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津守滋・元ミャンマー大使は日本記者クラブで記者会見し、テイン・セイン政

権の課題について語り、質疑応答に応じました。日本記者クラブ主催の研究会「ミ

ャンマー」の初回スピーカーとして冒頭スピーチに立った津守氏は民政ミャンマ

ーの改革は今後、後戻りすることなく進み、ミャンマーは将来、大きい強い国に

なるだろうとの見通しを示しました。また中国一辺倒だった対外関係の変化も着

実に進むことから、日本も積極的にミャンマーに関与すべきだと語りました。 

 

 

 

 

司会： 山岡邦彦・日本記者クラブ企画委員（読売新聞論説副委員長） 
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http://www.youtube.com/watch?v=UemHW8dmkOc 

 

※この会見詳録は、社団法人アジア調査会の協力で「アジア時報２０１２年４月号」より転載しています。 
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急速に歴史が動く感覚 

 

津守滋・元駐ミャンマー大使 ただ今ご紹

介いただきました津守でございます。いただい

たテーマは「テイン・セイン政権の課題」とい

うことで、事前に取材しましたところ「見通し

をしゃべってほしい。事実関係は分かっている

から」ということでしたが、それはそう簡単な

話ではありません。見通しが分かれば全部分か

るわけですから。 

昨年の中ごろから急速にミャンマーに関す

るメディアの報道が増えました。隔世の感があ

ります。なぜこれまでミャンマーに関する記事

が少なかったのか、原因は一つです。それは軍

政時代のとても耐えられないような情報管理。

耐えられないような、というのは私の実感です。

私は2000年から2002年までミャンマーに在勤

しましたが、ミャンマー側に働きかけた中の一

つのテーマが、希望する日本のメディア各社に、

常駐特派員を認めてほしいということでした。

特に熱心だった２社を含めて、日本のメディア

の常駐特派員を認めてほしい、このことを当時

の情報大臣に最低 10 回、レセプションでの立

ち話の機会を含めると、多分十数回働きかけた

のですが、それは遂に実現しませんでした。 

私はソ連在勤の経験があり、同じことを百回

言うのは何でもないんです。ロシア専門の方は

よくご存知だと思いますが、同じことを百回言

わないと物事は通らない、百回言っても通らな

いのがソ連の世界でした。ミャンマーも同じよ

うな感じで、石のように動かない。今日現在、

日本のメディアについても新華社以外常駐特

派員は実現していないと思いますが、認められ

るのも時間の問題だと思います。 

とにかく百家争鳴というか、一斉にいろいろ

なことが動き出してきています。 

私は外務省での長い経験の中で、同じような

経験を何度かしたことがあります。一つはゴル

バチョフが弱冠 53 歳で 1985 年 3 月 10 日ソ連

共産党書記長に選ばれた時。それから始まった

ソ連のペレストロイカ、グラスノスチの改革。

あの時も同じような感じを持ちました。急速に

物事が動いた、歴史が動いた。さらに、東西両

ドイツの統一の時も私はドイツあるいはドイ

ツ周辺にいたのですが、89 年 11 月 9 日のベル

リンの壁が崩壊した後、あっという間にドイツ

再統一が実現した時も同じでした。さらにもう

一つ言えば、若い時経済局で経験した 71 年 8

月 15 日のニクソン・ショック、金・ドル交換

停止で、あっという間にスミソニアン相場を経

て、固定平価制が変動相場制に移行した。国際

政治にも大変大きな影響を与えた事件でした

が、今回こういう歴史的な事件と似た感じ、デ

ジャ・ヴュー、既視感がしています。 

とは言え今回のミャンマーの動きは、今申し

上げたような大きな歴史的事件に比べられる

ほど、大きな意味は持っていないでしょう。と

はいえ、ミャンマー一国にとどまる問題でもな

いと思います。南アジアと東南アジアの間の結

節点という地政学的、経済地理的に極めて重要

な位置にあるミャンマーで起こっている事態

ですから、地域、ひいては世界のパワー・ポリ

ティクスにも関係してくる。具体的に言えば、

これまで中国に偏り過ぎていたミャンマーの

対外政策が、今や大きく変わりつつある。特に、

アメリカのオバマ政権がアジア外交に力を入

れ出し、東南アジアに目を向けだした時に起こ

っていることですから、広がりを持っていると

思います。 

 

キン・ニュン氏との思い出 

 

見通しを語る前に、私の在勤時代のことも少

しは触れさせていただきたいと思います。2000

年から 02 年と、在勤は 2 年ちょっとだったの

ですが、我々外交官にとってラッキーな時期だ

ったと思います。というのは、ミャンマー政府

とスピーキング・タームにありえた、話せる関

係だったのです。それはキン・ニュンの存在で

す。キン・ニュンは当時ＳＰＤＣ第一書記、そ

の後首相になりましたが、国軍のナンバー３で

す。彼は対外的な窓口の役割を果たしており、

アポイントを求めて断られたことがなかった。

必ず会ってくれました。これは贔屓目かもしれ
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ませんが、キン・ニュンは、中国系ですが、日

本に対して一種の親近感を持っていたのでは

ないかと思います。 

例えば長く閉鎖されていた大学が再開した

時、政府とアウン・サン・スー・チーが対話を

始めた時など、真っ先にキン・ニュン自らが、

我々に情報をくれたのです。さらに私の着任

早々、突然彼から電話がかかってきて、「ワと

コーカンに行きませんか」という。ワは、中国

と国境を接しているシャン州の辺境の地です。

少数民族です。中国大使と２人だけで招待を受

けて、特別専用機とヘリコプターを乗り継いで

ワとコーカンに行きました。外国人はこの地に

入れなかったのに、なぜ中国大使と私だけが入

れたのか。中国大使も招待されたのは、街の中

を歩くと漢字だけしか目に付かず、電話の直接

回線も、中国につながっていて、ヤンゴンには

つながっていない。そういう地域だからでしょ

う。日本については、麻薬対策のために蕎麦プ

ロジェクトをやっていたためで、これは加藤紘

一さんのご尽力もあってのことです。 

この旅行中、キン・ニュンの言ったことを鮮

明に覚えています。キン・ニュンは情報機関の

総帥です。軍の情報機関のみならず内務省の情

報機関なども取り仕切っていただけに、寡黙で

余計なことはしゃべらない。しかし饒舌になっ

た時があった。それはコーカンの首都というか

主たる町でチンシュエホウという町がありま

す。漢字で清水河と書きます。そこにヘリコプ

ターで降り立った時、突然饒舌になった。実は

ここは自分が 89 年 4 月に最初に少数民族と停

戦合意を取り付けたところだと。最初の停戦合

意を取り付けたのがコーカン族なのです。コー

カン族というのは明朝の末裔、明朝が清朝に追

っ払われて、そこに逃げてきた一族で、王様だ

け清朝に引き渡して安堵され、住み着いたので

す。そのコーカン族と初めて停戦合意を取り付

け、その後 95 年まで 6 年くらいかかって、十

数の少数民族との間で次々と停戦合意を取り

付けた。その人物がキン・ニュンです。 

「ここにヘリコプターで着いた。ちょうど窪

地になっていて、周辺の山には多数のコーカン

族の兵士が配備されている。昨日までは撃ち合

い、殺し合いをしていた相手です。いつ弾が飛

んでくるか分からない。しかし、そういう中に

丸腰で 10 人の部下だけを連れて降り立ち、そ

うして私は信頼を勝ち得た」ということをさか

んに説明してくれた。 

 

アウン・サン・スー・チーと７回会った 

 

キン・ニュンは、私の受けた感じでは当時、

アウン・サン・スー・チーと話ができる関係に

あったのではないかと思います。２人はついに

直接話をしなかったのですが。私はアウン・サ

ン・スー・チーとは７回話しています。７回と

いうのは新記録のようですけれども、なぜそん

なに会えたのか。もちろん軟禁時代には外交官

は単独では会えなかった。軟禁時代に１回だけ

会ったことがある。これは例外的に、外国から

客が来てアウン・サン・スー・チーに会える時

には、随行できる。今国際司法裁判所判事をし

ている小和田さん、当時国際問題研究所の所長

だったと思いますが、彼は軍政にも大変信頼さ

れていた。キン・ニュンから了承を得て、小和

田さんが会いに行った時に、一緒に付いて行っ

た。あとの６回は着任早々と離任直前の軟禁か

ら解放された時。彼女が２回目に自宅軟禁の措

置をとられるのは、2000 年 9 月末で、隣の町

に出て行こうとして止められて車中篭城し、さ

らにその後マンダレーに向かうべく駅まで行

ったところを引き戻され、それ以後 2002 年 5

月まで軟禁された。 

しかし軟禁されて１ヵ月後の2000年10月か

ら、政府側との対話が始まったのです。対話の

実現には、国連事務総長特使のラザリ元マレー

シア外相、国連総会の議長もやった人物ですが、

その役割は大きかったと聞いています。とにか

く軟禁中ずっと対話をやっていたのです。ラザ

リは当時、「すぐに信頼醸成の段階が終わって、

実質的な対話、サブスタンティブなトークに入

る」と、楽観的なことを言っていたけれども、

ついにそうはならなかった。 

その原因は何なのか。軍政側にやる気がなか

ったのか、アウン・サン・スー・チーが無理な
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要求を出したのか、その辺は分かりません。と

にかく中身の伴わない対話でしたが、一応形式

的には２年以上「対話」が続いた。 

いずれにしろ、アウン・サン・スー・チーと

キン・ニュンの２人と付き合ってみて、２人は

「互いに直接話はできるんじゃないか」という

感じがしました。実際にはそうならなかったこ

とは残念でしたが。 

さらにもう一つ言うと、キン・ニュンとカチ

ン州の首都ミッチーナに行った時、小さな丸テ

ーブルで４、５人ずつ座った。その時キン・ニ

ュンが言ったことを今でも覚えている。「ミャ

ンマーはいずれ民主化しますよ、津守さん」。

ちょっと酒が入っていましたけれども、これが

この人物の本音ではないかという気がしまし

た。 

今年１月 13 日にキン・ニュンさんが 7年ぶ

りに釈放されました。ランニングシャツと短パ

ンをはいてテレビに映っていたが、プレスの質

問に対して、「アウン・サン・スー・チーさん

が選挙に通って議会に入れば、ミャンマーのた

めにいいことだ」という趣旨のことを言ってい

た。「彼女はブレイブでアウトスポークンだ」、

勇気があって率直だと。テイン・セイン大統領

が今進めている改革を見ていると、私にはテイ

ン・セインが、キン・ニュンとダブって見える。

キン・ニュンは、一つ道が違っていたらテイ

ン・セインの役割を果たしたのではないかと。

これはちょっと贔屓目かもしれませんが。 

 

７項目の民主化ロードマップ 

 

2003 年 8 月、キン・ニュン首相は「７項目

の民主化ロードマップ」を発表した。翌年 10

月に彼は汚職を理由にして解任されたわけで

すが、キン・ニュンが去った後も、軍政はこの

ロードマップのスケジュール通り、憲法制定作

業を進めた。非常に瑕疵の多い手続きですが。

国民議会のメンバーの選考基準だっておかし

いし、そもそも憲法の基本的部分が、議論する

前から決められていたわけです。つまり目的は、

「軍を基盤とする政治権力機構を温存する」と

いうことだった。すなわち、国家非常事態の場

合には、国軍司令官が全権を掌握する国防治安

評議会が設けられた。国家非常事態（緊急事態）

など、いかようにでも解釈できます。「軍事ク

ーデタを合法化するもの」、と批判されたゆえ

んです。また上下両院の議席の４分の１が軍人

にリザーブ（留保）された。その他いろいろ。

つまりテイン・セイン大統領の「改革の波」と

いわれる政策は、このような権力構造の上で、

打ち出されているということです。 

問題は、タン・シュエ前ＳＰＤＣ議長が、こ

こまで見越していたのかということです。テイ

ン・セイン大統領をはじめ今度の民政の顔ぶれ

は、大臣一人ひとりに至るまでタン・シュエが

決めたという説が聞かれます。多分そういうこ

とだろうと思います。タン・シュエにとっては、

自分が引退した後の身の安全、家族の安全を守

るのが第一の関心事でしょう。特に「アラブの

春」が進んでいる最中ですから。その点で万事

遺漏ない人事をやった。ではその後、選ばれた

人たち、特に大統領が何をするか、どういう政

策を取るかまでタン・シュエが指示をしたのか

どうか。大まかな方向を示したのか、許容する

範囲を示したのか。これは全く分かりません。 

しかしテイン・セインがこれまで次々小気味

よいほど早いテンポで、「改革の波」といわれ

る政策を打ち出してくるのを見ると、彼は律儀

な男ですので、タン・シュエにきちっと仁義を

切ったのではないか、「私はここまでやります

よ」あるいは「任せてくれますか」とか。憶測

ではありますが、タン・シュエとの関係はそん

なところではないかと思います。 

とにかく現在、次々と改革が進んでいるわけ

ですね。特にその中でも二つが衝撃的だったと

思います。 

 

テイン・セイン＝アウン・サン・スー・チー会談 

 

一つは、昨年 8 月 19 日のテイン・セイン大

統領とアウン・サン・スー・チー女史の会談で

す。New Light Myanmar に、レジュメ別紙のよ

うな写真が掲載されています。これが歴史的な
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写真になるかどうかについては、まだ最終的な

結論は出ていないと思います。つまり本当に改

革が定着して、このツーショットの写真の会談

を契機に改革が始まったといわれるほど、改革

が後戻りできなくなるかどうか、もう少し様子

を見てみないと分からない。いずれにしてもこ

れは、ミャンマーの歴史に残る写真だと思う。 

翻って考えれば、自然の成り行きだったかも

しれない。今ミャンマーで旧軍の幹部、若手の

軍の連中から、「もう我々はファティーグだ」、

「疲れ切った」、「もう嫌だ」という声が聞こ

えてくるという。多分それが彼らの実感だと思

います。これ以上、アメリカや欧州から厳しい

制裁措置を受け、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国

連合）の連中から「エンバラスメント」だと言

われ、かつての友好国日本からも実質的に制裁

を加えられている。何よりも「1960 年まで東

南アジアで最先端を行っていたこの国が、国連

の分類によれば最貧国まで落ちてしまった。国

民は可哀想だ」ということだろうと思います。

国民を何とかしなければいけない。ものを考え

るミャンマー人は、悔しいはずです。 

60 年までは隣のバンコクより先を行ってい

たのです。バンコクの人間がラングーンに買い

出しに来た。日本から最初に東南アジアに進出

した百貨店は大丸で、ラングーンを選んだ。当

時の南回り路線は、バンコクに停まらない飛行

機はあっても必ずラングーンには停まった。そ

の国がネ・ウィンの 26 年間に奈落の底まで落

ちて、今もその事態が続いている。「もう嫌だ」

と、こういうことです。バンコクのきらびやか

でエネルギッシュな空港からヤンゴン空港に

来ると、ど田舎に来た感じですね。その差は歴

然としている。「何とかしなくてはいけない」

という気持ちは、軍の若手も幹部も同じだと思

います。そのような全般的な雰囲気の中で、テ

イン・セインの改革がある。 

テイン・セインとアウン・サン・スー・チー

の会談で何を話したか分かりませんが、多分、

政党登録法を改正してＮＬＤ（国民民主連盟）

にも政治参加させるとか、政治犯を釈放すると

かといった話をしたことは間違いないと思い

ます。両者は政治家ないし政治的人間ですが、

この会談が実現した背景には、深い宗教観があ

るのではないか。これは私の推測に過ぎません

が。アウン・サン・スー・チーの本を読むと、

いたるところで「メッタ」という言葉が出てき

ます。パーリー語の慈悲、慈しみということで

す。かねがね軍の幹部にも、慈しみという感覚

があると聞いていた。私はちなみに日本の仏教

学者に、「テイン・セインの政策にはメッタが

ありますか」と聞いてみた。答えは「ある」と。

国民が可哀想だという感じですね。可哀想だと

いうと、上から目線でものを言うようですけれ

ども、何とかしなければという、慈しみの気持

ちですね。もしこの推測が正しければ、二人の

和解は本物と言えるかもしれません。 

テイン・セインはアウン・サン・スー・チー

との会談以来、昨年 11 月には政党登録法を改

正してＮＬＤの選挙参加を可能にし、今年 1

月 13 日には主要人物を含めた大量の政治犯を

釈放。また次々と出版・言論の規制を緩和しま

した。今日の日本の新聞に、検閲が残っている

事例についての記事が出ていました。他方、タ

イを本拠にして反政府キャンペーンを展開し

てきたイラワジ紙の編集長が、二十何年かぶり

にミャンマーに帰国したところ、情報省の副大

臣から丁重にもてなされ、「ミャンマーのメデ

ィア政策について助言がほしい」という相談ま

で受けている。また、ノルウェーから反政府キ

ャンペーンを張っていたＤＶＢ（デモクラティ

ック・ボイス・オブ・バーマ）の代表も、何年

かぶりに帰国しています。残っているメディア

規制も、今後順次取り払われるものと思います。 

今日ヤンゴンから入ってきたニュースを見

ても、会計検査院が、コラプション、腐敗の事

案について、下院議長に報告したという。その

腐敗が起きていた省庁の一つは、情報省。その

チョー・サン情報大臣は、保守派のイデオロー

グといわれている。保守派、改革派という仕分

けは、慎重にしなければいけないのですが。そ

れからＵＳＤＰ、翼賛政党の書記長、テー・ウ

ーが大臣を務める農林・灌漑省の汚職。このよ

うな権力の中枢での汚職が摘発・公表されるこ

となど、軍政時代には政敵を追い落とす場合を

除いてあり得なかった。 



 

6 
 

ミッソン・ダム工事中止の衝撃 

 

こういった内政面での変革の対外関係への

インプリケーションはどうか。特に中国一辺倒

という政策への影響はどうか。ビルマ人、ミャ

ンマー人は本来、独立不羈の精神が旺盛で、ど

こかの国に支配されることを潔しとしないと

いう気持ちが特に強い民族です。非常に自尊心

の強い国民で、歴史上中国の支配下に入ったこ

とがない。これまで西側による制裁措置に対す

る一種の反射的効果として、中国に寄りかかっ

てきたが、このような政策は、いずれ修正する

だろうと言われていた。それが今起こっている

わけです。 

衝撃的なニュースとして伝わってきたのは、

昨年 9月にテイン・セイン大統領が中国が力を

入れて続けてきたイラワジ川上流のミッソ

ン・ダムの工事の中止を決定したことです。こ

の決断には相当勇気がいったと思います。「自

分の在任中凍結は解除しない」とまで言い切っ

ています。その結果契約違反などの法律問題も

起こり得るし、中国側は当面それを問題にして

くるでしょうが、このミャンマー政府の方針は

覆らないと思います。この決断の主たる理由は

環境問題だと思います。シンガポールと同じ面

積が水没するわけですから。その社会・環境問

題に与える影響は非常に大きい。同時にこの決

定は、これまでの対中依存の基本姿勢の修正を

意味している。 

これを発表した翌日に、アメリカは歓迎声明

を出しています。アメリカはこれまで人権・民

主主義一本槍でミャンマーに接してきたわけ

ですが、ここにきて中国の動きを視野に入れて、

戦略的な観点をミャンマーの舞台においても

持ち込もうとしている、という気がする。その

動きをミャンマーが巧みに利用した面もある

と思います。クリントン米国務長官が昨年 12

月、米国務長官としては五十数年ぶりにミャン

マーを訪問した。さらにＡＳＥＡＮとの関係に

ついては、2014 年の議長国を引き受けること

で、今やＡＳＥＡＮの完全な一員として、他の

メンバー国に伍していけることになった。ここ

に 50 年来初めてミャンマーは、対外関係で、

「普通の国」、「まともな国」、「正常な付き

合いのできる国」になったと言えると思います。 

そこで今日のテーマである「今後の課題」で

す。三つをあげました。 

 

ＮＬＤの目的は憲法改正 

 

第一の課題は、ＮＬＤなど反政府勢力との和

解です。ＮＬＤが反政府勢力であるという言い

方が正確かどうか、かなり怪しくなってきまし

た。というのは、アウン・サン・スー・チー自

らが議会に出て議員になるということは、つま

りエスタブリッシュメントの一部に入るとい

うことです。彼女はメディアとのインタビュー

で、「私はエスタブリッシュメントの一員にな

ったのではない。今後そうなるかもしれないけ

れども」、という言い方をしていますが、彼女

としてはそう言わざるを得ないでしょう。 

アウン・サン・スー・チー、ＮＬＤが議席を

得る理由は、一つだけです。それは憲法改正で

す。つまり軍を基盤とする権力構造が、憲法で

規定されている、この構造を打ち破るためには、

憲法改正以外にはない。ＮＬＤは２年前だった

と思いますが、「憲法を改正しない限り選挙に

参加しない」と言っていた。その決議に反して、

ＮＬＤは選挙に出るわけです。つまり一種の解

除条件付きともいえる形、将来憲法が改正され

たらその決議が生きてくるとして、見切り発車

をしたわけです。すでに選挙のキャンペーンで、

憲法改正を大声で主張している。 

この点は少数民族も同じです。少数民族の最

大の目標は憲法改正です。そうでなければ自治

権を獲得できませんから。この点で少数民族と

ＮＬＤ、民主勢力との間に、共通のポジション

が生まれる所以です。しかし憲法改正といって

も、具体的にどうするのか。その改正すべき憲

法の規定によれば、４分の１の勢力があれば、

改正をブロックできる。４分の１の議席がもと

もと軍人にリザーブされている。だから軍人枠

の議員が一人でも反対すれば、憲法改正はでき

ない。 

ここで注目すべきは、テイン・セイン大統領
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が昨年 3月の就任演説で、憲法改正の可能性に

言及したことです。この就任演説はいろいろな

点で興味深いし、ここにテイン・セインの基本

的なスタンスが、ほとんど全部出ているといっ

ても過言ではない。基本的人権の問題、ミャン

マーにおけるＮＧＯの役割の問題……。軍政時

代には聞いたこともないような言葉が、次々と

出てきます。憲法はできたばかりで、その上に

自分たちが乗っているわけです。その憲法を改

正してもいいというのは一体どういうことな

のだということで、このテイン・セイン発言は、

一種の謎だったのですが、リップサービスでは

なく、彼は本当に改正を考えているのではない

か。その後の状況を見てみると、テイン・セイ

ンは、少なくとも憲法改正について、議論に応

じても良い、話をする用意がある、ぐらいまで

は考えているのではないか。 

では具体的にどうするのか。憲法改正のため

の委員会を議会の中につくるというやり方が

あるかもしれません。しかし、そういうことが

果たしてできるのか。テイン・セインがそう考

えても、ＵＳＤＰの議員や軍人枠の議員が賛成

するかどうか、大きなクエスチョンマークです。

これは今後の推移を見ないと今の段階では何

とも言えない。今言えることは、ＮＬＤが選挙

に参加する目的は憲法改正である、私はそう思

います。 

 

少数民族問題の複雑さ 

 

二つ目の課題は少数民族問題の決着です。 

2、3 日前、政府とカチン族の代表が雲南省

で交渉したが、うまくいかなかったようです。

カチン族はクリスチャンです。私は牧師の代表

格の人と付き合っていて、ミャンマーに行くた

びに会うのですが、この人物はキン・ニュンと

非常にいい関係でした。 

カチン族は、政府との関係では、少数民族の

なかでの優等生でした。先ほど申し上げたよう

に、95 年までに十幾つかの少数民族との間で

停戦合意ができました。それが崩れて、今にな

ってまた停戦合意ということが問題になって

いる。少数民族は、ものすごく怒っている。憤

激しています。彼らの代表は国民会議で憲法改

正の審議に参加したのですが、彼らは口をそろ

えて、「自分たちの出した要求にはゼロ回答だ

った」と言っています。最重要の要求事項は「適

切な自治権を与える」、「フェデラリズム」、

連邦制ということです。こういう要求に対して

ゼロ回答だった。たしかに出来上がった憲法を

見ると、そこには彼らの要求は、全く反映され

ていません。 

憲法はできたけれども、怒った少数民族は、

また銃を取ってドンパチをやり出し、停戦合意

が崩れたのです。カチン州もずっと停戦合意を

守っていたのですけれども、昨年 6月に政府軍

との間に撃ち合いが始まって、今に至るまで解

決していないわけです。 

しかし、それでもテイン・セインは、ソフト

なアプローチで何とかかなりの数の少数民族

との間で停戦合意までこぎつけているわけで

す。カチン族と並んで手強い相手であるカレン

族についても、今年 1月には停戦合意ができた

が、これをよりしっかりしたものにするために、

来月もう一度両者で話をするようです。 

停戦合意までは難しい話ではない。停戦合意

は紛争学で言う Conflict Settlement ですね。

しかし Conflict Resolution、和平合意ははる

かに難しい。和平合意までは道が遠い。カチン

族との間でも、いずれ停戦合意までは何とかな

るかもしれない。問題はその後、和平合意のた

めの交渉をどうするか。この筋道がよく分から

ない。 

少数民族と交渉している政府側の代表アウ

ン・ミン鉄道大臣は、ソフトなアプローチでか

なりうまくやっているみたいです。数日前に朝

日新聞との単独インタビューで、いろいろ青写

真を描いて、数ヵ月の間にうまくいく、最後は

国民会議で決めるというようなことを言って

いました。そういうシナリオ通りに進めばいい

のですが、問題は例えばカチン。中国で交渉し

た政府の当事者は、鉄道大臣ではなく、アウ

ン・タンという前の第一工業大臣で、保守的な

人物です。決裂した交渉に参加したカチン側の

人が言うのには、アウン・タンは、「停戦合意
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の後、和平合意の交渉は議会の中でやりたい」

と言い張ったらしい。アウン・タンとしては、

そう言わざるを得なかったかもしれません。議

会が始まっているわけですから、憲法改正の話

もすべて議会の中でやりましょうと。だけれど

も少数民族は、それに抵抗している。 

憲法改正の議論を議会内だけでやろうとし

ているのか、ＮＬＤのスタンスはよく分かりま

せんが、この点ではＮＬＤより少数民族の方が

きつい立場をとっているかも知れない。この辺

のことは、今の段階で見通しを語れといわれて

も、なかなか容易ではない。 

 

クローニー経済を打破できるか 

 

テイン・セイン政権の課題の三つ目は、経

済・社会問題の解決です。ある意味ではこれが

一番難しいかもしれない。 

市場経済を唱え始めたのは 1989 年です。し

かしそれ以来、経済構造の面でも経済運営の面

でも、とてもではないけれども市場経済といっ

たものではなかった。その間、クローニー経済

がはびこって、軍にべったりくっついた人物や、

タン・シュエの親戚、そういう人たちが大儲け

してきた。さらに軍自体に利権が絡む、ミャン

マー・ホールディング・カンパニーなどという

のは、産軍複合体のようなものです。また虎の

子の石油・天然ガスの収入が、どこにいくのか

分からないという、ブラック・バジェットの問

題とか、いろいろ難しい問題があって、テイ

ン・セインは、本当にこういう問題に切り込ん

で、経済を改革できるのかどうか、大きな試練

です。 

これらの課題は難しいうえに、解決にいずれ

も時間がかかる問題です。ですが、今までと状

況が違うのは、外から見えるようになったこと

です。再び殻の中に閉じこもるということには

ならないでしょう。だから今後ミャンマーがど

ちらの方に動いていくかというのが、外から見

えるようになると、当然その動きに対して、外

からの関与ということが今まで以上に問題に

なってきます。ミャンマーの改革を進めるため

には、外国がこれを支援する必要性が今まで以

上に出てくる。今さかんにそれを言っているの

は、元世界銀行上級副総裁のスティグリッツで

す。ミャンマー問題は、否応なしに国際化され

ることになったのではないか、そういう気がし

ます。 

今ミャンマーで起きていることを、英語で一

言でいえば、スリリング、非常に興奮させるも

のがあるわけです。 

日本政府もいろいろ考えているようです。4

月 21 日にテイン・セイン大統領が、日本メコ

ン首脳会議に出席するため、来日します。その

時に日本側はどういう政策を提示するのか、外

務省で現在検討中のようですが、本腰を入れて

ミャンマーを支援したいという機運が、日本政

府内にも広がっているような感じを受けてい

ます。大いにやってもらいたいと思います。 

 

≪質疑応答≫ 

 

質問 ＮＬＤが勢力を拡大して、もしも政権

を取るなどした場合、国家を運営する能力はあ

るのか。混乱が起きて投資しにくい環境になら

ないか。 

 

ミャンマーもＮＬＤも人材育成が急務 

 

津守氏 ＮＬＤも不利な状況の中で生き延び

てきたわけですから、これから党の立て直しを、

議会活動と同時並行的に進めなければならな

い。議会活動、党の立て直し、さらに戦列の足

並みを揃えなければいけない。今度の選挙でも

一足先に議会に議席を得たＮＬＤの分派ＮＤ

Ｆからの、「一緒になろう」という呼びかけに

は応えなかったようですが、どのように野党勢

力の戦列を揃えるかということもある。ただ、

4月1日の選挙結果である程度分かると思うの

ですが、ＮＬＤに対して多分相当な国民の支持

があると思います。今度は大手を振って活動で

きるわけですから、有能な人材が次々と入って

くると思います。ミャンマーという国の課題も
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人づくりですが、ＮＬＤも人づくりから始めな

ければいけない。今の段階で政権をとれと言っ

ても無理だと思います。しかし 5年後の選挙の

時までに、どの程度まで党勢を強化できるかと

いうことだと思います。 

 

質問 イギリスが植民地支配していた時、大

多数のビルマ人に対して少数民族を使って支

配した。この問題が今に影響しているのではな

いか。 

 

津守氏 イギリスの植民地時代に、イギリス

の伝統的なやり方、デバイド・アンド・ルール

（分割支配）で、インド人を一番上に持ってき

た。インド帝国の一部になったわけですから。

おっしゃる通り、辺境のカレン族とかカチン族

を、クリスチャンに改宗させてその下に置き、

一番下にビルマ族を持ってきた。それに対する

怨念、ルサンチマンが、当然ビルマ族にはある

わけです。それは戦後のある時期まであったと

聞いていますが、今や戦後 60 年以上経って、

「カレン族やカチン族にやられたのだ」と恨み

言を言う人は時々いましたけれども、もうほと

んどいないと見ていいでしょう。むしろ今度は

逆にビルマ族が彼らを抑圧したというのが最

近の歴史で、いわばあいこになったと考えても

いいでしょうか。 

 

質問 少数民族は迷彩服なども立派なものを

着ている。宝石、麻薬、支援などともいわれる

が資金源はどこと見られるのか。 

 

津守氏 外国の支援ということで言えば89年

までは中国の支援がありました。中国はビルマ

共産党を通じて武器弾薬などを供与し、それが

少数民族に渡った。しかしそれも鄧小平が出て

から、だんだんとやめていった。外国からの支

援は多分ないと思います。軍資金の実態は分か

りません。他の農産物も作っているので、地道

に稼いだ金もあると思います。 

 

質問 中国は今のミャンマーの改革政策を面

白く思っていない。ミャンマー軍の不満分子に

働きかけてクーデタを起こすという可能性は

ないか。今回の改革・緩和の裏にアメリカの働

きかけはなかったか。 

 

オバマの関与政策で変わった流れ 

 

津守氏 前者については、新しい憲法はクー

デタを合法化するものとの批判がありますが、

たしかにそういう面があります。憲法に規定さ

れている国防治安評議会が、いかようにでも解

釈できるような形で政治に介入できることに

なっていますから。中国に近い保守派の代表格

は、ティン・アウン・ミン・ウー副大統領と言

われていますが、テイン・セインの改革に弾み

がついている今、そういう形で中国が付け入る

隙はないと思います。テイン・セインが就任演

説で、この点でもう一つ重要なことを言ってい

ます。「世界的なレベルの軍を作る」。この言

葉は何を意味するのか、とミャンマー・ウオッ

チャーの間で議論があったのですが、テイン・

セインは、プロフェッショナルな軍をつくる、

シビリアン・コントロールの効いたプロの軍を

つくることを望んでいるのではないか、という

見方が強い。そうなると、憲法の規定を変えな

ければいけない。現実の政治問題としてクーデ

タの可能性はだんだん少なくなっていくだろ

うと思います。絶対ないとは言えませんが。 

アメリカが水面下で働きかけてきた可能性

については、我々が得ている情報では聞こえて

きません。オバマが 2009 年 9 月に、これまで

の対ミャンマー政策をある程度修正し、制裁一

本槍ではなく関与（エンゲージメント）も強め

るのだと言った頃から、どんどんアメリカ人が

ミャンマーに来るようになった。上院議員や政

府の関係者が、頻繁にミャンマーを訪れるよう

になったので、そのような機会に、アメリカ側

がミャンマー政府に猛烈に働きかけてきてお

ります。 

 

質問 対ミャンマー政策は日本がアメリカと
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違うアプローチをして、日本が先行しているよ

うに見える。この点で日米間にギクシャクはな

いのか。 

 

アメリカ追随ではない日本外交 

 

津守氏 対ミャンマー政策についてのアメリ

カ政府とのすり合わせ、意見調整はもちろんず

っとやってきましたが、アメリカの言いなりに

なってきたわけではありません。典型的な例は

バルーチャンの発電所修復事案、当時のコリ

ン・パウエル米国務長官が、米議会でこのプロ

ジェクトを批判したことがあります。私は当時

現地にいたのですが、この案件は進めるべきだ、

批判は当たらないとの判断でした。当時ヤンゴ

ンに駐在していたアメリカの臨時代理大使も、

私に何か言いに来ました。私は突っぱねた。と

いうのも、ラザリ特使も「進めてほしい、アウ

ン・サン・スー・チーは反対しない」と言うの

です。日本政府として、彼女にこの問題で拒否

権を与えるつもりはもちろんない。彼女がいい

と言うからやる、彼女がいけないというからや

らないというような話ではない。独自に日本政

府が判断したことです。要するにこの発電所の

電気は、一般国民にも裨益する、これが我々が

何回も調査団を出して得た結論で、当時野党だ

った民主党の首藤信彦議員も、現地を視察して

そのことを神奈川新聞に書いている。軍が出来

上がった電気を独り占めすることはないとい

うことも確認していました。これがアメリカの

言いなりにならなかった典型的な例です。

"agree to disagree"ということです。最近中

国が、アメリカとの関係で、この言葉をよく使

っているようですが。今回の新しい状況の中で

日本が始めようとしていることに、アメリカ側

が異論を唱えることは一切ないと承知してい

ます。 

なお国連安保理でミャンマー問題を議題に

するかどうか問題になった時には、これは私が

外務省を離れた後の話ですが、日本政府の対応

と齟齬があって、アメリカが強硬に圧力をかけ

てきたようで、日本としても聞かざるを得なか

ったという話は聞いています。 

 

質問 テイン・セイン大統領はどの程度軍を

掌握しているのか。タン・シュエの影響力は？ 

改革政策のブレーンは誰なのか。 

 

保守派の副大統領との関係は？ 

 

津守氏 タン・シュエが、テイン・セインを

大統領に選んだほか、新政府の人事はすべて決

めたと聞いていますが、その後テイン・セイン

の政策、やり方に影響を及ぼしているのか、そ

れとも完全に引退してしまったのか。多分タ

ン・シュエは、人事を決めた際、包括的にテイ

ン・セインのやることをエンドースした、お墨

付きを与えたという見方が、正しいのではない

か。 

テイン・セインは、一人ぼっちで改革を進め

ているのかというと、そんなことはありません。

彼は国軍のナンバー４だった。ナンバー３が下

院議長のシュエ・マンです。下馬評では、シュ

エ・マンが大統領になるのではないかとの説が

強かったのですが、そうならずナンバー４のテ

イン・セインがなった背景は何か。タン・シュ

エが、自分にとってやりやすい人物、自分の身

の安全にとってより適当な人物ということで、

テイン・セインを選んだと考えて多分間違いな

いと思います。実力者シュエ・マンも、改革派

と見られています。特に彼が議長になってから、

テイン・セインの一歩前を行くような姿勢を示

している。改革のスピードが遅いと、むしろ政

府を叱咤激励しているというニュースも入っ

てくる。 

つまりテイン・セインにとっては、シュエ・

マンという強力な援軍がいるとも考えられる。

他方シュエ・マンは、テイン・セインの後を狙

っており、野心を表面に出しすぎるので、やや

孤立気味だという説もある。このように両者の

関係は今一つ分かりかねますが。しかし改革と

いう点で、シュエ・マンがテイン・セインと同

じ方向を向いていることは重要だろうと思い

ます。 
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何回も申し上げますが、国軍を中心に全般的

な雰囲気として、「この状況を何とかしてくれ」

というような雰囲気の中で改革を進めている

わけですから、テイン・セインにとっては、一

人ぼっちで孤軍奮闘しているというようなこ

とではないと思います。比較的保守派といわれ

るは、副大統領のティン・アウン・ミン・ウー

です。彼は中国とべったりで、しかもそこから

利権を得ているという噂もあります。彼が足を

引っ張っているのではないかといううわさに

ついては、一つエピソードを紹介します。テイ

ン・セインとティン・アウン・ミン・ウーが対

立しているという記事が、最近バンコクのネー

ション紙に出た。その切り抜きがテイン・セイ

ンのもとに届けられた。するとテイン・セイン

はにやっと笑って、何かコメントを書いて、秘

書に「これをティン・アウン・ミン・ウー副大

統領に渡してくれ」と言ったというのです。そ

ういうことをやれるということ自体、テイン・

セインとティン・アウン・ミン・ウーが対立し

ているのではなく、同じボートに乗っているの

ではないかという見方の根拠の一つになって

いるんです。この辺になってくるとすべて推測

ベースですが。 

 

質問 10 年後のミャンマーの対中関係を中心

とした対外関係を占ってほしい。 

 

10 年後には強く大きな国になる 

 

津守氏 10 年後に中国の国勢がどうなってい

るのか、それにも関係しますね。私は中国の専

門家ではありませんが、経済はまだ上り坂、な

いし頂点に達したくらいでしょうか。ＧＤＰベ

ースで、まだ伸びているんでしょうね。当然資

源確保の面でも、中国にとってミャンマーの重

要性は変わらないだろう。輸送ルート。パイプ

ラインは来年できますが。さらにインド洋に向

けての軍事的なパワー・プロジェクション。こ

のような資源確保および軍事戦略上、インド洋

の重要性に関連して中国がミャンマーをどう

位置づけるか、ということだろうと思います。 

これに対しアメリカは、中国の出方をも見な

がら、ミャンマーにしかるべくプレゼンスを確

保するということになると思います。 

ここで一つのことを付け加えたいのは、何日

か前に東京で開かれたシンポジウムでシンガ

ポールの代表が、「アメリカが出てくることは

大変に結構なことだ。今まであまりにも中国に

偏りすぎていた。しかし、あえて言えばミャン

マーの場でアメリカと中国が角突き合わせる

のも困る」と言っていました。「大きな二つの

国が、ミャンマーで平和的に共存してもらいた

い」と言っていましたから、そういう国際的な

視点も今の質問へのお答えとして関係してく

るのかなという気がします。 

それから、多分 10 年後に大変変わっている

点が一つある。それはミャンマーが今よりはる

かに強い大きな国になっているということで

す。人的資源、天然資源両面から、ミャンマー

は潜在力があるから、システムがよくなれば発

展する。イギリスの植民地時代から、イギリス

の植民地の中で一番民度の高い国はビルマだ

ということは、多くの文書で指摘されている。

私がミャンマーを離任する時、当時の外相が送

別のディナーを催してくれた際、「イギリスの

植民地時代から、ミャンマー人のＩＱは、イギ

リスの植民地の中で一番高かった」と言ってい

た。ＩＱがすべてではないですけれども、それ

ほどミャンマー人の民度は高い。つまりヒュー

マン・リソースとしての質が高いわけです。そ

こに天然資源があるわけですから。システムさ

え良ければ、この国は発展しないはずがない。

1960 年ごろまで、東南アジアで先頭を切って

いたというのは、理由がないわけではない。今

回可能性が開けてきたわけですから、10 年後

にはミャンマーは、強く大きな国になって、中

国やアメリカが下手にちょっかいを出そうと

しても、それに対抗できる国になっている。そ

れくらいの力をつけているのではないかと思

います。 

※この会見詳録は、「アジア時報２０１２年４

月号」より転載しています。 

（文責・編集部） 


