
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

異例のスピードでワクチンの開発が進み、欧米などの先進国を中心に接種が進めら 

れる一方で、貧困国といわれる多くの発展途上国でワクチンの確保や接種開始のメド 

が立たない―という格差が生まれている。世界で持てる者と持たざる者の格差は広 

がっており、「置き去り」にされている貧困国は少なくない。富の偏在がワクチンにも 

現れ、豊かな国ほどワクチン接種が進み、貧しい国は置いてけぼりにされている。 

 

 

 

言うまでもなく、世界はグローバル化し、各国経済が密接に関係し、つな

がっている。世界の一部、少数の国だけが安全な場所となったとしても、

世界経済が回復することはあり得ない。アジア、アフリカ、中南米、さらに

南太平洋の島々の国などにも、先進国と同様のワクチン数が行き渡り、全

国民１人ひとりにワクチン接種が行わなければ世界経済の回復は望めな

い。これら途上国は十分な量のワクチンが未だに入手できていないところ

もあり、先進国で進むワクチン接種を遠い国の出来事のように眺めている。

先進国のように国民１人ひとりが無料で接種できるような財力が国に無い

ため、ワクチンを無料で提供してくれる大国からの援助を待っている国も

ある。アフリカではワクチンを入手すらできない国もあり、国連関係者から

強い懸念が示されている。ＷＨОによると、ワクチン投与へ向けた十分な

資源配分や資金計画を持っているアフリカ諸国は、調査したうちの２４％に

過ぎず、国民全員に届けられる計画がある諸国は半分以下だという。ワク

チン接種の事情に詳しい医療関係者は「世界経済の回復を早めるために

は先進国と途上国が一線上でワクチン接種をしなければならない」とワク

チン配分の不平等に苦言を呈した。国際的な人道支援組織ＮＧОの幹部

は「北半球は自己中心的で、貧しい人が多く暮らす南半球はないがしろに

されている」と述べ、ワクチン接種の格差に不満の表情を見せた。 
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世界でワクチン格差 

貧困国「置き去り」に 

 新型コロナワクチン接種後に接種カードを掲げるネパールの高齢者たち。世界中のすべて

の人にワクチン接種が平等に受けられるよう呼びかけた。           （UNICEFより） 

） 

ワクチン入手できない途上国も 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB260O60W1A420C2000000/#k-think
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB260O60W1A420C2000000/#k-think


 
 

 

ワクチンの特許保護をめぐり一時放棄を求める途上国と先進国の間で

溝が深くなっている。５月５日、バイデン政権は途上国にも広く行き渡るよう

米製薬会社が保有するワクチン特許の一時放棄を求めるＷＴＯ加盟国

の提案を支持すると表明した。先進国がワクチンを買い占めているとの批

判をかわすためだが、米製薬業界は収益確保の観点から難色を示して

いる。輸出を規制するＥＵと米国との間の不協和音も高まっており、先進

国の「ワクチン・ナショナリズム」が途上国への供給を妨げている。 

米メディアによると、巨費を投じてワクチン開発に漕ぎつけた米製薬業

界は、巨額な利益を生み出す特許の放棄を迫られれば、新薬開発に向け

た資金が集まらなくなるとの懸念や、特許を放棄するより「生産を加速させ

て途上国に分配する方が役立つ」とも主張しているという。コロナワクチン

の特許をめぐっては、インドと南アフリカが昨年１０月、ＷＴＯの「貿易関連

知的所有権（ＴＲＩＰＳ）協定」に基づく権利保護の適用範囲から一時的に

除外するよう提案した。製薬会社が独占する権利を一時的に放棄させ、

新興国や途上国でワクチン生産や供給を促す狙いだった。しかし、米トラ

ンプ前政権や日本、欧州などの先進国が強く反対した。 

国連でもこのほどワクチン格差をめぐり会合が持たれた。会合は非公式

だが、「新型コロナワクチンの公平な接種に関する政治宣言」に１８１国を

超える加盟国が支持を表明した。政治宣言には「パンデミックを収束させ

るためには、ワクチンへの公平で負担可能な費用でアクセスを確保しなけ

ればならない」とした。さらに、ワクチンは国際的な合意やイニシアチブが

あるにもかかわらず、「世界各国でワクチンの分配が依然として不平等な

状態にある」と強い懸念を表明した。 

コロナワクチンの接種は世界１８６カ国・地域ですでに始まっている。昨

年１２月上旬の英国を皮切りに世界各国で接種が本格化した。累計接種

回数が１０００万回を超えているのは１８カ国・地域となった。米欧諸国で接

種が加速度的に進んでいるが、世界全体の累計接種回数は５月１日まで

に１１億５１４５万回を超えた。米国と中国の接種回数が突出し、２カ国で全

体の約４５％を占めるという。欧州各国でも接種が進むが、日本は遅々とし

て進まない。実態は途上国並みで、先進国の中で最も低い接種率だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナワクチンの世界での接種状況を調査しているポータルサイト「アワ

ー・ワールド・イン・データ」の統計によると、５月１日の時点で、世界８４カ国

で１億５１６５万４９８５回分のワクチンが使用されている。これまでの接種件

数で１位が米国で４２００万人。バイデン大統領は、７月４日の独立記念日ま

でに成人の７０％が少なくとも１回ワクチン接種を済ませることと、１億６０００

万人の接種完了を掲げた。２位は中国、３位が英国。人口比で１位がイス

ラエルで、およそ６４％がワクチン接種を受けている。中国製ワクチンを使

用するＵＡＥでも接種の完了率は５割近くと高い。インドからワクチン提供

を受けたブータンでは１回接種した人の比率は７５％。ただ、インドでワクチ

ン接種を完了した人の割合は５月４日時点で９.３％（上図グラフ）にとどまっ

ている。インドは主要なワクチン供給国のはずなのに、変異株が広がって

感染爆発が起こり、日々増大する感染者への対応に追われている。アフリ

カ大陸での接種回数は約１６７０万回と２％弱にとどまる。財政事情から自

前で十分な量を調達できない国が多く、ワクチンを共同購入して途上国

などに分配する国際的な枠組み「ＣОＶＡＸ（コバックス）」が頼りだ。 

 

 

ワクチン特許保護の一時放棄 
先進国ナショナリズムが途上国へ供給妨げ 

上図の色の濃い部分が接種率の高い国。米、英、中国は

濃く、欧州もやや濃い。日本、東南アジア、アフリカ大陸

は白に近い。南米のチリが濃ゆいのは中国製のワクチン

が使用され、接種率は高い。ただ、主要都市で感染が再

拡大している。左図グラフとも２０２１年５月５日現在。 

（出典：札幌医科大学医学部付属フロンティア医学研究所） 

https://www.un.org/pga/75/2021/03/24/informal-meeting-on-the-political-declaration-on-equitable-global-access-to-covid-19-vaccines/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


 

 

新型コロナの感染拡大による影響が残る中、

アジア各国の経済動向が今後どうなるのかにつ

いて、アジア開発銀行（ＡＤＢ）がこのほど「アジ

ア経済見通し」の最新版を発表した。それによる

と、２０２１年のアジア諸国（アジア太平洋地域４５

カ国）の経済成長率の見通しを従来の６．８％か

ら７．３％に引き上げている。新型コロナワクチン

接種の進展が見込まれているためで、今年はア

ジア各国経済が改善するとの見方を示してい

る。ただ、コロナの変異株の出現で感染拡大の

恐れやワクチン接種の遅れなどで混乱が長引け

ば、地域経済活動が停滞する恐れがあるとの懸

念も示している。 

 

 

現在、インドは変異株によってコロナが猛威を

ふるい、地域の経済活動が停滞している。報告

書は「アジア諸国は全般的に成長の勢いが増し

ているが、新型コロナの感染再拡大は世界的大

流行が依然として脅威である」と述べ、「景気回

復はまだら模様になる」との見方を示している。  

最新版は新型コロナの感染を世界でいち早く

抑え込んだ中国の今年の経済成長率を８.１％と

なるとの見込みを示した。前回予想の７.７％から

上方修正した。その背景として、中国経済が力

強い内需と輸出に押し上げられるとした。ただ、

２０２２年の経済成長率は５.５％に鈍化するとの予

想をしている。 

 

 

南アジアの今年の成長率は９.５％と、インドの

成長に支えられて昨年のマイナス６.０％から急

回復すると予測。インドは感染再拡大が深刻化

しているが、１１.０％の成長率が達成可能である

との見方を示した。東南アジアの今年の成長率

の見通しは４.４％に下方修正した。ミャンマーは２

月１日のクーデター発生後の大規模デモや不服

従運動、欧米の制裁措置などで打撃を受け９.

８％の景気縮小が見込まれると予測している。 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシアは世界経済の改善と経済の緩や

かな再開の中で本年は４.５％、２０２２年には５.

０％に達すると予想。さらに、ワクチン接種のペ

ースが上がれば、同国の個人消費は今年増加

に転じると予想している。ただ、重大リスクは残っ

ているとし、新型コロナの変異株による感染再拡

大や世界でのワクチンの不均一な接種と予期せ

ぬ世界的な金融引き締めによって経済そのもの

が脱線する可能性があるともした。インドネシア

国内では、ラマダン中でのコロナ感染の急増や

ワクチン接種の遅れなどで、景気回復が鈍化す

る可能性がある、と述べている。 

フィリピン経済は２０２１年に４.５％、２０２２年に

５.５％成長すると予測。同国政府の拡張財政計

画と緩和的な金融政策が今年後半までに経済

を堅調な回復経路に導くだろうとしている。ただ

コロナ変異株の出現や、ワクチンの供給不足に

よって、経済が押し下げられる可能性もある、と

した。 

 

 

ベトナムの経済成長率は、近隣諸国で新型コ

ロナの感染再拡大の影響によって、２０２０年に７.

０％に上昇したにもかかわらず、２０２１年は６.７％

とやや低めの成長率を予想している。同国はコ

ロナ感染を抑えたことで、経済成長の勢いは今

年も来年も強いと予測しているが、コロナの変異

株の出現やワクチン接種の遅れが出れば、「リス

クはある」と最新版は述べている。 

同国の経済は、貿易拡大政策によって押し上

げられており、複数の自由貿易協定への参加で

成長の勢いは続くと予想している。国際石油価

格の上昇と国内消費の増加は、今年のインフレ

率を３.８％、２０２２年に４.０％に押し上げると予

想。さらに中国と米国の予想を上回る景気回復

は、同国の貿易と成長の見通しを大幅に拡大す

るだろう、と述べている。しかし、ワクチン供給を

対外貿易に依存しているため、さほど経済回復

は見られない、むしろ遅れる可能性があるとも述

べる。さらにパンデミックが貧困と所得に与える

影響を和げられれば、包摂的な成長を維持でき

るとしている。 

 

 

新型コロナの感染拡大による影響が残る

中、アジア各国の経済動向が今後どうなる

のかについて、アジア開発銀行（ＡＤＢ）がこ

のほど「アジア経済見通し」の最新版を発表

した。それによると、２０２１年のアジア諸国

（アジア太平洋地域４５カ国）の経済成長率

の見通しを従来の６.８％から７.３％に引き

上げている。しかし、新型コロナの変異株の

出現で感染再拡大の恐れやワクチン接種の

遅れなどで混乱が長引けば、地域経済活動

が停滞する恐れがあるとの懸念も示してい

る。アジア各国政府がコロナワクチン接種を

どこまで進められるのかが、経済上昇のカ

ギとなりそうだ。 

 

 

アジア諸国成長率引き上げ  ADB 
経済見通し最新版 

 

 

昨年より低めの成長率  
 

コロナワクチン接種がカギ 

ベトナム

むム  



 

 

タイ経済は２０１９年に概ねプラス２％台の緩や

かな成長が続いたが、２０２０年は世界的な新型

コロナの流行を受けて悪化した。感染を封じ込

めるために実施した活動制限措置の影響が直

撃し、４-６月期の成長率が▲１２.１％と急減した

が、７-９月期が▲６.４％、１０-１２月期が▲４.２％と

持ち直している。 

タイ政府はコロナ感染拡大に伴い、昨年３月

下旬に非常事態宣言を発令して外出・移動制

限を強化すると早期に感染を抑え込み、５月か

ら活動制限の段階的緩和を進めた。しかし、１２

月には不法入国や帰国者によってクラスターが

発生し第２波が生じた。政府は１２月下旬に地域

の感染リスクに応じて対策を講じ、今年１月にバ

ンコクで厳しい活動制限を実施すると、市中感

染が抑えられ、２月に制限が緩和された。 

経済は今年１-３月期は感染再拡大に伴う外

出の自粛や活動制限措置の影響で対面型サー

ビス業が打撃を受けて消費が押し下げられ、５

期連続のマイナス成長となるだろうと予測。た

だ、テレワーク関連商品やゴム手袋などの医療

物資の輸出拡大、政府の経済対策などが下支

えとなり、景気は上昇すると予想。４-６月期以降

は活動制限の緩和で景気が上向くとみられる

が、感染が再拡大して経済回復が遅れるリスク

があり、年内は本格的な景気回復には至らない

だろうと見通す。ただ、ワクチンの普及が進めば

景気回復が安定すると予想する。 

タイ政府は２０２１年に３３００万人（全国民の５

割）にワクチンを接種する目標を掲げており、２

月末に接種を開始している。年後半には世界経

済の回復によって輸出の拡大や国内外でのワク

チン普及で外国人旅行者の受け入れが本格的

に再開して、景気の追い風になるだろうと見通し

ている。  

 

 

マレーシア政府は新型コロナの感染拡大を受

けて昨年３月に活動制限令を実施したが、早期

に感染を抑え込むと５月に条件付き活動制限

令、６月に回復活動制限令に移行して経済再開

を進めた。しかし、９月の州議会選挙をきっかけ

に感染第３波が発生、政府は１０月半ばから地域

別に活動制限令を実施して規制を強めたが、感

染拡大が続いた。 

今年１月中旬からほぼ全土に厳格な活動制

限令を発令して外出や商業施設の営業時間に

制限をかけると感染状況が改善、２月中旬から

制限が緩和され、３月上旬から各地で条件付き

活動制限令に移行している。 

経済は１-３月期は厳格な活動制限令の実施

で対面型サービス業が打撃を受け、景気悪化は

避けられない。しかし、２月の活動制限緩和で製

造業や建設業などで操業が認められたことから

経済活動への影響は軽微にとどまっている。政

府は２０２２年２月までに２３６０万人（人口の約８

割）にワクチンを接種する計画で、２月下旬に投

与を開始している。 

 

カンボジア経済は、主要貿易相手国の景気

回復が同国の輸出需要を押し上げている。この

ため２０２１年は４.０％、２０２２年には５.５%の経済

成長が見込まれる。２０２０年はパンデミックで経

済が３.１％縮小したが、２０２１年はパンデミック前

の成長に戻ると予想。ＡＤＢは現在、同国で２１

億ドルの投資プロジェクトを実施している。２０２０

年、４億７７００万ドルのソブリンローンと助成金を

約束し、同国の協調融資を通じて、さらに２億８１

３０万ドルを融資している。２０２１年から２０３０年

までのＡＤＢ融資パイプラインには、１３億５０００

万ドルの特約融資と３２４０万ドルの助成金が含

まれており、同国の経済発展とコロナからの回復

を支援している。 

 

 

ブータンはセクター間の経済活動を妨げる２

つの長期にわたる全国的なロックダウンで、２０２

１年の経済成長率は３.４％縮小すると予測。同

国のワクチン１回目の接種比率は高く、すでに７

５％達している。政府の強力なワクチン対策によ

って、２０２１年の経済はゆるやかに上昇すると見

られ、２０２２年は３.７％の成長を見込んでいる。

ただ、政府の投資プロジェクト実施の遅さが景気

上昇の足かせとなっている。ＡＤＢは１９８２年か

らブータンを支援し、エネルギー、交通、金融、

都市開発プロジェクトに力を注いできた。総額５

億８４０６万ドルの融資と２億６９２２万ドルの助成

金、５７２３万ドル相当の技術支援を行っている。 

外国人旅行者受け入れで 

年後半、景気の追い風が 
タ イ 

制限緩和で影響は軽微 マレー 
シア 

カンボジア 経済成長４.０％上昇 

ブータン 経済成長３.４％縮小 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナの感染を終息させるため、世界でワクチン接種が進むが、先進国と途上国で驚く 

べき格差がある。日本を除き、米欧などの先進国がワクチンを抱え込み、途上国が置き去りに 

されているのは由々しき問題だ。先進国は自国民の接種がまず先で、途上国は後回しというこ 

となのか。途上国は大量のワクチンを買うほどの財力がないため、途上国にワクチンを分配す 

る「ＣＯＶＡＸ」が頼りだが、いつまで待てば接種ができるのか、先進国でのワクチン接種を眺め 

ている途上国の人々の絵が目に浮かぶようだ。言うまでもなく、富は先進国に偏在している。だ 

が、その富は貧困国の人々によって支えられている、ということを先進国の人々は知るべきだ。 

あと数十年も経てば途上国が先進国に追いつくという研究者がいる。フェリペという人だ。フ 

ェリペは途上国が先進国になるには何年かかるのか、ということを調査した。調査資料は少し古 

いが、「あと数年で先進国になる国もあるが、５０年後も先進国になれない国もある」という。 

 

 

フェリペは世界銀行の基準を参考に、世界の国々を低所得国（２０１０年時点ではケニア、バングラデシュなど）、下位中所得国（インド、

インドネシアなど）、上位中所得国（中国、マレーシアなど）、高所得国（アメリカ、日本など）に分けている。低所得国・下位所得国・上位中

所得国までが発展途上国、高所得国が先進国に当たる。その上で、１９５０年から２０１０年を対象に、ある国の経済が発展してより豊かな

所得カテゴリーにステップアップすることが、どのくらい難しいのか、平均でどのくらいの年数がかかるのかを調べたところ、いくつかのことが

分かった。まず、１９５０年に８２カ国あった低所得国のうち、２０１０年までに４２カ国がより豊かな所得カテゴリーにステップアップしていること

が分かった。これを「半分の国が経済発展できた」と見るか、「半分の国しか経済発展できなかった」と見るかは難しいところだ。 

フェリペは、１９５０年以降に低所得国を卒業して下位中所得国入りし、その後、上位中所得国にステップアップした国が９カ国あり、ステ

ップアップにかかった年数の平均は２８年であることを突き止めた。この９カ国には、中国や韓国、マレーシア、タイ、コスタリカなどが含まれ

る。また、１９５０年以降に下位中所得国を卒業して上位中所得国入りし、その後、高所得国になった国が２３カ国あり、かかった年数の平

均は１４年であることも分かった。この２３カ国には、日本やシンガポール、フランス、ドイツ、チリ、イスラエルなどが含まれる。 

つまり、経済発展をはじめた低所得国が、下位中所得国入りしてから上位中所得国を経て高所得国入りするまでに、平均的には２８+１

４=４２年かかっている。ただし、これは発展に成功した国の平均なので、本当の平均はもっと長いことになる。ちなみに、１９５０年以降、低

所得国からスタートして下位中所得国→上位中所得国→先進国と順調にステップアップし、中所得国のステージを突破したのは韓国と台

湾の２つしかない。フェリペの研究にしたがえば「中所得国入りした国が先進国入りするまでには平均４２年かかる」というのが答えになる。 

 

 

 

 

富は先進国に偏在 途上国と先進国格差なくなる日は？ 

途上国 先進国入りするまで平均４２年 
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外務省はパキスタン政府に対する債務救済措置（債務支払猶予方式）に関し、同国政府との間で交

渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目について合意した発表した。これを受け、書簡の

交換が４月２７日（現地時間同日）、パキスタンの首都イスラマバードたで松田邦紀駐パキスタン特命全

権大使とヌール・アフメド・パキスタン経済省次官との間で行われた。 

同省によると、今回の債務救済措置（債務支払猶予方式）は、新型コロナ危機への対応として、昨年

４月１５にＧ２０財務大臣・中央銀行総裁会議およびパリクラブ（主要債権国会合）で合意した債務支払

猶予イニシアティブ（ＤＳＳＩ）を受け、同年６月９日に署名された対パキスタン・パリクラブ覚書に基づくも

ので、対象となる債務は昨年３月２４日以前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、

昨年５月１日から１２月３１日までの間に弁済期限の到来する元本と利子。 

対象となる債務の総額は、国際協力機構（ＪＩＣＡ）関係の約３４５億８８３万円。国際協力銀行（ＪＢＩＣ）関係の約５０億５４９５万円、農林水産省関係の約６

６７０万円、さらに日本貿易保険（ＮＥＸＩI）関係（商業上の債務）の約２億８２６１万円。支払方法は、２０２２年６月１５日に始まる６回の均等半年賦払い。繰

り延べ金利については、ＪＩＣＡ関係１.１３％、ＪＢＩＣ関係の日本円預金に対する適用可能なロンドン銀行間取引金利に年０.５％を加えたもの。農林水産

省関係は０.３４％ 、ＮＥＸＩ関係（商業上の債務）では１％となっている。アジア経済新聞（４月１２日付）でパキスタンと中国が水面下で併合を進めている

と報じたが、今回の債務救済措置とどのような関係があるかどうかについては分からない。 

 

 

 

 

 

 

フィリピンのドゥテルテ大統領は中国政府が南

シナ海（西フィリピン海）における石油とガスの鉱

床などの領有権の主張を始めた場合、フィリピン

と中国の友情に限界があるため、南シナ海に軍

艦を派遣する意向があることを明らかにした。 

ドゥテルテ大統領は「私は中国政府に話しか

けています。私たちは友達であり続けたいと思っ

ています。それが何であれ、共有したいと思って

います。私は言いました、中国政府、今は魚釣り

にはあまり興味はありません。しかしながら、中

国が海の奥深くにある鉱山の採掘を始めた時

に、ニッケル・石油などを掘り始めた時には、そ

こに私たちの船を送ります。また、同時に私たち

は、中国に聞きます。そこで石油を採掘すること

は、私たちの合意の一部でしたか？ 習近平国

家主席との会話では、中国は石油を採掘しない

ことを誓っていましたよ。もし、中国が石油を採

掘し始めた場合には、私たちも石油の採掘を始

めます。また、南シナ海の問題は、私たちが南シ

ナ海を取り戻すための唯一の方法は、戦争によ

るものです。国は流血なしに南シナ海を取り戻

すことはできません。そのため、もし、軍関係者

の協力が得られなければ、私は辞任する用意が

あります」と中国を非難した。 

フィリピン大統領府も「石油や天然ガスなど希

少な資源を守るために大統領は戦い、南シナ海

で石油や天然ガスなどの資源の採掘を行うこと

は、フィリピンと中国間における合意ではない」と

の見解を改めて示した。また、南シナ海における

軍事行動に関しては、米軍とも連携していること

を明らかにしている。

 

 

外務省 パキスタン政府と債務支払猶予条件で合意 

フィリピン大統領  

南シナ海に軍艦を

派遣、中国を牽制 
 

道路にひしめく乗り合いパス。パキスタンの渋滞は日常茶飯事だ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――ミャンマー国軍の弾圧によって、子どもを

含め７５０人以上の市民が殺害されています。こ

の現状をどう受け止めておられますか。 

 都築 とてもかわいそうだと思っている。１９８８

年８月８日の民主化運動の時は僧侶、軍人まで

もが抗議活動に参加した。３０００人ほどが当時の

ビルマ軍によって殺害されている。また、２００７年

の時は、デモを取材していた邦人ジャーナリスト

が軍の発砲によって殺害された。 

 ――今の混乱から出口はあると思いますか。 

 都築 現状から見て出口はないと思う。軍とデ

モ隊の消耗戦になっており、出口を見つけること

は困難な状況にある。デモ隊は米軍の軍事介

入を期待しているようだが、国外の軍隊が参戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

してきている訳ではないので、米国の軍事介入

は現実的にあり得ない。 

もし、米軍が介入すれば、逆にデモ隊は国軍

によってもっと攻撃され、犠牲者はさらに増えると

思う。そもそも米軍がなぜ軍事介入する必要が

あるのか。米政府は「アラブの春」関与の反省も

あり、ミャンマーに直接介入するというのは無理

筋だし、考えられない。 

 ――米軍の介入が無いとなれば、今後、犠牲者

はさらに増えるのではないでしょうか。 

 都築 アジア経済新聞第８３号（４月２６日付）で

レポートを書いたが、今回のデモ行動は愛国心

のみからではなく、国軍によって抑えられてきた

世代の意趣返し、うっぷん晴らしにしか私には見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えない。義憤に駆られた若者たちの犠牲はあま

りにも大きい。 

だから今残っているＮＬＤ幹部らがデモ隊に

「デモ活動をやめろ」と言えばいいのに、逆に煽

り立てている。しかも国軍を壊滅させると言って

いる。その辺の事情が全く分かっていない若者

たちが国軍に立ち向かって犠牲になっている。

逆にかわいそうでならない。 

国軍は条件によっては話し合いに応じると言

っているのだから、激しく抵抗するのではなく、国

軍と話し合いの場をつくることに戦略を変えたら

どうかと思う。日本を含めた欧米のメディアは国

軍バッシングをしているが、それが却って国軍を

かたくなにし、強固になってデモ隊を激しく弾圧

 

ミャンマーでクーデターが発生して以来、３カ月以上が経つが、混乱から未だ出口が見つからな

い。すでに子どもを含む７５０人以上の市民が国軍や警察の武力行使によって殺害され、ミャンマー

国内は恐怖と先の見えない暗澹たる重い空気が覆いつくしたままだ。このままだと出口はおろか、

内戦状態に入り、長期化する可能性もある。そうなれば、例え国軍が政権を完全に掌握したとして

も、世界最貧国に逆戻りするだろうし、中国に呑み込まれる可能性だってある。そこで、ミャンマー

いちずに２５年、ミャンマー専門家で中小企業診断士として活動し、合同会社ＴＣМミャンマー代表

社員の都築治氏に登場してもらい、今の混乱からどう出口を見つければいいのか、インタビューを

試みた。 

  
 

合同会社 TCМミャンマー代表社員 

      都築 治氏 

インタビュー 



ASIAN ECONOMIC NEWS 8 
 

 

しているようにも見える。国軍にデモ隊の弾圧を

やめろ！と言っても、デモ隊が国軍に圧力をか 

ける行動を繰り返している限り、弾圧はやめない

だろうと思う。デモ隊が話し合いに応じれば、国

軍もそれに応じるはずだ。そうしない限り、この混

乱は長く続くだろうし、デモ隊は力が尽きるまで

やるしかないので、今後、２０００～３０００人が犠 

牲になるかもしれない。そして内戦になる可能性

も否定できない。そういう深刻なところまで来て

いる 

 ――デモ隊が国軍と話し合いをすることが一番

の解決策ということなのでしょうか。 

 都築 そうだ。それが一番の解決策だと思う。

デモ隊がそういう意思を示さない限り、問題は解

決しないと思っている。今のままでは国軍が応じ

る訳がない。そもそも国軍は、こんなことが起きる

なんて予想もしていなかった。想定外だったよう

だ。国軍だけでなく、全ての市民もそうだ。 

 ――国軍はクーデターで政権を奪いましたが、

時代遅れの感があり、国際社会から到底、受け

入れられないとの批判の声が上がっています。 

 都築 最初は誰もクーデターを本当にするとは

思っていなかった。国軍はどういうつもりでああ

いうことをしたのか理解できないが、昨年１２月

の選挙に不公平さがあったのは事実だ。コロナ

の影響で選挙活動が思うように出来なかったし、

軍から分かれたスーチー支持グループの２００人

あまりの立候補者が１人も当選できなかった。彼

らのうち数人でも当選してさえいれば、クーデタ

ーは起きなかったと思う。そして、政権側ばかり

がメディアに露出し、軍からの立候補者は露出さ

れずにいた。軍はコロナの影響で選挙を延期し

たいと、ＮＤＬ側に何度も要請したが、ことごとく

却下された。選挙後には、再選挙等を申し入れ

たが、まったく無視された。メンツを潰された軍側

は「話し合いに応じないのなら、政権を譲れ」と

言い、半ば強引な形で政権を奪取した。結果的

にはクーデターという形になったが、国軍の思惑

とは全く違った方向に動いてしまった。 

 ――日本政府はミャンマーに対し、ＯＤＡをスト

ップして制裁を科すべきだと思いますが、対応

は曖昧で「様子見外交」をしているような印象を

受けます。日本政府の対応をどう受け止めてい

ますか。 

 都築 日本政府は国軍とうまくやっていきたい

というのが本心だと思う。ＮＬＤとも仲良くしたい

と思っている。国軍、ＮＬＤの両方ともうまく付き

合っていきたいと思うから、態度が曖昧になって

いるのではないのだろうか。ミャンマーに対して

日本は最大の援助国なので、何とか話し合いの

中で、問題を解決していこうという姿勢が見てと

れるが、メディアを含め国民からは曖昧さが感じ

られるのかもしれない。でも事態が深刻化すれ

ばするほど、犠牲者が増えるので、早く解決の方

法を見出してもらいたいと思う。 

欧米は一定の制裁を国軍に科しているが、そ

れ以上深く介入しようとは思っていないと思う。

米国はミャンマーとの貿易額はさほど大きくない

し、取引も少ない。人権問題ではうるさいが、国

益を考えて行動する。中国も関与しているように

も見えるが、どうしたらよいのか分からないので

はないか。 

  

 

―今後は予想もつきませんが、一番の解決策

があるとすれば、どのような策だと思いますか？ 

 都築 軍隊を叩くばかりではなく、ＮＬＤ幹部が

国軍と話し合いをするべきだ。そして、安倍前首

相が話し合いの仲介者になれば、きっと問題は

解決すると思う。安倍氏は個人的にミャンマーを

訪れているし、昭恵夫人は以前からミャンマーで

の寺子屋学校に建設に力を入れている。このこ

ともあって、ミャンマーをよく理解している。仲介

者としては安倍氏が最適な人だと思う。 

 ――安倍前首相が問題解決のキーポイントにな

るのであれば、ぜひ、ミャンマーに行って解決し

てほしいです。 

都築 自分から「ぜひ、行かせてほしい」とは

言えないと思う。だから菅首相が「ぜひ、ミャンマ

ーに行ってまとめて来てほしい」と要請すれば、

行く可能性はあると思う。安倍前首相は「世界の

３大政治家」と言われていただけに、国際的な政

治力量が備わっている人なので、ぜひ、ミャンマ

ーに行って解決してほしいと思う。 

 ――丸山ミャンマー大使が国軍を説得している

ようですが、コトがうまく運んでいるようには見え

ません。 

解決策は安倍前首相を仲介者に 
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 都築 国軍は丸山大使の言うことを聞いている

ようだが、「信用して大丈夫かな」と思っているの

ではないか。丸山大使がスーチー氏に「会わせ

てほしい」と言っても、多分会わせないと思う。 

しかし、安倍前首相が「会わせてほしい」と言

ったら、国軍は必ず「会わせる」と思う。だから菅

首相がそのように仕向ければいい。バイデン大

統領に気兼ねしているのか、そんな素振りさえも

見えない。 

菅首相は、もっと日本の立場を鮮明にするくら

いの覚悟を持って、この難題と真摯に向き合っ

て解決してもらいたい。世界に日本の存在感を

示す絶好のチャンスだと思う。 

（聞き手・千原直行） 

  

 

                 

  

 

 

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 
 

                   過激的人権団体の暗躍 
過激的人権主義の妖怪がミャンマーを徘徊している。リベラリストと言われている人たちの、ミャンマー情勢のユーチューブを見てびっくりした。びっくり

したのは、彼らは当然デモ隊側を擁護するだろうと思っていたのだが、国軍寄りの姿勢だったのである。見ていて分かったことは、彼らはアラブの春、親

ロシアであったウクライナ政権転覆などを企てた、いわゆるディープステートに批判的な立場だったのである。アウンサンスーチーはディープステートと近

しい関係にある。ミャンマーのデモ隊側のバックには、明らかにディープステートがいる。 

2015年総選挙でスーチー率いる NLDは大勝した。しかし、その後の NLD側のやり方が少々まずかった。国軍系の USDP側の人材をことごとく排除

し、まったく新しい人を登用した。彼らは政治経験に乏しく、政府の機能は著しく停滞した。さらに悪いことは、アウンサンスーチーは憲法に定められても

いない国家顧問に就任し、独裁的な地位に就いたことである。大統領よりも上の、明らかに違憲の存在である。 

スーチーの旦那はすでに亡くなっており、二人の息子がイギリス国籍から離れミャンマー国籍になれば、親族が外国籍の者は大統領になれないという

条項はクリアできる筈である。しかし、スーチーと息子の間は不仲で、息子たちはミャンマー国籍取得を拒否している。自分の子供さえ説得できない人

物が、国をうまく統治できるだろうか。果たして、アウンサン将軍が創った国軍と、ぎくしゃくした関係がさらに悪化してしまった。 

特別寄稿 
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NLDは選挙に大勝したことと、アウンサンスーチーの人気で高慢になってしまっていた。2020年総選挙前には、USDPなど各政党は、コロナウイルス

の蔓延もあり選挙の延期を再三再四申し入れたがすべてを無視した。USDPなどは自粛中で選挙活動ができなかった。政権与党は、各大臣などが選

挙に有利な活動を堂々と行った。その結果は、前回に増して NLDの大勝であった。大勝したことを良いことに、不備のあった選挙のやり直し等の国軍

の提案をすべて拒否した。そして、国軍を逆なでするようなことをあえて行おうとした。 

国軍側は、話し合いに応じなければクーデターもあり得る、と何度も忠告していたが、増長していた NLDはすべてを無視した。自負心のある国軍は

堪忍袋がとうとう破れ、スーチーに政権移譲を迫った。当初は、国際輿論は無欠クーデターとして一定の評価をした。スーチーが拘束されたのを知り、

デモ活動が始まった。自信過剰な NLD側は抗議活動をエスカレートした。デモ隊を擁護する人は平和的なデモ活動と言うが、私には過激すぎる行動

と映った。 

テインセイン政権下、民主化と外国資本の投資が進んだ。外国企業の進出もあった。民主化を享受した民衆は、外国企業に対して賃上げ、労働条

件改善など労働争議を行うようになった。それがある程度成功した。相手は企業の経営者である。工場前でがなり立てたり、ストライキをすれば経営者

は折れて来る。今回は相手がまずかった。国軍である。がなり立てて通じる相手ではなかった。明らかに戦術のミスである。成功体験があだとなった。 

デモ隊に対峙していたのは治安部隊である。ポリスである。彼らは国民に大きな態度をしても、逆に民衆から怒鳴られたことはほとんどない存在であ

る。ついに衝突してしまった。死者が出て、デモ隊の行動は激しくなった。ここで暗躍したのが、ディープステートと一脈通じる 88年の騒擾事件に参加し

た者たちである。ディープステートは、人権、正義を隠れ蓑にしている。 

人権・人道主義団体には、事態が悪化すればするほど潤う、という不思議な関係がある。自分たちの正義感に基づき、世間に悲惨さを猛烈にアピー

ルする。たいていの人は善意の持主であるから、共感して、貧者の一灯の気持ちで寄付に応じる。正義の活動のためには資金が当然必要であるから、

事件を世間に詳細に報道する。そのため、事件がさらに大きなものに見えるようになる。かくして、活動資金が潤沢になる。 

人権団体にも色々あり、私が特に問題にしているのは過激的人権団体である。過激的人権団体は、デモ隊を支援する NLD関係の連邦議会代表委

員会 CPRH とすでにつながっており、資金提供を行っている。CRPHは国軍の非情な行動を SNSで発信続けた。国際輿論の注目は集まったが、期待

したほどの成果にはならなかった。アメリカ、イギリスなどは、国軍の残虐作戦への抗議、軍幹部への経済制裁を決議した。国軍はバッシングには慣れて

おり、経済制裁も効果がないことも知っている。経済制裁で困るのは民衆であって、上層部ではない。 

埒が明かない CRPHは、こともあろうに、少数民族の武装組織に武器を持って立ち上がれと要請した。もはや抗議活動ではなく、国家転覆、国軍壊

滅への転換である。そして、多分拘束中のスーチーに相談もなく、挙国一致政府 NUG樹立宣言を行った。現憲法廃止、国軍解体、新たな連邦国家設

立などである。 

各民族の自治権を重視した連邦国家を謳っているが、チン州やカヤー州は財政的に自立できないし、シャン州は民族が複雑に入り組んでおりまとま

ることは不可能である。カイン族の多くは、バマー族の暮らす各地方域に散らばって居住している。モン族はバマー族との同化が進んでいる。等々、夢

のような連邦構想はどだい無理な構想である。カイン族の武装組織 KNU、カチン族の武装組織 KIAは山岳地帯のゲリラ活動は得意でも、市街戦には

慣れていない。国軍との戦いに勝つことは極めて難しい。 
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そこで CRPHは、アラブの春再来を企んでいるようである。諸外国の戦争参加である。アラブの春はディープステートがバックに立ち、彼らにとっては

都合の悪い政権を転覆させた。その後の各国は、期待したような民主的な国家には到底なっていない。そのため、欧米諸国はミャンマーで内戦を起こ

し転覆させても、その後の混乱を考えると、さすがに参戦する作戦は立てられない。 

過激的な人権団体は、国軍の銃器使用により数百人以上の死者が出た、と言う報道を世界に喧伝し、目には目、歯には歯よろしく、武器闘争を支援

することを主張している。CRPHにも主戦論を唱え、少数民族の基地で訓練を受けて武器を手にして戦うべきだと言う過激派もいる。彼らは国連や主要

各国に訴え、支持を広げようとしている。多くのメディアは彼らの主張を盛んに報道するが、ミャンマーの周辺各国は賛同しない。内戦に突入すれば、大

勢のミャンマー国民が最終的には困るだけである。 

過激的人権団体の妖怪が、ミャンマーを混乱に陥れている。                                                   続く 

2021.4.27記す 
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