された人々の解放や

選挙で選ばれた政府への権限返還を求めた。 

また同国商務省はミャンマー向け輸出管理の強化に関する詳細な内容

を先月１８日付の官報で公表した。官報によると、ミャンマー向けの輸出・

再輸出時に事前許可が必要な製品（物品・ソフトウエア・技術）について、

輸出先がミャンマーの国防省、内務省、軍、治安維持部隊となる場合は、

原則不許可の扱いとなった。 

 

 

英国政府はミャンマー国軍幹部への制裁措置を発表した。軍と警察に

よる深刻な人権侵害を理由に、ミャトゥンウー国防相と、ソートゥ内相、タン

フライン副内務相の３人に対し、英国内にある資産の凍結と英国への入国

禁止を科した。また、金融制裁執行局は金融制裁の通達を行い、対象者

の口座や資金の凍結、さらに同制裁執行局への情報提供が義務づけられ

た。違反した場合は刑事罰に問われる。少数民族ロヒンギャの弾圧で、す

でに制裁対象となっているフライン国軍司令官も含まれている。 

同国外相も声明でスーチー氏らの拘束を非難した。「同盟国とともに、ミ

ャンマー国軍に人権侵害の責任を取らせ、ミャンマー国民の正義を追求

する」と述べ、国際社会と協調して国軍に圧力をかけていく考えを示した。

同外相はさらにデモ隊への発砲を受け、「常軌を逸している」とツイート。

「さらなる行動を検討する」と追加制裁を打ち出している。また、同国政府

が継続して行っている支援を打ち切り、インフラ開発など計画中のプロジ

ェクトは全て凍結した。 

 

 

ＥＵ理事会（閣僚理事会）は、危機的状況を緩和し緊急事態を速やか

に終わらせることやスーチー氏ら拘束された人々を無条件で解放するよう

求めた。さらに「クーデターを指示した軍司令官を制裁に科す準備がある」

と強い態度で臨む決議をした。ミャンマーへの開発協力を見直すほか、Ｅ

Ｕの貿易特恵制度にも言及、計画中のプロジェクトは全て凍結した。 

国連は国軍による強硬なデモ制圧を非難し、軍政への厳しい制裁を呼

びかけた。報道によると、ミャンマーの人権担当者は国連安全保障理事会

に対し、的を絞った経済制裁を科すよう求めた。具体的には、軍の最大の

収入源となっているミャンマー石油ガス公社に制裁を科すべきだとした。

また、同理事会は６日、クーデターやデモ参加者への暴力行使を「非難す

る」と明記し、状況がさらに悪化した場合は「国連憲章の下で可能な措置

を検討する用意がある」と警告する声明案が明らかになった。共同通信が

独自の取材で声明案を入手した。 

 中国・王外相「仲介役」を明言 「民主化の継続を望む」 
報道によると、中国の王毅外相が７日、記者会見を行い、国軍とＮＬＤと

の間で「仲介役を行う」と表明した。「緊張緩和のために建設的な役割を

果たす」と述べ、「民主化のプロセスを継続することを望む」とも語った。国

軍を明確に非難しない中国の姿勢は、ミャンマー市民などから批判され、

こうした状況を意識して「仲介役」の発言をしたとみられる。 

 

 

関係筋がロイター通信に明らかにしたところによると、ミャンマー軍は２

月１日にクーデターで全権を掌握した数日後、米ニューヨーク連銀にあ

る約１０億ドルの資金をミャンマーに送金しようと試みたが、失敗。米当局

者はこの資金を無期限で凍結したという。ミャンマー軍政への制裁は米

欧などがすでに実施しており、追加制裁も行われているようだ。 

 
 

英国政府 国軍司令官ら４人に資産凍結 

米欧、ミャンマー軍政に強い制裁 

EU 計画中のプロジェクト全て凍結 

https://www.excite.co.jp/news/world/tag/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88/
https://www.excite.co.jp/news/world/tag/%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A/
https://www.excite.co.jp/news/world/tag/%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A/


 

 

ＡＳＥＡＮ主要６カ国（シンガポール、マレーシ

ア、タイ、フィリピン、ベトナム、インドネシア）の２０

２０年の実質ＧＤＰ成長率の統計がこのほど出そ

ろった。ジェトロによると、新型コロナウイルス感

染拡大の影響を受け、ベトナムを除いた５カ国

で、２０２０年通年の成長率はでマイナス成長とな

った。６カ国ともに過去２０年で最低の成長率とな

った。 

各国の成長率を高い順にみると、感染拡大の

抑制に比較的短期間で成功したベトナムが２.

９％と唯一のプラス成長を記録（２０１９年は７.

０％）。続いて、インドネシアがマイナス２.１％（同

５.０％）、シンガポールがマイナス５.４％（同１.

３％）、マレーシアがマイナス５.６％（同４.３％）、タ

イがマイナス６.１％（同２.３％）、フィリピンがマイナ 

 

 

ス９.５％（同６.０％）だった。観光業のＧＤＰに占

める割合の高いタイや、感染拡大が続き経済・

移動制限措置が長期化したフィリピンやマレーシ

アで減速幅が大きかった。感染が拡大するイン

ドネシアでは、経済と感染抑制の両立を目指し

当初から比較的緩やかな経済活動制限を取り

入れたことで、結果として減速幅は抑えられたか

たちだ。 

各国とも新型コロナウイルス感染拡大により経

済の減速が激しく、フィリピンは統計を開始した１

９４６年以降、シンガポールは１９６５年の建国以

来、最悪の成長率を記録した。ベトナムはドイモ

イ（刷新）政策採択直後の１９８７年（２.５％）に次

ぐ落ち込み。インドネシア、マレーシア、タイはア

ジア通貨危機で落ち込んだ１９９８年（それぞれ

マイナス１３.１％、マイナス７.６％、マイナス７.４％）

以来、最悪の成長率となった。２０２０年第４四半

期（１０〜１２月）の前年同期比の成長率について

は通年の成長率と同様にベトナムを除いてマイ

ナス成長を記録。高い順にベトナム（４.５％）、イ

ンドネシア（マイナス２.２％）、シンガポール（マイ

ナス２.４％）、マレーシア（マイナス３.４％）、タイ

（マイナス４.２％）、フィリピン（マイナス８.３％）とな

った。１０月半ば以降に移動制限令が発令され

たマレーシアを除く５カ国は第３四半期（７～９

月）の成長率よりも回復が見られた。 

世界銀行によると、今年の成長率はベトナムが

６.７％、マレーシア同、フィリピン５.９％、インドネ

シア４.４％、タイ４.０％とプラス成長を予測。ＩМＦ

はマレーシアが７.０％、フィリピン６.６％、インドネ

シア４.８％、タイ２.７％と同じくプラス成長の予測

を発表している。 

 

 

 

ＪＩＣＡが支援しているバングラデシュ初の都市高速鉄道整備で、日本製の鉄道車両がこのほどバングラデシ 

ュに向けて出荷されたことが分かった。ＪＩＣＡによると、バングラデシュの首都ダッカでは、車の平均速度が人間 

の早歩き並みという深刻な交通渋滞が慢性化しており、交通渋滞による経済損失は年間約４０億米ドルに上ると 

推計され、排ガスによる大気汚染も深刻化している。同国政府は、問題解決のため、２０１６年にＪＩＣＡの協力で 

策定した都市交通マスタープランに基づいて５路線、総延長１８５ｋｍ、総事業費１９４億米ドルの都市高速鉄道 

の整備に取り組んでいる。このうちＪＩＣＡは３路線（１号線、５号線、６号線）を円借款により支援しているほか、安 

全マネジメントシステムの構築や公共交通料金システム統合に関する技術協力も行っており、日本標準の質の 

高い交通インフラ・システムが整備される予定だ。２０２２年の開業を目指す６号線は、ダッカの中心地を南北に結ぶ全長約２０ｋｍ、１６駅で構成される全

線高架路線で、車両の製造・納入、車両基地の整備や駅舎建設、本線の主要な工事、信号、改札システム等の主要機材の供給は日本企業が受注し

ている。全１４４両の車両は川崎重工業で製造され、３月３日に第一編成（６両）が神戸港から出荷された。４月には現地に到着する予定だ。  

ASEAN５カ国２０２０年マイナス成長 

 

初の都市高速鉄道 バングラ向け日本製車両出荷 

川崎重工業で製造された車両 



 

 

 

国土交通省とインドネシアの公共事業・国民

住宅省は、このほど第７回日・インドネシア建設

次官級会合をオンライン形式で開催した。会合

は両省を代表して山田技監とモハマド・ファタ次

官の開会挨拶で始まり、その後に両国における

「質の高いインフラのための人材育成」「スマート

シティ」「ダム再生」の３つをテーマに両国から経

験や事例などが紹介され意見交換が行われた。  

議題１の「質の高いインフラのための人材育成」

は、国交省側から日本が主導する質の高いイン

フラ」向けた「質の高いインフラ生産システム」の

紹介が行われた。とくに「質の高い発注者」を確

保するための取り組みとして、品確法・総合評

価・等級区分・低入札価格調査基準を紹介した

ほか、「質の高い技術者」の確保に向けた資格

制度の紹介も行われた。インドネシア側からは教

育・研修施設であるポリテクニック（職業教育）に

おける人材育成の概要が紹介された。 

議題２の「スマートシティ」は、日本側からＡＳＥ

ＡＮのスマートティ建設に対する支援策として、

案件形成調査や実証事業の実施、金融支援、

さらにＡＳＥＡＮ各国のスマートシティに関する対

応強化などの支援策をまとめた Smart JAMP（ス

マートジャンプ）の紹介が行われ、積極的な活用

を呼びかけた。インドネシア側からは首都移転

後、新首都でのスマートシティ開発コンセプトの

計画が紹介された。 

議題３の「ダム再生（第６回防災協働対話）」は

日本側から日インドネシアの第６回目の防災協

働対話として、ダム点検とダム再生など事例を

交えながら発表された。日本のダム形式のインド

ネシアでの適用の可能性や貯水池での長期的

な堆砂状況の分析について質問が寄せられ、

活発な議論が行われた。インドネシア側からは、

同国が取り組むダム再生について具体的な計

画が紹介され、日本の協力に期待を寄せた。 

に 

 

 

国土交通省とカンボジアの国土整備・都市計

画・建設省は、このほど第２回目となる「日・カン

ボジア都市開発・不動産開発プラットフォーム会

合」をオンライン形式で開催した。国交省は独法

などの知見やノウハウを活かし、ビジネス環境の

整備を図りながら途上国での都市開発・不動産

開発事業への日本からの参入促進を図るため、

２０１９年３月にカンボジアとの間で「日カンボジア

都市開発・不動産開発プラットフォーム」を設立

している。 

会合には赤羽国交相、野村国土交通審議官、

石原海外プロジェクト審議官などのほか、ＵＲ、Ｊ

ОＩＮ、関係団体、民間企業などが参加した。カ

ンボジアからは国土整備・都市計画・建設省の

チア・ソパラ副首相兼大臣、ペン・ソパル長官、

民間企業などが参加した。 

会合の冒頭、チア・ソパラ副首相兼大臣と赤

羽国交相が開会の挨拶が行われた後、覚書署

名式が行われた。ファーストセッションでは「日本

におけるカンボジアへの取り組みについて」とし

てМОＣに関するこれまでの実績が紹介された。

さらに「カンボジアの都市開発の取り組み」「パイ

ロットプロジェクトの進捗状況」「都市開発の問題

点と政策」について議論が交わされたほか、「Ｊ

ОＩＮの役割と活動」「公有地を活用した都市開

発」についてディスカッションが行われた。 

セカンドセッションは、「アジアのスマートシティ

開発における日本の支援策“Smart JAMP”」、「カ

ンボジア国土整備・都市計画・建設省のスマート

シティ推進」について討論された。さらに「プノン

ペンにおけるスマートシティ推進」「シェムリアップ

におけるスマートシティ推進」ついて、意見交換

が行われた。 

 

 

 

タイ政府のＤＲТ（鉄道局）は３月３日、ＪＩＣＡ

とバンコク首都圏都市鉄道マスタープラン第２フ

ェーズについて協議したことを伝えた。同マスタ

ープランは、政権交代などの際に都市鉄道計画

と実態が乖（かい）離することが頻発していたこと

から、２０１０年にタイ政府により策定された。ＤＲ

Т総裁によると、マスタープラン第２フェーズはグ

リーンライン、レッドライン、ブルーライン、パープ

ルライン、オレンジライン、さらにピンクラインとイ

エローラインのモノレールラインと、エアポートリ

ンクの接続も含まれている。道路渋滞の改善や

移動効率の大きな向上が期待されている。 

日・インドネシア 

建設次官級会合開催 
 

国交省・カンボジア 

都市・不動産開発会合開催 

タイ鉄道局・JICA  

都市鉄道第２フェーズ協議 
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【訂正・お詫び】・ 

アジア経済新聞前号（Vol.７８）で掲載しました「日インドネシア有料道路 О＆М 技術会議」（９面）の記事見出しが「日泥有料道路 О＆М技術会

議」と記載してしまいました。正しくは「日尼有料道路 О＆М 技術会議」です。会員読者からご指摘があり、間違いであることに気づきました。訂正し

てお詫び申し上げます。 
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