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2019 年 10 月 18 日 第 994 号 

【ミャンマービジネスの開拓者たち】 

幹部人材、パズルで育てる 

人材教育のアミウェイズ社長の羅和益さん 

 ミャンマーでの人材獲得合戦がますます激しくなっている。特にマネジャークラスの幹部

人材はごくわずかで、高給で引き抜かれることも少なくない。こうした現状に問題意識をも

ち、ミャンマーで人材教育事業を立ち上げたのが、アミウェイズの羅和益さんだ。羅さんに

ミャンマーの人材育成について聞いた。

――そもそもどうしてミャンマーで起業

したのですか。

 そうですね。私が初めてミャンマーに来

たのは、大学を卒業をしてすぐの 2003 年に

さかのぼります。そのころ、私は海外で働

きたいと思っていたので、マレーシアのペ

ナン島で小西史彦さんが作った財閥テク

スケム・グループに新卒で就職しました。

ペナン島で働くつもりでいたら、小西さん

に「ミャンマーに水産加工工場を作る」と

言われ、4 か月石巻に住み込んで水産加工

のノウハウを習得することになったのです。

そして、ミャンマーのベイで、工場を立ち

上げました。

 ベイは水産資源は豊富なのですが、当時

はそれが密輸でタイに流れていて一部の密

輸業者だけが潤う状態でした。これをミャ

羅和益（ら・かずもり）さん

アミウェイズ社長。1978年東京都生まれ。

2003年に早稲田大学卒業後、マレーシアの

日本系財閥に就職、ミャンマー・ベイの水

産加工工場の立ち上げを担当する。2013年

に再びミャンマーを訪れて人材育成事業を

立ち上げた。カナダの大学院で経営管理学

修士（MBA）。 
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ンマーで加工すれば、雇用が生まれ、現地経済の発展につながります。まず、小さな工場を

買収して、加工に必要な設備を入れて事業を拡大していったのですが、魚の冷凍すり身など

が高い評価を受けて、2,000 人ほどの規模にまで拡大しました。大蛇が出たり、ワニが側溝に

はまっていたりと大変な環境でしたが、がむしゃらに働きました。一度など、水牛が工場に

迷い込んだので、カウボーイのように角に縄をひっかけてみんなで引っ張って追い出したこ

ともありました。 

 

 ここで、ミャンマー人のスタッフと一緒に働いたことが、現在の人材教育を始める動機に

なりました。2008 年になり、父の経営していたプラスチック加工会社に参加するため、日本

に戻りました。2013 年にその会社がミャンマーに進出する計画を立て、ヤンゴンに戻りまし

た。しかしその事業は当時のミャンマーに需要が見込めないことなどから取りやめました。

そのかわり私が人材育成事業を始めたのです。 

 

――羅さんが考えているミャンマーの人材の課題は何でしょうか。 

 

 ミャンマーの人材の分布は「パゴダ型」であると考えています。

トップの非常に優秀な人材もいるが非常に少なく、給与水準も高

い。そして非熟練労働者が多い、という構造になっています。も

う少し中間が増えてくる必要があると思います。 

 

 「育ててもすぐ辞めてしまう」という日系企業の声を聞きますが、たとえ日系企業が他の

ミャンマー企業よりも多少給与水準が高かったとしても、物価とのバランスからすると生活

するには厳しいレベルと言わざるを得ません。「衣食足りて礼節を知る」と言いますが、物価

に対して給与が低い環境の中では、少しでも高い給料に魅かれるのは仕方がないことではな

いでしょうか。欧米の企業では、優秀な人材には月数千ドルを払うこともざらになっていま

すので、厳しい環境と言えます。 

 

 ミャンマーの人はもともと非常にポテンシャルが高いのですが、教育や経験の機会が限ら

れているため、十分な人材が育っていません。これは、軍事政権下で続いてきた詰め込み教

育の結果でもあります。特にロジカルシンキングなどが苦手な人が多いですね。また「アー

ナーデー」精神といわれる、遠慮してものを言わない文化がありますが、これは円滑な業務

遂行を妨げることがありますね。これを改善できるようにしてあげるのが私たちの目的の一

つです。 

 

――ミャンマーでは珍しい教育方法をとっています。 

 

 はい、現在ミャンマーで人気のあるビジネススクールなどは、知識偏重型だと言えます。

これは従来のミャンマーの教育で知識が重視されてきたことの流れにあると思います。私の
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「MKJ インターナショナル・エデュケーション・センター」では、例えばロジックツリーを

使った論理的な思考方法を教えます。また、性格を 9 つに分類するエニアグラムを利用した

自己分析を行う講座もあります。エニアグラムを行った 50 歳くらいのミャンマーの建設会社

の社長が「これまで何かうまくいかないと占い師に相談していたが、これで自分の原因が分

かった。もう占いに頼らなくてもいい」と言っていたのが印象的でした。 

 

 レゴブロックを使ったチームビルディングやビジョンの共有も行っています。これは「レ

ゴシリアスプレイ」というものなのですが、自分のチームのミッションなどをレゴで表現し

たもらうことを通じて、自分の役割や仲間の思いを共有する手法です。あるミャンマーの通

信会社で大きなプロジェクトチームが発足するにあたり、そのキックオフを円滑にするため

に導入したケースがあります。そのチームは外国人もミャンマー人も、社内のスタッフも取

引先の人材もいる混成チームでした。しかし、このワークショップを通じて、相互理解が進

んだ結果とても作業が早く進んだ結果となりました。プロジェクトが早く終われば経費節減

になりますから、この手法は成果が出やすいですね。こうしたミャンマーでは珍しい手法を

使って、問題解決ができる人材を育てていきたいと思います。 

 

【インタビューを終えて】 

 ミャンマーでは従来国が閉ざされていたため、教育や経験の機会が乏しいのは事実だ。そ

うした中で、2011 年の民政移管後にいきなり激動の時代に突入し、ミャンマー人自身も先が

見えずに右往左往している部分がある。こうした社会では、やる気があり、自ら行動する有

能な人が一気に世に出る時代でもあると思う。そうした人を応援したい羅さんの思いが伝わ

ってきた取材だった。 

（聞き手は北角裕樹） 
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ヤンゴン管区とマンダレー管区で 

繊維業向けの工業団地設置へ 

 

 工業省は、ヤンゴン管区とマンダレー管区において、繊維企業向けの工業団地を設置す

る計画を立てていることが分かった。 

 

 同計画について、土地、ビル、電力、水、天然ガスなどのインフラ設備を充実させることなどで政府

と協力する。繊維業分野の発展、投資拡大、重要なインフラ開発、輸入を減らし輸出を増加させるた

め、ドイツ国際協力公社(GIZ)の支援で国家レベルの繊維制度の完成を目指している。国家輸出戦

略(NES)として各分野の計画を作成するよう努力している。経済・貿易省は担当省として、NES の 11

件を実施している。 

 

 現在、繊維業分野を第３重工業公社が担当している。国家輸出戦略（NES）により、カッティング・メ

イキング・パッキング（CMP）の繊維業を FOB（本船渡し）システムへの移行、保税倉庫の設立、輸出

向上などに向けて、工業団地を設立するという。 

（10 月 13 日発行/The Daily Eleven 上の記事を再編集） 
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◆本日の目次 

【ミャンマービジネスの開拓者たち】 

幹部人材、パズルで育てる 

人材教育のアミウェイズ社長の羅和益さん 

【経済】ヤンゴン管区とマンダレー管区で－繊維業向けの工業団地設置へ 

【経済】ティラワ SEZ が自動車生産の重要拠点にーMJTD 社長

【経済】2018 年度の個人貿易額、590 億チャット超 

【経済】RCEP に署名で輸出品の関税免除、副大臣が言及

【経済】中国と香港から４つの投資団体が進出 

【経済】国内企業２社と外国企業１が連携して高層ビル建設へ 

【経済】トヨタ、2021 年度ティラワに工場開設 

【金融】食品の値上がり、インフレ続く 

【社会】ダウェイで沿岸漁業組合を設立へ 

【社会】国営造船所、大型船を製造へ 

【交通】ミャンマーナショナル航空、年間利用客 170 万人超 

【農業】国際農林水産業研究センター、コメの適正品種を調査へ 

【農業】国内の米価格、９カ月で 20％上昇 

【農業】農業機械開発へ、チェコ大使と会談 

【インフラ】発電計画４事業、香港企業が落札 

【インフラ】電力分野にフィリピン参入へ 
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【観光】「Yangon Then & Now Hotel Expo」開催へ 

【観光】今年度の外国人観光客数、前年度より 44 万人以上増加 

 

 

【経済】ティラワ SEZ が自動車生産の重要拠点にーMJTD 社長 

 

 ミャンマー・ジャパン・ティラワ・デベロップメント（MJTD）の清水禎彦社長は、ティラワ経済特区

（SEZ）について、今後ミャンマーの自動車生産を担う重要な拠点になると話した。 

 

 現在、同 SEZ にはスズキとトヨタが進出している。同社長は「日本を代表する２社の進出は、ティラワ

全体をより活気づけるだろう。スズキは既に規模を拡大しつつあり、将来の自動車市場においてティ

ラワ SEZ は必要不可欠な存在になる」と話した。 

 

 スズキの生産台数は、2018 年が１万 1,691 台、2019 年１～８月が１万 428 台だった。2020 年は年

間１万 5,000 台を目指している。また、トヨタは現在ゾーン B に工場を建設中で、2021 年に稼働開始

予定。 

（10 月 15 日発行/The Daily Eleven 上の記事を再編集） 

 

 

【経済】2018 年度の個人貿易額、590 億チャット超 

 

 経済・貿易省は、2018 年度（2018 年 10 月から 2019 年９月まで）に個人貿易カード（ITC）を利用し

た個人貿易額は 590 億チャット（＝約 41 億 4,000 万円）以上であったと発表した。 

 

 同省は 2018 年度中に ITC を 163 枚発行。ITC を利用した個人貿易のうち輸出額は約 93 億 8,400

万チャット（＝約６億 5,800 万円）、輸入額は約 496 億 5,600 万チャット（＝約 34 億 8,000 万円）だっ
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たという。 

2017 年度は ITC168 枚が発行され、個人貿易の輸出額は約 53 億チャット（＝約３億 7,200 万円）、

輸入額は約 406 億 2,000 万チャット（＝約 28 億 5,000 万円）、合計 460 億チャット（＝約 32 億 3,000

万円）程度であった。 

（10 月 15 日発行/The Voice 上の記事を再編集） 

【経済】RCEP に署名で輸出品の関税免除、副大臣が言及 

投資・対外経済関係省ミンゾーウー副大臣は、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）に署名する

ことでミャンマーからの輸出品に関税がかからなくなると述べた。 

 ミャンマー政府は、アセアン 10 カ国とインド、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドと

の自由貿易と経済協力の実現に向けて計画している。関税が免除されれば、賃金の安いミャンマー

に投資が増えると期待されている。 

（10 月 15 日発行/7 Day Daily 上の記事を再編集） 

【経済】中国と香港から４つの投資団体が進出 

 今年度において初めてヤンゴンに進出してきた中国と香港の４つの投資団体に、10 月９日付けで

事業許可を与えたことをヤンゴン管区投資委員会が発表した。 

 今回の新たな事業許可付与により、国外・国内投資から 3,000 件以上の新規事業を作り出せる見

込みがあると同委員会が発表した。 

 現在、中国と香港はミャンマー国内で投資を行っている国のトップ５の中に含まれている。９月末ま

でにミャンマーに投資された総額約 818 億ドル（＝約８兆 8,900 億円）の中で、中国からの投資は
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25.4％、香港からの投資は 13.8％占めているという。 

(10 月 15 日発行/7Day Daily 上の記事を再編集) 

 

 

【経済】国内企業２社と外国企業１が連携して高層ビル建設へ 

 

 通路輸送管理局は、ヤンゴン管区でショッピングセンターとオフィスを含む 12 階と８階半の高層ビ

ルを国内企業２社と外国企業１社が連携して建設するよう計画している。 

 

 また、同局はヤンゴン市内の路線バス 65 号、23 号、６号、106 号の運行を、国内企業であるエーバ

ー・グリーン社とサンヤウンンイ社と連携して行っている。同局は違法な自動車とオートバイを減少さ

せるため、無線自動識別（RFID）システムの採用を計画しており、調査と入札募集を実行する予定。

同局の係員によると、７月３日に RFID 設置に関するアドバイスを得るため、モーン・エンジニアリン

グ・ジョイントベンチャー社と契約を締結したという。 

（10 月 12 日発行/The Daily Eleven 上の記事を再編集） 

 

 

【経済】トヨタ、2021 年度ティラワに工場開設 

 

 トヨタ自動車は、2021 年度にティラワ経済特区のフェーズ B 区域に工場を建設し、セミノックダウン

方式でトヨタ・ハイラックスを年間 2,500 台製造予定であることを明らかにした。 

 

 国際協力機構（JICA）によると、ミャンマーでは組み立て方式での自動車製造から着手し、将来的

には完成車を製造する予定。ティラワ経済特区を、東南アジアにおける自動車製造業の拠点及びス

マートシティにすることを目指すという。 

 

 現在、同経済特区ではスズキが工場を構えている。トヨタの進出により、年間合計 20 万台の自動車

が製造できる見込みだという。 
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（10 月 10 日発行/7Day Daily 上の記事を再編集） 

 

 

【金融】食品の値上がり、インフレ続く 

 

 中央銀行の報告によるとミャンマーのインフレは年内進行し続けており、８月は 8.53％だった。米や

油、魚、肉、卵など基本的な食品も値上がりを続けており、食品以外の商品も値上がっているという。

今年１月のインフレ率は 6.34％だった。 

 

 2018 年９月末までの国内銀行の預金総額は 42 兆 9,000 億チャット（＝約３兆 95 億円）となってい

る。また、国内銀行の利子は 8.5％前後。ミャンマーは軍事政権下にも深刻なインフレを経験してい

る。  

 

 経営者らは、国内のインフレ率が銀行の利子と並ぶと銀行からお金がなくなる可能性があると指摘

する。労働者の給与の引き上げが必要だとも話している。 

（10 月 15 日発行/7Day Daily 上の記事を再編集） 

 

 

【社会】ダウェイで沿岸漁業組合を設立へ 

 

 タニンダーリ管区ダウェイ県タイェッチャウン郡区において、沿岸漁業組合の設立準備が進められ

ている。 

 

 組合の設立を主導しているのは、野生生物保護団体である Wildlife Conservation Society（WCS）。

年内の設立を目指し、同郡区で沿岸漁業を行う 14 村の調査を行っている。 

 

 WCS の漁業モニタリングオフィサー、タウントゥン氏は「沿岸漁業組合はラカイン州チェインダリー

郡区でも設立されており、順調に運営されている。漁師の収入向上や、魚の保護など利点がたくさん

ある。タイェッチャウン郡区はチェインダリー郡区よりも漁業エリアが広く、運営が上手くいけば大きな

メリットとなるだろう」と話した。 

（10 月 15 日発行/7Day Daily 上の記事を再編集） 
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【社会】国営造船所、大型船を製造へ 

 

 ミャンマー国営造船所は、全長 60.9 メートルの船を作る計画を明らかにした。運輸・通信省傘下社

である同社は、主に船の修理作業を行っており、年間 18 隻以上の船の修理を行っている。 

 

 同社は 1970 年に設立され、2013 年度から連邦予算を使用しない国営企業となった。2015 年 10

月にはベトナムのドンアー造船工業と合弁会社ミャンマー・シップヤード・AMECC を設立し、造船及

び鉄道橋の建設を担当している。 

（10 月 12 日発行/The Daily Eleven 上の記事を再編集） 

 

 

【交通】ミャンマーナショナル航空、年間利用客 170 万人超 

 

 国内線 28 便とシンガポール、バンコク、チェンマイ、香港、成都市、ブッダガヤとの国際便を運航し

ている国営のミャンマーナショナル航空は、2018 年の利用客が約 17 万人に達したことを明らかにし

た。 

 

 運輸・通信省のタンシンマウン連邦大臣によると、同航空の利用客数は 2016年に104万1,981人、

2017 年に 145 万 9,882 人、2018 年に 170 万 9,715 人であった。2018 年 10 月に同社は ATR 機修

理工場を開設するため、欧州航空安全機関（EASA）の証明書を取得。ATR72-600 型６機を購入し、

大規模な修理は国内で実施している。飛行機１機あたりの修理費は 10 万米ドル（＝約 1,083 万円）

程度まで安くなったという。 

 

 現在、同航空は飛行機 11 機を所有している。 

（10 月 10 日発行/The Daily Eleven 上の記事を再編集） 
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【農業】国際農林水産業研究センター、コメの適正品種を調査へ 

 

 日本の国際農林水産業研究センター（JIRCAS）は、ミャンマーの農村地域において、コメの適正品

種に関する調査を行う。 

 

 JIRCAS は、本調査プロジェクトに関する覚書を農業・畜産・灌漑省と締結。現在は調査の詳細に

ついて協議が行われている。それぞれの地域に合った品種を選定し、また、より栄養価の高い品種

を提案できるようにするという。 

 

 10月第２週にも JIRCAS 生物資源・利用領域の主任研究員らが来緬。調査実施に向けて具体的な

意見交換をしたほか、同省が管理する種苗センターや冷蔵・貯蔵庫、品質検査室などを視察した。 

（10 月 16 日発行/The Voice 上の記事を再編集） 

 

 

【農業】国内の米価格、９カ月で 20％上昇 

 

 国内の米の価格が、９カ月間で 20％上昇している。 

 

 ミャンマー・コメ連盟（MRF)によると、国内で販売されている米を高価格帯と低価格帯に分けた場

合、高価格帯の米の価格が今年１～９月までの９カ月間で急上昇。今年１月は１袋あたり４万 8,000

チャット（＝約 3,400 円）だったが、９月には６万 2,000～６万 7,000 チャット（＝約 4,400～4,700 円）と

なった。 

 

 一方で、輸出もされている低価格帯の米は値段が下がり続けている。中国への輸出が大幅に減少

したことが影響し、国内の在庫が多くなっているためだ。輸出量回復の見通しは立っておらず、国境

の事業者らに打撃となっている。 

（10 月 15 日発行/7Day Daily 上の記事を再編集） 
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【農業】農業機械開発へ、チェコ大使と会談 

 

 農業機械の開発に向け、10 月にチェコ共和国の駐ミャンマー大使ヤロスラブ・ドレック氏と経済・貿

易省のタンミン大臣が会談した。 

 

 会談では、２カ国の交流と貿易発展、経済協力、農業の発展、農業機械の製造などについて話し

合われた。また、同省は食品製造、繊維業、サービス業、肥料、セメント製造などに関して、インドネ

シアとも会談を行った。 

 

 農業分野における現在までの投資額は４億米ドル（＝約 435 億円）以上に達した。 

（10 月 13 日発行/The Daily Eleven 上の記事を再編集） 

 

 

 

【インフラ】発電計画４事業、香港企業が落札 

 

 香港を拠点にする V-power は 10 月 11 日、ミャンマー政府の乾季における停電を防ぐ為に実施す

る発電計画５事業のうち４事業を落札したと明らかにした。 

 

 同４事業は、チャオピューで液化天然ガスによる発電事業３件とチュンジャウンで天然ガスによる発

電事業１件で、合計 920 メガワットの発電を目指して、ミャンマー政府が 2019 年 6 月に入札を公示し

た。 

 

 現在、V-power はミンジャンで 90 メガワットの天然ガス発電所の５年間の運営許可を得ている。 

 

 ミャンマーでは、今年 3,140 メガワット以上の電力が消費されていて、2020 年には更に電力消費量

が 688 メガワット増加すると予想されている。 

（10 月 15 日発行/7 Day Daily 上の記事を再編集） 
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【インフラ】電力分野にフィリピン参入へ

フィリピンの AC インフラストラクチャー・ホールディングスは、農村部への電力供給や小規模発電を

行っているヨマ・マイクロ・エネルギー社に投資する。 

 ヨマ・ストラテジック・ホールディングは、10 月 14 日に電力発電分野に少なくとも 3,000 万米ドル（＝

約 32 億 6,000 万円）の投資を受ける契約をしたと発表した。 

 世界銀行は、ミャンマーの消費電力は毎年 11％増加し、全世帯への電力供給するために毎年 20

億ドル（＝約 2,174 億円）投資する必要があると予想している。政府は、国内の電力不足のうち５％を

太陽光発電で賄うことを計画している。 

（10 月 15 日発行/7Day Daily 上の記事を再編集） 

【観光】「Yangon Then & Now Hotel Expo」開催へ

ヤンゴン市近郊の隠れた観光地の魅力を発掘するため「Yangon Then & Now Hotel Expo」が 10 月

18 日から 20 日までタケタ郡区のフォーチュンプラザで開催される。同展示会を Fill in 社が主催し、

ヤンゴン管区ホテル・観光省とヤンゴン市遺産保護団体が協賛する。 

 ヤンゴン市を訪れる国内外の観光客に向けて 250 のブースでヤンゴン市の歴史的建築物や遺跡、

現代のヤンゴン市街を感じられるよう展示するという。ミャンマーの特産物を展示販売する「Fair Trade 

Local Market」も開かれる。

 また、大手財閥サージパンのテインウェー氏やヤンゴン市遺産保護団体の代表者が、ホテル・観光

業発展のために講演会も行う。 

（10 月 16 日発行/7Day News 上の記事を再編集） 

【観光】今年度の外国人観光客数、前年度より 44 万人以上増加 

 労働・入国管理・人口省から、2018 年 10 月から 2019 年９月にかけて国際空港、国境から入国した

外国人観光客数が 121 万 8,891 人に達し、前年同期と比べて 44 万 2,843 人増加したことが分かっ

た。 
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 ヤンゴン国際空港、マンダレー国際空港、ネピドー国際空港、港、国境から観光ビザ、ビジスビザ

で入国した外国人観光客数は、2018 年 10 月は７万 3,652 人、11 月は９万 8,980 人、12 月は 10 万

2,012人、2019年１月は 11万1,819人、２月は 12万,4094人、３月は 11万9,625人、４月は９万3,996

人、５月は８万 9,533 人、６月は８万 7,593 人、７月は 10 万 2,080 人、８月は 11 万 727 人、９月は 10

万 4,785 人だった。 

 

 同省は、オーストラリア、イタリア、スペイン、ドイツ、ロシア、スイスのパスポートを所有している観光

客に対し、ヤンゴン市、マンダレー市、ネピドー市の国際空港から入国する場合、申請には50米ドル

（＝約 5,500 円）支払う必要があり、30 日間の滞在許可が取得できるようになる。現在、アライバルビ

ザを認可した国は 55 カ国、３年間で 40 万人が利用し、ビザ料金として 1,927 万ドル（＝約 21 億円）

以上取得できたという。 

（10 月 15 日発行/The Daily Eleven 上の記事を再編集） 
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