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国軍が憎い。  
なぜ子どもたちを
殺さなければなら
ないのか。なぜだ 
ミャンマー国軍の銃口は、幼い子どもにも向けられている。治安部隊は子どもたちが住む住宅地域でも構わず発砲しており、幼い命が相次いで犠

牲になっている。２７日、マンダレーで５歳の男児が国軍に撃たれ、死亡した。２３日、マンダレー市内の自宅に父親といた７歳の女児がが治安部隊に

よって腹部を撃たれ、死亡した。２２日には１４歳の少年、その前日には１５歳の少年が、治安部隊の銃撃で殺害されている。２人の少年はともに頭を

撃たれ死亡したという。さらに４日、１９歳の女性チェ・センさんは、マンダレーで国軍への抗議デモに参加し、首を撃たれて死亡した。クーデター勃発

以降、合わせて２３人の子どもたちの尊い命が奪われている。 

地元メディアによると、マンダレーの自宅で殺害された７歳の女児の名前は、キン・ミオ・チットちゃん。治安部隊は女児の自宅がある一帯の家々を

捜索し、住民を次々と拘束していった。チットちゃんの家にも治安部隊がドアを蹴り破り、中に踏み込んだ。兵士が他に誰かいるのか? と父親に尋

ね、いないと答えると、ウソだと言い、家の中を捜索したという。怖がったチットちゃんが父親のひざの上に乗ろうと駆け出したところ、弾はチットちゃん

の腹部に命中し、その場に倒れたという。チットちゃんは朦朧とする意識の中で「お父さん、無理。痛すぎる…」。今にも消え入りそうな呼吸をしながら

父親に助けを求めた。父親はチットちゃんを抱えて病院に走ったが、腕の中で息を引き取ったという。なった。 

 

 

治安部隊によって腹部を撃たれ、死亡

したキン・ミオ・チットちゃん（７歳）。 

マンダレーで５歳男児が国軍に撃たれ、死亡した。 

男児は後頭部を撃たれたもようだ。 



 

ユニセフは３月４日に、子どもの恣意的拘束を非難する声明を出した。

声明によると、多くの子どもが催涙ガスや音響閃光弾の被害に晒されたり、

恐ろしい暴力を目の当たりにしたりしています。家族がそれらの標的にな

る例もあり、子どもたちには深刻な心理社会的苦痛のリスクがあります。子

どもを含む、抗議者の恣意的な逮捕や拘留が続いています。ユニセフ(国

連児童基金)のパートナーは、５００人以上の子どもが恣意的に拘束されて

いると推定していて、その多くは、人権を侵害され、弁護士のアクセスもな

く、外部との連絡を絶たれています。ユニセフは、実弾の使用を含む子ど

もに対する武力行使と、子どもの恣意的な拘束を最も強く非難し、治安部

隊に対し、ただちに暴力を慎み、子どもや若者を危険な目に遭わせないよ

う求めます。ユニセフは、すべての当事者に対し、「子どもの権利条約」(児

童の権利に関する条約)の中核的原則の一つである子どもの最善の利益

を第一に考慮するよう求めます。ユニセフは、子どもの権利条約に明記さ

れているすべての子どもの権利、および２０１９年７月に制定されたミャンマ

ーの児童権利法を守る義務をあらためて呼びかけます。（全文引用） 

 

 

 

これまでミャンマー国軍への関与を否定してき

た中国が自動小銃などの武器を国軍に供与し

ていたことが明るみに出た。米国議会が出資す

るラジオ・フリー・アジア（ＲＦＡ）が２月１７日に伝

えている。また、米ニューヨークに拠点を置く大

紀元時報（ＥＰＯＣＨ ＴＩМＥＳ）も２月２２日付で

報じている。両報道機関は、民間団体ジャスティ

ス・フォー・ミャンマー（Justice for Myanmar）が

発表した武器供与に関する最新報告書を紹介

しており、大紀元の記事は「中国企業がミャンマ

ー国軍に兵器とその関連備品を提供している。

中国政府は公式に否定したが、ネットに流出した

動画に中国語を話す軍人の姿が映っている」な

どと伝えている。これら報道に対し、中国紙・環

球時報は猛反論の記事を書き立てている。 

ジャスティス報告書には、中国最大の国有兵

器メーカー、中国北方工業公司を筆頭に中国航

空工業集団、中国航天科技集団、中国航天科

工集団、中航技輸出口有限責任公司の５社の

国有企業が名を連ね、ミャンマー国軍の１０社 

 

 

以上のサプライヤーが中国や香港から資金提供

を受けているという。国軍に武器提供を行って

いたとされる中国北方工業公司がミャンマー国

内で２つの鉱山を所有し、銅などの採掘を行うた

め現地先住民を駆逐したり、環境汚染を起こし

ていたことにも言及している。 

 

 

 

 

 

 

さらに、ミャンマー国軍は、自身が所有する企

業の２社を通じ中国企業と貿易取引を行い、武

器を購入するなど、経済的利益を得ていたと指

摘している。また、ミャンマー国軍が国会の承認

を得ずに中国と独自に交易を行い、ここで得た

多額の資金をもとに少数民族ラカイン族の武装

勢力・アラカン軍と紛争を行ってきたとも述べて

いる。 

大紀元時報の記事には、ミャンマーの市民団

体「テン緬援助協会」の張勝其会長が、ラジオ・

フリー・アジア（ＲＦＡ）に対し、中国企業がミャン

マー国軍に武器を販売していることは「公然の

秘密だ」と語った、と伝えている。 

これら報道に対し、中国紙・環球時報は２月１

８日付で、「ミャンマー軍のクーデターに中国企

業が手を貸していると反中メディアがあおり立て

た」と報じた。その上で、ジャスティス・フォー・ミャ

ンマーのウェブサイトにアクセスしたところ、報道

されたような報告書はなかったと猛反論してい

る。「世界各国の個人企業や投資家に圧力をか

けて、ミャンマー国軍企業への出資をさせないよ

う求め、軍の利益をはく奪することが目的」などと

書き立てている。 

また、同時報は中国の軍事専門家の談話を

掲載し反論した。「中国の軍需工業とミャンマー

軍との間で行ってきたのは、正常な軍事貿易行

為だ。ミャンマーはロシア、インドからも武器を購

入しており、中国は武器調達先の一つにすぎな

い。中国はいかなる国の内政にも干渉してきた

ことはない」。

ユニセフが声明 子どもの恣意的拘束を非難 

中国、ミャンマー国軍に武器供与か

 ミャンマー国軍に供与か。旧ソ連製の自動小銃。 

https://ameblo.jp/zhoulaiyou/image-12657506480-14898350679.html


ミャンマー軍事政権を仕立てた陰にディープ

ステート（ＤＳ）の存在があるといわれる。いわゆ

る「闇の政府」「見えない支配」ともいわれるもの

だ。架空の存在ではなく実在する闇組織で、利

害関係で結びついたコネクションのある組織とい

われている。グローバーリストとも呼ばれ、国境を

なくして世界を１つにしようというグローバリズム

の推奨たちだ。自分たちが世界の頂点に立つこ

とを目論んでいる。これら組織を知る人は少な

いが、ＤＳは以前からミャンマー国軍と接触して

いたといわれ、軍政への転覆を図ったともいわれ

ている。軍に潤沢な資金と殺傷能力の高い自動

小銃などの武器も提供している。 

ＤＳは一部エリート層、高級官僚など、見えな

い国家をつくっている闇の集団。米国を例に挙

げると、金融はＦＲＢドル通貨発行権を持つウォ

ールストリート、政界では民主党、共和党内のネ

オコン派、ＦＢＩやＣＩＡの高級官僚、最高裁判

事、メディアではＣＮＮ、ハリウッド俳優や監督、

大学教授などで組織されている。その代表的な

人物といえば、米国の著名投資家、ジョージ・ソ

ロス氏だ。ソロス自身が設立したオープン・ソサ

エティ財団（ОＳМ）が今回のクーデターに関与

したとの噂があったが、ソロス氏はスーチー氏に

陰なり日向なりに支えてきた人物としても知られ

ている。英国にいたスーチー氏が当時、軍事政

権だったビルマに渡った時から支援し、民主化

に至る道筋を作った人物でもある。 

ソロス氏と息子のアレクサンダーは、スーチー

氏と面会を重ね、２０１７年にヤンゴンのバハン郡 

 

 

区にＯＳＭを設立している。スーチー氏個人にも

資金が提供されていたといわれる。このことから

ＯＳМがミャンマー国軍に資金や武器を提供して

いたとは考えにくい。そもそもソロス氏は米国内

や他国でも革命運動を起こした市民らを後方支

援してきた。表向きの顔は慈善活動家だが、反

政府勢力などに資金提供している人物だ。ただ

今回のクーデターで抗議する市民不服従運動

（ＣＤＭ）に同財団から資金が流れたことが分か

り、ミャンマー国軍は指揮下にあるミャンマー中

央銀行が同財団の口座を凍結した。同財団幹

部１人を拘束しほか、１１人を指名手配中だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうすると、軍部の背後にいたＤＳはどこの国

の闇組織なのか。憶測の域は出ないが、中国か

イスラエルのユダヤ系財閥との声がネット上で挙

がっている。中国はロヒンギャの反政府勢力やミ

ャンマー側の過激派に武器や資金を提供してい 

たと見られている。元々中国に依存していたミャ

ンマー国軍が、どういう結末になっても中国が得 

 

 

をするように仕組まれていたという。中国はＤＳ

ではないといわれているが、中国も一枚岩では

なく、習近平派と反習近平派がせめぎ合ってい

るといわれ、どちらに与するかはパワーバランス

で変化する。いずれにしてもミャンマー政変の陰

にＤＳの存在があり、見えない巨大な力で転覆さ

せられた。ＤＳはどの国でも儲けるチャンスと見

れば、政変を仕掛けられるほどのスーパーパワ

ーで、米国大統領選をもすげ替える力を持つと

いわれる。 

 

 

ミャンマー軍政への移行は表向きは連邦団結

発展党（ＵＳＤＰ）の議席を減らそうとした国民民

主連盟（ＮＤＬ）に選挙不正を口実に、軍部が反

旗を翻したことになっているが、中国、イスラエ

ルのどちらかが転覆を図って、暗躍していたとも

いわれている。また、米前大統領のトランプ氏が

バイデン政権の弱体化を狙って暗躍したと真し

やかにＳＮＳ上で拡散されている。 

推測の域は出ないが、今のミャンマーの騒乱

は、ソロス財団とＤＳの代理戦争であるともいわ

れ、国軍はＤＳという得体のしれない闇政府の傀

儡ともいわれてきた。スーチー氏は、オバマ元大

統領やヒラリー・クリントンらと会談を持っていた

ことからＤＳ側と見られていたが、ロヒンギャ問題

で見限られたため、ゴーサインが出て国軍が動

いたのではないかと見られている。 

ミャンマー軍事政権を仕立てた陰に

ディープステート（ＤＳ）の存在があると

いわれる。いわゆる「闇の政府」「見えな

い支配」ともいわれるものだ。架空の存

在ではなく実在する闇組織で利害関係

で結びついた組織といわれている。グ

ローバリストとも呼ばれ、国境をなくし

て世界を１つにしようというグローバリ

ズムの推奨たちだ。自分たちが世界の

頂点に立つことを目論んでいる。これら

組織を知る人は少ないが、ＤＳは以前か

らミャンマー国軍と接触していたといわ

れ、軍政への転覆を図った張本人だ。 
 

クーデター背後に「闇の政府」暗躍 

 

ジョージ・ソロス氏（中央）と息子のアレクサンダー（左）はスーチー氏と

面会を重ねてきた。（２０１７年１月１日） 

 

国軍は闇政府の傀儡か 



 

 

デモ隊、ＮＬＤの戦術のまずさ 
 

デモ活動はますます激しさを増しており、ついに死者が１５０人を超え、

拘束者が２０００人を超えた。今回のデモ隊の活動には戦略が全くなく、戦

術もお粗末と言わざるを得ない。下手な指揮官に率いられた、終戦間近の

日本の出撃隊の抵抗を見るようである。「最初は処女のごとく、後は脱兎

のごとし」と言う戦術作戦上の要諦があるが、デモ隊は義憤に駆られたの

か、見境もなく、最初から大声で怒るように抗議活動を始めてしまった。私

は YouTube で見ていて、これはまずいと思った。 

はじめに絶対に負けない体制を作ってから、戦いを始めるのが戦闘の

常道である。軍隊は戦略、兵法のプロ集団である。敵に勝つには、敵に倍

する戦力を持たなければならない。デモ隊の戦力に成りうるのは、国際輿

論の後押しであった。そのことは、デモ隊も分かっていた。ＳＮＳは武器で

ある。それを活かし国際輿論を戦力となし、圧倒的な国際輿論をバックに

国軍に向かうべきであった。しかし戦力を蓄えない前にデモ隊はマイクで

がなり立て、真っ向から国軍に歯向かってしまった。これでは勝つことは難

しい。 

国軍は、彼らの立場からは言われなき中傷を長い間米欧の国やメディ

アから受けて来た。経済制裁も受けて来た。背後にはアウンサンスーチー

を利用した金融資本のグローバリストの暗躍があった。デモ隊側が今更国

際輿論を戦力として戦いを続けても、戦いの次元はすでに違ってしまって

いる。もはや、国際輿論の同調を買う次元ではなくなってしまった。軍事政 

権側は、デモ活動を味方するような国際輿論の圧力はほとんど無視する

であろう。 

国軍は、ＮＬＤ側によって自尊心をいたく傷つけられていた、と言うのが

クーデター前の状況である。ＮＬＤ側が形だけでも話し合いに応じていれ

ば最悪の事態は避けられた。デモ隊側の立場からは、大声を発して抗議

活動をするのではなく、全く無言の静かな行進か、シュエダゴンパヤー等

の広場での座り込みを続ければ良かった。それらの行為は、誰の目にも国

軍批判の行動であることは明白であった。さすれば柳に風、暖簾に腕押

し、糠に釘で、暴力騒動にはならなかった。その間にも、着々と国際輿論

を戦力と化していれば、国軍の過激な行動はできなかった筈である。スー

チーの「抗議しなさい」の言葉は、余りにも大きい。 

書いている間に、ジョージソロスの財団が、明確にデモ隊に資金援助し

ているとの情報が入った。記事ではジョージソロスを慈善家として紹介して

いるが、彼は世界各地で暗躍している張本人の一人である。ソロスはハン

ガリー生まれのユダヤ人で、世界で三本の指に数えられる巨万な投資家

である。「アラブの春」や「ウクライナ騒乱」などの体制転覆の陰には、ジョ

ージソロスがいたと言われるような人物である。ソロスは、バングラデシュに

退避しているロヒンギャにも資金援助している。アウンサンスーチーとも親

しい関係にある。 

一ヶ月以上もデモ活動が続き、その財源はどこにあるのかなと思ってい

たが、やはり裏にソロス財団の「オープン・ソサエティー・ミャンマー」があ

特別寄稿 
合同会社ＴＣМミャンマー代表社員 

（中小企業診断士） 都築 治氏 
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った。デモ隊側の財源は確保できているので、しばらくの間は、抵抗活

動が続くであろう。もはや抗議活動ではなく、抵抗活動になってしまっ

た。ＮＬＤの議員たちの一部がつくった臨時政府ＣＲＰＨがデモ隊に武器

を持って立ち上がれとの指令を出したとの報道もある。デモ隊が当初目

論んだスーチー解放を目指す体制批判から、国軍壊滅への武力闘争

に変わった。しかし、外国からの武器供与や兵隊の派遣がない限り、デ

モ隊側の勝ち目はない。 

「アラブの春」では、バックにアメリカのネオコンと言われる人たちが

いて、彼らからすれば悪の独裁政権転覆には成功した。しかしその後

の経緯を見ると、必ずしも成功したとは言えない状況が続いている。こ

れらの反省から、米欧諸国はミャンマーには経済制裁を続けても、武力

介入はしない、またできない。武力介入すれば、必然的に少数民族の

武装勢力が立ち上がり、某国から資金援助を受けた義勇兵の参入も

見込まれ、内戦に突入してしまう。 

デモ隊には、全体を仕切るようなリーダーはいなかったが、いつの間に

か陰で操るような人物が現れて来たような感がする。彼らは暴動をさらに

拡大させることを狙っている可能性があり、注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ミャンマー投資委員会（ＭＩＣ）によると、２０２０年度（２０年１０月～２１年９月）初めから２１年１月までの海外直接投資（ＦＤＩ）の認可額（ティラワ経済

特区＝ＳＥＺ除く）は、累計で６億７２５９万米ドル（約７１０億円）となり、前年同期を約７割下回った。２月１日に起きたクーデター後の大規模なデモや、

国際的批判の高まりでミャンマーの投資環境は厳しさを増している。クーデターで全権を掌握した軍政は、引き続き積極的にＦＤＩ誘致に取り組む方

針だが、回復の道筋は見えない。ＭＩＣの事務局である投資企業管理局（ＤＩＣＡ）によれば、１月までの４カ月の認可件数は３８件。政府の通年目標

である認可額５８億米ドルに対する進捗率は１２％にとどまる。 

ティラワＳＥＺ以外のＦＤＩを分野別でみると、製造業が２０件で認可額が３億１３５６万米ドルとなり、全体の半分近くを占めて最大だった。電力の６

件、１億６０６８万米ドル、ホテル・観光の１件、８１００万米ドルが続いた。国・地域別では、シンガポールが１２案件で計３億７８３３万米ドルとなり、認可

額がトップだった。次いで１０件の中国が１億３９３５万米ドル、５件の香港が８７５０万米ドルだった。２０年１０月～２１年１月までのティラワＳＥＺの新規認

可は１件で、追加投資も含めた認可額は計８４５９万米ドルだった。 

ＦＤＩの減少傾向は、１９年度後半から続いている。新型コロナウイルスの水際対策で、外国人投資家が入国できなくなったことが大きく影響してい

るが、今後は、クーデターで投資家心理が一段と悪化しそうだ。タイ工業団地開発大手アマタ・コーポレーションは、クーデターの２日後に最大都市

を管轄するヤンゴン管区での工業団地開発のペースを遅らせると明らかにしている。国軍トップのミン・アウン・フライン総司令官はクーデター後、国

内外からの投資誘致の重要性を強調し、企業活動の妨げとなる規制を改革する方針を打ち出した。ただ、欧米諸国が経済制裁を強化しており、日

本も含めた外資の進出機運はさらに後退しかねない。 

ミャンマー２０２０年度 FDI認可額 

塁計約７１０億円、前年同期７割下回る 
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２月１日、ミャンマーで突然起きた軍事クー 

デター。東海地方に在住するミャンマーの同

胞 の方たちにも激震が走った。本誌２０１９年

１１月号でインタビューに応じてくれた２人の

女性も４３００キロ離れた故国の状況に心を

痛め、「私たちは市民的不服従を貫いて、国民

が軍事政権に勝つよう、日本でできることに

取り組んでいます」と話す。 

◇  ◇ 

２人は愛知県一宮市の企業で国際事業部担

当として働くスインモーさん（２５）とフユコアウン

さん（２４）。２人とも日本で勤め始めて１～２年だ

が、日本語能力試験１級に合格するほどの日本

語の使い手だ。中部日本ミャンマー文化経済友

好協会の会員として日本とミャンマーの友好親

善活動にも汗を流している。 

スインモーさんは今回のクーデターについて

「怒ったり、悲しんだりと、言葉で表せないほどの

感情でいっぱいです」と話し、フユコアウンさんも

「こんな時代にクーデターを起こすなんて、軍事

政権下の暗黒時代に逆戻りするのかと一瞬恐ろ

しい考えが脳裏をよぎりました」とそろってこの事

態に心を砕く。ミャンマーでは第２次大戦後に独

立してからも軍事クーデターが繰り返されたが、

当時との違いはネット社会が大幅に進んで大衆

が自ら発信する手段を得たことと、１０年間の文

民政権下で民主社会を経験したことだ。 

現地からの報道によると、状況は刻々と変化 

している。２月１日のクーデター勃発日から９日後

の夜には国軍は大都市ヤンゴンにあるアウンサ

ンスーチー氏が率いる国民民主連盟（ＮＬＤ）本

部を強制捜査したが、その目的は知らされない

まま。さらに同日、首都ネピドーの集会で、軍か

警察の放水を避けようとしていた女性が背後か

らヘルメット越しに後頭部を撃たれた。当然なが

ら軍隊や警察は武器を所持している。「だから心

配です。でも国民は＜市民的不服従＞という言

葉を守り、非暴力でデモや集会で抗議を続けて

います」とスインモーさん。 

 

 

 

スインモーさんのミャンマーの家族はヤンゴン

で両親と姉、弟の４人暮らし。家族もデモなどに

参加する日々という。フユコアさんも母と姉がヤ

ンゴンに健在だが、「早くこの事態が終わり、元

の民主的で平和なミャンマーに戻ってと毎日お

祈りをしている」という。２人に届いた情報でとり

わけ希望を抱いているのは、医師たちや公務員

らが集会やデモに参加し、ストも行っているという

事実だ。「国軍の権力がいくら強くても、公務員

らが不服従となれば、権力は使えなくなる」と。

加えて、警察官や軍隊の内部からさえ、今回の

クーデターに批判的な動きも出てきているとい

う。日本に居て、もどかしい思いをしながらも ２人

は「自分たちにできることをしています」と話す。

いったんは遮断されたインターネッ トだが、ミャン

マーから届く情報などを元に Facebook や

Twitter、YouTube で日本や世界に現状を広く

知らせ、民意を訴えている。「世界の国々、人た

ちからクーデターは間違っている、という圧力を

掛けて頂きたい」と２人は世界からの外圧に期待

する。 

 

 

会社のトップもミャンマー情勢に心を砕き、２人

の味方として応援してくれている。スインモーさ

んは、熱烈なアウンサンスーチー氏の支持者で

彼女が拘束さ れたと知って毎日のように泣いて

いた。「彼女は、ミャンマー国民の人権と民主主

義確立のために非暴力的闘争を長年、国民と

一緒に闘ってきた、国民のお母さんです」。一方

で、このクーデターの成り行きはまだまだ不透明

だ。２人はこの日本で仕事と勉強をしながら、数

年先にはミャンマーに帰って日本でのキャリアを

生かした仕事に就くつもりだったが、「国がどうな

るかわからないという不安はあります」と正直だ。

しかし、今は前を見ることしかできない。「とにか

く、１人でも多くの日本の方たち世界の人たちに

ミャンマーの現状を知ってほしい。そのためにで

きることをやり続けます。国軍は民意を尊重して

ほしい。今は それだけが望みです」とフユコア・

ウンさんとスインモーさんは口をそろえる。そして

「きっと 国民は勝ちます」――。 

東海財界編集顧問 中西英夫 

「平和なミャンマーに戻っ

てと毎日お祈りしている」 

「きっと国民は勝ちます」 

東海財界３月号より転載 



 

 

 

 

米国・東西センターが２月２５日に開催したオ

ンライン・イベントで、米国が「メコン・米国パート

ナーシップ」を通じて、メコン川流域国への支援

を強化するとの方針であることが分かった。ジェ

トロが伝えた。イベントの中で、アトゥール・ケシャ

ップ米国務省東アジア・太平洋局首席次官補代

理がメコン川上流にある水力発電用ダムが下流

国の食糧安全保障や経済開発、環境に影響を

及ぼしているとの懸念を表明し、水資源管理や

流域国の連結性強化に取り組む姿勢を明確に

した、とジェトロは伝えている。 

メコン流域各国の駐米大使もメコン川の管理

やガバナンス、気候変動問題などについて発言

した。ハ・キム・ゴック駐米ベトナム大使は、各国

が協力して国際河川の管理について拘束力の

あるルールと法的枠組みを構築すべきと述べ

た。また、米国とパートナー国がメコン流域のエ

ネルギーやインフラ投資の促進や気候変動問題

にも対処し、持続可能な発展を促進すべきとし

た。サウンリー・チャム駐米カンボジア大使は、２ 

 

 

 

 

０２１年にメコン・米国パートナーシップの共同議

長国として、メコン川流域国の気候と開発の問

題に対応すると発言。スリソダポ・マナスビ駐米

タイ大使は、メコン川の持続可能なガバナンスが

ＡＳＥＡＮ域内の経済格差の是正に重要との見

方を示した。 

 

 

東南アジア最長のメコン川上流域で中国の管

理が強まる中、これを警戒する米国が流域国の

支援を強化する狙いがあり、メコン川が南シナ

海、台湾などに続く米中対立の新たな戦場にな

ろうとしている。タイ、ベトナム、ミャンマー、カン

ボジア、ラオスの５ヵ国は、米国務省の支援を受

けた調査で、「中国が川の上流にダムを相次い

で建設し、水資源を独占している」と不満を示し

ていた。中国も「このような主張の背後に米国が

いる」と反発。香港紙、サウスチャイナ・モーニン

グ・ポストは、昨年から続いているメコン川流域

の干ばつをめぐって、米中研究機関が異なる分

析を出しており、両政府の神経戦が可視化して

いると報じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

メコン川の下流国は昨年、雨期の降水量が平

年の７５％にとどまり、漁獲量の急減、農業と生

活用水が不足し、生態系の破壊などの被害を受

けた。これに対して、米水資源調査会社は、国

務省の支援を受けて昨年４月に出した報告書で

「中国の相次ぐダム建設がメコン川下流の水位

低下の原因」と指摘した。中国は、メコン川上流

に１１カ所のダムを建設し、今後さらに約１０カ所

を建設する予定だ。精華大学など中国の研究陣

は先月、「メコン川の干ばつは高温、エルニーニ

ョなどの異常気象のため」とし、「中国のダムが

雨期に水を貯蔵して乾期に放流するため、むし

ろ助けになっている」と主張した。 

 

 

 

 

 

タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス 

米国、メコン川流域国に支援強化 

米中対立の新たな戦場 
 

中国の上流ダム水量制限でメコン川の水量は減っている（２０１９年１０月時点） 

ベトナムの建設資材大手ドンタムグループは、南部ロンアン省ロンアン国際港の拡張工事に向け、必要な法的手続きを完了しつつ

あることを明らかにした。２月２８日に国営ベトナム通信などが伝えた。同社は、新たに第８～第９の２つの埠頭を２０２３年に完成させる計画だ。９つの埠

頭の全長は２３６８メートルになり、１０万トン級の船舶の受け入れができ、年間８０００万トン以上の貨物を取り扱うことが可能になる。 

同港拡張工事の総建設事業費は９兆ドン（約４１４億円）で、工期は第１～第３期に分けられる。ベトナム政府ウェブニュース（２０２０年９月２６日）による

と、第１期として、３万～５万トン級の船が入港可能な３つの埠頭（全長６３０メートル）が昨年９月月に完成し、運用を開始した。第２期として、現在、第４

～第７の埠頭（７万トン級）を建設中で、完成すれば７埠頭で全長１６７０メートルになる。現在手続きが進められている拡張工事は第３期に当たる。 
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ブルームバーグ通信が３月１８日報じたところによると、オーストラリアのローウィ

ー研究所が発表した「アジア・パワー・インデックス」２０２０年版で、日本は４１点で３

位を占めたという。米国は前年と同様 1位を守ったが、点数の面では前年に比べ

３点減の８１.６点（１００点満点）を記録した。２位の中国（７６.１点）と５.５点しか差

がない。日本は３位でインド、ロシア、オーストラリアが後に続いた。オーストラリア

は前年には７位だったが、韓国を抜いて６位に上がった。韓国は昨年 32.7点だっ

たが、今年は１.１点下がった。未来資源部門では１.０点上がったが、文化的影響力

は４.５点ダウン。北朝鮮は昨年１６位だったが、今年は１７位。 
 

 

 

 

●パイプラインの保護求める中国、市民が反感 

中国の矛盾した行動がミャンマー国民の反感を呼んで

いる。国軍によるクーデターに関連し、中国が「内政不干

渉」の立場を表明する一方、ミャンマーに敷設した石油・

ガスパイプラインの安全確保を国軍に求めたと報じられた

ためだ。中国はミャンマー・ベンガル湾岸の西部ラカイン

州チャウピューから、自国に至る総延長８００kmの原油と

ガスのパイプラインを保有している。 

ミャンマーのインターネットメディア、イラワジによると、中

国側とミャンマーの内務省、外務省関係者との緊急会合

で、中国外務省の白天・渉外安全事務局長がミャンマー

国軍にパイプラインの安全確保を求めたとされる。中国側

は、パイプラインは習近平政権が提唱する巨大経済圏構

想「一帯一路」の重要な一部分とした上で、「パイプライン

の破損は両国に大きな損失をもたらし、外国企業の信頼

感を低下させる」などと警告したという。白局長はまた、

「パイプラインに対する批判は許されない」と述べ、中国政

府に批判的なミャンマー国内の報道をけん制したとされ

る。ミャンマーでは、国内情勢を巡る国際協調に消極的な

中国に対する反発が拡大。インターネットを通じて反中世

論が高まっている。ソーシャルメディアでは「中国がミャン

マーで起きていることを内政問題と言うならば、ミャンマー

国内を通るパイプラインを爆発したとしても内政問題にな

る」などといった投稿が相次いでいる。 

●医療従事者抗議続く、ワクチン接種拒否 

ミャンマーの医療従事者らが軍政に抗議し業務を放棄

する市民不服従運動（ＣＤＭ）への参加を続ける中、新型

コロナウイルス感染症の２回目のワクチン接種を拒否する

動きが広がっている。国営病院で働く多くの医療従事者

がＣＤＭの一環として、接種を拒否しているという。  

ミャンマー情勢 時々刻々―― 
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