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序 文
私は 20 年以上前にミャンマーを訪れましたが、今でも人々の温かさや自然環
境の美しさをとてもよく覚えています。抑圧的な軍事政権にも拘わらず、私が出
会った方々は私を温かく迎え入れ、決して忘れることのできない心の広さを示し
てくれました。最近ミャンマーを訪れた際、人々のこうした性格が変わることなく
存在し、その上、近年顕著になってきた急速な変革を受けて、新たな熱気に包
まれていました。
しかしながら、変革は当然成し遂げられるものではなく、これから現代的かつ
活気に満ちた経済を創造し、過去の血にまみれた傷を癒すためには、大変多く
のことをしなくてはなりません。ミャンマーの人々が見せてくれている楽観論は、
全てのステークホルダーが一致して、この変革が継続し、かつ持続的発展の大
原則を遵守して進めようという覚悟が伴わけなればなりません。少なからずとも、民間セクターは担うべき
重要な役割があります。
ミャンマーが比較的開発途上であったため、生物の多様性が保持された一方、それは大規模な貧困、と
りわけ農村地帯での貧困を生み出しました。それゆえ、経済的成長は重要ですが、ミャンマーの自然環境
を保全する必要性とバランスをとりながら行う必要があります。もし我々が持続的発展の目標を達成しよう
とするならば、ミャンマーに素晴らしい市場機会を見込んでいる企業（実際そうした機会はたくさんあります）
は、責任あるかつ全ての人々に恩恵を与える包括的な方法で投資する必要があります。
CSR アジアは、ビジネス社会が国の発展のために重要な役割を果たしているという信念があります。企
業は富を創造し、雇用を生み出し、技術移転を行い、そして国の社会及び環境資本を保護しながら、利益
を得るビジネスをすべきです。
かつてないほど、ミャンマーは新たな投資を必要としています。とりわけ、ミャンマーがアジアの経済を牽
引する国の一つとなるように、その経済を軌道に戻すことができる高品質で責任ある投資を必要としていま
す。ミャンマーではなすべきことがたくさんありますが、ビジネスを展開する上での本当のリスク及び機会を
きちんと理解するまでは、急いで参入しないのが賢いビジネスといえましょう。しかしビジネス戦略を通じて
ビジネスに価値を付加するように十分検討すれば、人も環境も真に持続可能となることができます。
この発行物において、我々は 2013 年初めから始まったステークホルダー・エンゲージメントの過程を通
じて、ミャンマーの現在の状況及びこれからの見通しについて分析します。リスク及び機会を分析するモデ
ルを紹介し、インクルーシブ・ビジネス・モデルを策定するための助言を与え、責任あるインクルーシブ・ビジ
ネスの戦略的なアプローチを策定する大切さについて述べます。
我々はあらゆるコメントや評価を歓迎しますが、この報告書が、ミャンマーで事業を遂行している企業、ま
たはこれから進出する企業にとって、この大切な国の持続的な発展に貢献する一助となることを願います。

CSR アジア会長
リチャード・ウェルフォード
rwelford@csr-asia.com
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要旨
ミャンマーでは国を不安定にしていた軍事政権による抑圧が過ぎ去り、現在、総合的な改革と民主化がすすめられ
ている。ミャンマーの潜在能力は広く認められているが、民政移管中の国でビジネスを行うのはとても挑戦的なことで
ある。国の経済発展に貢献するために成長と投資は欠かせないが、企業は、成長が全ての人々のためになることを
確実にし、かつ持続可能な発展を促進させるために、責任あるかつ包括的な方法で行動することが求められている。

調査報告
ステークホルダー・エンゲージメントで、企業の社会的責任（CSR）と持続可能性が問われるのは①政府・政治・法
律および規則、②公共サービスと社会、③企業活動、④環境 4 つの分野である。今日に至るまで、企業の CSR はミャ
ンマーで広く流布している仏教の信念やお布施の文化により、主に慈善的な意味合いで理解されてきた。

CSR のための枠組み
本報告書は企業がミャンマーで事業を行うための責任あるインクルーシブ・ビジネス戦略を定義づけるための枠組
みを策定した。それは企業がどのように評判リスクや、金融及び法務リスクから組織を守ることができるかについて助
言を与え、国の持続可能な発展に貢献するものである。モデルは以下の 3 つの構成要素からなる。
１．責任：ミャンマーの概要分析及び企業による国の将来の発展への貢献
２．全ての人々を含めた包括性：貧困を削減するために、低収入層を企業活動やバリューチェーンに組み込む
３．戦略：責任と包括性を促進するための総合的な戦略の策定

責任
責任ある企業がミャンマーの発展に貢献できるという基本的なアプローチに基づいて、ビジネスチャンスを提供する
6 つの資本を評価する。それらは経済、政治、法、技術、社会及び環境資本である。
非常に高い国内総生産（GDP） の成長率、戦略的な要所、期待できる将来の見通しなど、ミャンマーの経済
資本が、この国を将来有望な新しい市場としている。しかしながら、インフラの未整備、現地のパートナーを
見つける困難さ、さまざまな競争劣位性など、企業にとってリスクと課題もある。

$

民政移管中の政府は総合的な改革を行うことを約束しているが、国の政治資本には主要な弱点が存在す
る。それらは、賄賂や汚職に関わる課題、脆弱な組織、民族紛争、未発達な公共サービスである。これらは
企業活動に多大なリスクと課題を課している。
ミャンマーは野心的な法改革を進めているが、法資本が脆弱である。法律及び司法制度があまり発達して
いないこと、法の解釈があいまいであることから、法の確実性を提供し損ねている。
ミャンマーの技術資本は外国からの技術の輸入及びノウハウの移転に頼っている。技術的に不利な立場
や低い生産性に苦しんでいるが、高価な調査や開発努力を避け、また最高水準のクリーン技術を実行する
可能性がかなり大きい。
社会資本として市民の互酬性及び社会一体性が強いという側面があげられる。しかしミャンマーは人権や
差別を取り巻く主要な課題があり、とりわけ少数民族グループやその他の社会的弱者グループへの差別
が問題である。
ミャンマーは天然資源が豊富で、生物多様性に富み、肥沃な農業用地として知られている。環境を保全し
ながらコミュニティに投資する所得創出活動は将来有望であるが、天然資源の搾取、生態系の破壊、そし
て生物多様性の喪失により、環境資本が脅かされている。
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包括性
インクルーシブ・ビジネスは低所得者層を企業のバリューチェーンに組み入れ、ビジネスとして成立可能にし、かつ
規模を拡大できる方法である。それはミャンマーにおける貧困削減を主眼とし、経済構造の底辺層（BOP 層）に商品、
サービス、及び生計の機会を与えるものである。本報告書は低所得者層を含める 3 つの方法について概要を示して
いる。
新たな雇用創出及び人材育成
新たな消費者市場及び流通ネットワーク
バリューチェーンに沿ったビジネス・リンケージ
インクルーシブ・ビジネスの機会はとりわけ、農業、観光、金融産業で将来有望である。

・

農業はミャンマーにおいて最も重要な産業であり、国内総生産（GDP）の 36％を占める。最も影響を受けている
人々が農村地帯に住んでいるため、貧困に取り組むうえでは有望なセクターである。
自然の美しさ、そして多様性がこの国の売りである。それを一目見ようと、人々が訪問する新たな機会を探してい

・

るため、ミャンマーで観光がブームになろうとしている。エコ・ツーリズムや、ホームステイ宿泊、及びコミュニティ
単位での観光サービスに重点を置いた全ての人々を含めた包括的な観光産業を創造する素晴らしい機会が生
じる。
低所得者層世帯や小規模ビジネスが金融サービス、銀行またはマイクロ・ファイナンスにアクセスすることで、公

・

正かつ全ての人々に恩恵を与える包括的な成長が加速される。新たな製品やサービス、例えば保険、少額ロー
ン、貯金、クレジット、送金、及び携帯電話によるモバイル・バンキングなどがミャンマーでは必要とされている。

戦略
戦略的に責任と包括性をビジネスの目標と並べることが、効果的なリスクマネジメントを行う上で極めて重要である。
責任あるインクルーシブ・ビジネス戦略を策定するために、組織は正当な注意を払い、デュー・デリジェンス（正当な注
意義務）を行い、また、ミャンマーのビジネス環境を評価する必要がある。その際、ミャンマーの歴史、民族多様性、地
域の差異、権力構造、進行中の開発、賄賂と汚職の問題などを考慮する。
特定の産業や場所、自然環境、コミュニティ、または労働権及び人権に関係するリスクを分析する必要がある。正
当なステークホルダーの代表及び少数民族や立場が弱いグループとステークホルダー・エンゲージメントを進めること
で、お互いの信頼を醸成する。以下の内容を含む行動計画を策定しなければならない：企業の CSR 方針と手順の定
義、戦略、資源の配置、パフォーマンスの監視及び測定、企業活動や関連するコミュニケーション戦略の見直しなど。
戦略策定のチェックリストは、チェックする過程で組織を導き、また責任あるインクルーシブ・ビジネス戦略を確立する
ことに資する。

推奨
本報告書は企業がミャンマーに進出し、責任をあるインクルーシブな方法で企業活動を行うためのガイダ
ンスを提供し、以下を推奨する
・基本に従う-透明性や説明責任を保ち、企業の CSR 方針や手順を整備しビジネス環境を理解する
・ステークホルダー・エンゲージメント-企業にとっての重要なステークホルダーを特定し、彼らの期待を把握する
・不充分な法規制の枠組み-何が起きているか知り、法的アドバイスを受け、政府や他の重要な機関と関わる
・リスクと責任の両方を考慮-慌てて参入しない。事業計画を作成し、本書の 6 つの資本にどう貢献できるか検討する
・新たなインクルーシブ・ビジネス・モデルを創造する：インクルーシブ・ビジネスの機会を特定し、共に創ることをめざし、
長期的にコミットし、パートナーシップを模索し、そして期待に応える
企業は困難な環境に置かれているが、ミャンマーにおいて責任ある、全ての人々に恩恵を与える包括的な発展を
支援しながら、かつ利益をもたらすビジネスチャンスを得る方法で投資や事業を行うことは可能である
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序文

本報告書は誰のためか

ミャンマーは国際的な対話や、経済的、政治的及び
社会的発展から取り残された、世界で最後の国の一つ
である。数十年にわたる軍事政権はそれまで繁栄して
いた経済を破壊し、ミャンマーをアジアの中で最貧国の
一つにした。国民の多くにとっては、1960 年代初頭から
時が止まったままである。
自由を求めて何年ももがき、ようやく政府は平和と民
主化のためのプロセスを開始し、国と世界を再び結びつ
けた。これらの努力により、ついにミャンマーで責任ある
インクルーシブ・ビジネス発展の重要な話ができるように
なったのである。
もし改革路線が継続し、現在の路線を維持すれば、
経済は年間 7-8%で成長し、一人当たりの国民所得は
2030 年1までに 3 倍になるであろう。国とビジネス両方に
とって素晴らしい機会が生じる。

なぜ本報告書を執筆したのか
効果的な持続可能な発展を促進するためにはビジネ
スの関与が欠かせないが、ミャンマーのような民主化移
管中の国での事業は困難を伴い、企業にとって金融、
法務及び評判リスクを伴う。今のところ、ミャンマーのよ
うな国で投資や事業を行うためのビジネスプランに対す
るガイダンスや実用的な推奨は限られている。しかしな
がら、国の発展に貢献し、経済全体の包括的な成長を
促進するために、責任あるビジネスはとても必要とされ
ている。必需品やサービスの提供とともに、雇用を創出
し人材能力を開発する事業が求められている。責任あ
るビジネスや新しい対内投資は、良い方向に転換する
力となりうるが、開発は全ての国民に恩恵を与えなくて
はならない。
ミャンマーの歴史や急速に変化する環境の比較的未
発達な部分が、ビジネスに大きなリスクと課題を課して
いる。しかしこの国は民主国家となり、またアジアの中で
も豊かな経済国になり、重要な開発問題に取り組める
可能性を秘めている。だが、ベトナムやカンボジアなど
資源が豊かな国の経験から、急速な経済成長を伴う開
発プロセスは社会や環境が深刻な不利益を被ることを
示している。責任あるインクルーシブ・ビジネスを行うこ
とにより、これら不利益を軽減することができる。

責任あるインクルーシブ・ビジネス・モデルは、ミャン
マーにおける持続可能な発展に貢献する機会を提供す
るが、企業活動は戦略的に企業目標に沿ったものでな
ければならない。
本報告書は責任ある企業活動により、利益を創出す
ること、また同時にミャンマーの開発ニーズに応え持続
可能性の課題を解決することに取り組む企業のために
執筆されている。

何を達成したいのか
本報告書はミャンマーにおいて企業が責任あるインク
ルーシブ・ビジネス戦略を確立できるよう、ガイダンスを
提供する。ミャンマーの現在の状況と、国の発展を加速
させるビジネス戦略をリンクさせるものであり、本報告書
を読めば、ミャンマーにおいて企業リスクを軽減し、持続
可能性に資する方法で事業を行う適切なビジネスプラン
を策定することができる。
「機会を求めて人々がミャンマーに群がっている。
我々はそれを”4-L’s”と呼ぶ：
彼らは見て（Looking）、話を聞き（Listening）,
学び（Learning）そして去る（Leaving）
―これが変わることを願っている」
ダウ・キン・キン・ネ
ミャンマー連邦商工会議所連盟共同会頭

なぜ本報告書は他と異なるか
本報告書はミャンマーに関する他の刊行物とは異な
り、現地の情報、知識及び経験からの調査に基づいた
ものである。ミャンマーで持続可能な方法で事業を行う
ことに関するステークホルダーの幅広い経験や意見が、
企業が直面する困難や開発の機会を理解することに役
立っている。これが実用的な推奨及び責任あるインクル
ーシブ・ビジネスに対するアプローチの土台となっている。

1

Asian Development Bank, “Fast Facts – Myanmar in
Transition: Opportunities and Challenges, August 2012,” ADB,
http://www.adb.org/sites/default/files/news/ Fast-FactsMyanmar- final.pdf (accessed January 9, 2013)
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調査インタビューは主に以下の分野に焦点を当てた
1. ミャンマーで事業を行う際の重要な CSR や持続可能
性の課題
2. 海外投資
3. ミャンマーにおける民間セクターの役割

概要
本報告書では調査で強調された企業にとっての課題
を概観し、企業が投資や事業の決断を行う際に参考に
なる責任あるインクルーシブ・ビジネスのモデルを示す。
それは 3 つの分野からなり、以下のステージで企業を
導き、支援する。
・責任
責任ある企業活動にとって優先的な領域を特定する
・包括性
インクルーシブ・ビジネスの機会を特定する
・戦略
責任あるインクルーシブ・ビジネスの戦略を開発する

1.

責任あるビジネス

責任あるビジネスに関する報告のセクションでは、ミャ
ンマーで企業が直面している主要な持続可能性の課題
について分析を行う。現在の開発の段階及び 6 つの
「資本」の将来的な発展の可能性が分析されている。こ
の分析に基づいて実際のビジネスのリスク及び機会に
ついて概要を述べる。
このミャンマーの総合的な分析は、企業がミャンマー
の資本に積極的に貢献し、持続可能な発展をする機会
を特定するための示唆を提供する。
2.

インクルーシブ・ビジネス

インクルーシブ・ビジネスに関するセクションでは、ど
のように低所得者層を企業活動やバリューチェーンに組
み込むことができるかを説明する。貧しいコミュニティや
社会的弱者グループを企業活動に組み込むことは、あ
る意味、企業にとって課題となるが、ミャンマーの成長は
全ての人に恩恵を与えなくてはならない。
数多くの機会について概要が述べられ、3 つの産業が
詳細に検討されている。
3.

戦略

本報告書の 3 つ目のセクションは、組織が責任ある
インクルーシブ・ビジネスの戦略を発展させるために役
立つ。主要な領域や取組みを示し、責任あるインクルー
シブ・ビジネス及び将来の成功のために欠かせない長
期的な目標を概説している。

RESPONSIBILITY
INCLUSIVITY

STRATEGY
Legal
Capital

Employees

Customers

Social
Capital

Business

Linkages
Figure 1: Responsible and
Inclusive Business Model

Environmental
Capital

Political
Capital

$
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調査結果
ステークホルダーとのやり取りから、ミャンマーにおけ
る CSR は主にフィランソロピーとして理解されていること
がわかる。ミャンマー以外の国では CSR と言えば、一般
にはフィランソロピーを排除はしないが、CSR 活動及び
現地で影響を与えるビジネス事例により焦点を当ててい
る。
CSR の理解が不足しており、研修やコンサルティング
活動を通じて、CSR の重要性の理解を高めなくてはなら
ない。

ミャンマーでなぜ寄付が大切か
１．ミャンマー国民の大多数は仏教徒であり、生まれ変
わりの概念を信じている。お金や物、またはサービスを
寄付することは道徳的に行動し、功徳を積む方法であり、
よって生まれ変わったときによい影響があると考えられ
ている。
２．ミャンマーは価値に基づいた社会で、人々は自然に
自ら分かち合う。それゆえ寄付文化が非常に発展して
いる。
３．CSR の概念は比較的新しく、ミャンマーのビジネス社
会ではまだあまり根付いていない。CSR が流行りの概
念で、正しいことだと理解されているが、その戦略的パ
ートナーシップの重要性はほとんど理解されていない。
© C. Oehler, 2013

主要な持続可能性の課題は何か
ステークホルダー・エンゲージメントにより判明したミャンマー
における主要な CSR の課題は以下のとおりである

1.

2.

政府、政治、法制
・不明瞭な規制環境
・官僚社会や未発達の組織
・ガバナンス
・紛争及び紛争後の状況
・賄賂、汚職
・労働基準、公正かつ適切な仕事
・土地の権利及や土地所有制度

公共サービスと社会
・未発達の教育セクター
・未発達の保健セクター
・インフラの未整備
・社会的弱者グループ及び不平等
・少数民族グループ
・貧困の蔓延

3. 企業活動
・人材能力の差異
・乏しい CSR の認識と理解
・信頼できる現地パートナーの特定が困難
・全ての企業が市場にアクセスできる
・国の発展に肯定的な影響を与える
4. 環境
・自然災害と気候変動に対する脆弱性
・環境劣化
・生物多様性の喪失

CSR Asia I INTRODUCTION 7
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ミャンマーの背景

政治的発展4

ミャンマーは長年孤立し、国家経営に誤り、汚職と縁
故主義が広がっていたため、世界で最も貧しく、最も低
開発の国の一つとなった。ミャンマーに関する正確な統
計は見つけるのが難しく、ほとんどが推定に基づいたも
ので、それも情報源により大きく異なる。ミャンマーの概
況はこの国の現在の状況をまとめたものである。

ミャンマーは 1886 年にイギリスにより支配され、英領
インド帝国に併合された。ミャンマーは 1937 年にイギリ
ス連邦内の自治領となり、1948 年に完全な独立を果た
した。

ミャンマー概況2


位置
バングラデシュ、インド、中国、ラオス、タイに
囲まれている



領域

・ 軍事政権
1962 年のネ・ウィン将軍による軍のクーデターの後、
ミャンマーは国軍による社会主義政策をとり、孤立した
数十年を過ごす。ネ・ウィンは 1988 年に起きた学生によ
る革命と増幅する市民の不安により退陣することになる。
しかしながら、軍事政権は数か月内に革命を鎮圧し、い
かなる形の抗議も容赦なく阻止され、戒厳令が施行され
た。

石油、木材、スズ、アンチモン、亜鉛、銅、鉛、
石炭、タングステン、大理石、石灰岩、
宝石用原石、天然ガス、水力発電

1990 年の選挙
初めての複数政党による選挙が 1990 年に実施され
た。結果は反政権の国民民主連盟（NLD）が大勝利した。
しかしながら権力は引き渡されなかった。ノーベル平和
賞受賞者であり、政治的抗議の象徴であり、また NLD
党首のアウン・サン・スーチー女史は、ほぼ 20 年にわた
り自宅で軟禁状態に置かれ、2010 年にようやく解放さ
れた。

自然災害

・

・

– 領土 653,508 平方キロメートル
– 領海 23,070 平方キロメートル




天然資源

–
–
–



地震とサイクロン
洪水と地すべり
定期的な干ばつ

人口
5460 万人から 6060 万人3の間と推定される



民族構成
ビルマ族 68%、シャン族 9%、カレン族 7%、ラキネ
族 4%、中国系 3%、モン族 2%、インド系 2%、その
他 5%



宗教
仏教 89%、キリスト教 4%、イスラム教 4%、 アニミ
ズム 1%、その他 2%

サフラン革命
2007 年に政府による燃料油の補助金が打ち切られ
た結果、ガソリンやその他の燃料価格が 100－500％も
引き上げられ、食料品やその他必需品の価格に甚大な
影響を与えた。何千人もの僧侶や市民がヤンゴン市内
で抗議し、サフラン革命と呼ばれるようになった。軍事政
権は暴力的にデモを鎮圧し、その結果何千人もの負傷
者及び死者が続出し、また刑務所に収容され、拷問を
受けたものもいた。国際社会は遺憾の意を表明し、武器
禁輸や貿易制限など更なる制裁を発動した。
・ 2010 年の選挙以降
連邦団結発展党(USDP)は 2010 年 11 月の選挙で
議席の 75％を獲得した。テイン・セインは 2011 年に大
統領に選ばれ、議会の大多数は退役軍人で占められ
た。
新政権は例えば、報道の検閲解除、政治犯の釈放
など政治的、経済的改革に着手し、ミャンマーを再び国
際社会とつなげている。NLD は政党として登録され、
2012 年 4 月より野党として議会に参加している。

4
2

Ibid.
3
Asian Development Bank, Myanmar in Transition:
Opportunities and Challenges, Philippines: ADB, 2012.

“2013 World Factbook: Burma, “Washington: Central
Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/bm.html#top (accessed
January 5, 2013).
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人権侵害

人間開発

軍事政権は長期に渡り、ミャンマーを国際社会との対
話から封鎖し、近隣諸国が体質的に確立され経済的に
発展している間に、さまざまな人権侵害を行ってきた。
蔓延した強制労働、強制的に何千人もの子どもの兵
士としての動員、性的搾取の蔓延、法廷外の死刑、拷
問、百万人以上の強制立ち退きなど、人権侵害は軍事
政権の間、絶えず報告されていた5。
人権侵害は今も継続してミャンマーの問題となってい
る。全ての 14 州及び地域において、人権侵害が存在す
る。強制労働、拷問、非人道的かつ屈辱的な扱い、恣意
的かつ汚職にまみれた徴税や強奪が継続している6。

ミャンマーの人間開発指数(HDI) 9 は近隣諸国に比べ
低いが、近年その差は縮まってきている。ミャンマーは
2011 年に 0.483 になったが、東アジアや太平洋地域の
平均 0.671 に比べるとまだかなり低い 10。寿命は 2005
年11から 2011 年の間に男性は 7.7 歳延び、57.5 歳、女
性は 2.1 歳延び、63.1 歳になった。
アジア開発銀行によると、貧困ライン以下で暮らす人
は 2005 年の 32.1％から 2010 年12の 25.6％に減少した。
それにもかかわらず、安全な飲料水及び衛生にアクセ
スがある人口は 2010 年にそれぞれ 6.8％と 11.7％に減
少した13。
貧困は都市部と農村地帯で不均等に広まっている。
貧困の 85％が農村地帯にあり、州や地域間での不均
衡は高いところでチン州の 73％、低いところでシャン州
の 11％となっている14。消費格差（富裕層 20％と貧困層
20％の差）は 8％に減少したが、2005 年から見ると貧困
層に転落した世帯数（16.5％）が、貧困より抜け出した世
帯数（11.3％）を上回っている15。

多様な社会
ミャンマーには公式に 135 の民族が登録されている
が7、政府によって認められていない少数民族もある。
民族紛争はミャンマーの多様な社会に深く根付いて
いる。人権侵害は軍によって行われただけではなく、現
在も民族グループ間の問題として存在する。仏教徒とイ
スラム教徒間で現在争われている紛争は暴動に発展し、
たくさんの負傷者と死者が出る結果となった。
多くの民族グループが過去の紛争で国内避難民とな
り、2012 年には合計 40 万人8が国内避難民となった。
2013 年 1 月、政府は全ての少数民族との停戦合意に
署名し、全国規模で和平協議を始め、恒久の平和を約
束したが、民族紛争は終結には程遠く、和解プロセスは
始まったばかりである。

9
5

International Coalition for the Responsibility to Protect, “Crises: The
Crisis in Burma”, ICRtoP, http://responsibilitytoprotect.org/
index.php/crises/crisis-in-burma (accessed 22.01.2013).
6
Network for Human Rights Documentation – Burma, “Report on the
Human Rights Situation in Burma,” ND-Burma, http://www.ndburma.org/reports/item/105-report-on-the-human-rights-situation-inburma.html (accessed 12.03.2013).
7
“2013 World Factbook: Burma,” World Wide Web.
8
The Border Consortium, “Displacement and Poverty in South East
Burma/Myanmar”, TBC, http://www.tbbc.org/ idps/idps.htm (accessed
25.04.2013).

国連の人間開発指数は人間の開発の達成度を 3 つの側面から測る
指標である：寿命及び健康、知識、生活水準の質
10
United Nations Development Programme, Human Development
Report 2011 (New York: UNDP, 2011).
11
United Nations Development Programme, Human Development
Report 2005 (New York: UNDP, 2005).
12
Asian Development Bank, Myanmar in Transition: Opportunities and
Challenges, August 2012 (Philippines: ADB, 2012).
13
Ibid.
14
MNPED et al., Integrated Household Living Conditions Survey:
Poverty Profile, 2009-2010, June 2011 (Yangon: MNPED et al.).
15
Ibid.
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2

6 つの資本

責任あるビジネス

持続可能な発展と CSR
企業の社会的責任(CSR)は本質的に民間セクターの
持続可能な発展への貢献である。それは多岐にわたる
概念で、企業は自社のバリューチェーンの全てにおいて、
経済的、社会的及び環境的パフォーマンスを考える必
要がある。
1.

CSR の目標は持続可能な発展に貢献することであ
る。持続可能な発展とは、現在の世代が、将来世代
の要求を充足する能力を損なうことなく、自分たち
の要求を満たすことである16。持続可能性とは、ある
ものが無期限に維持されることである。しかしながら、

2.

企業がミャンマーに進出し、責任あるインクルーシブ・
ビジネス戦略を発展させるためには、この国の現存する
制度及び急速に変化する環境を考慮しなければならな
い。
ミャンマーを含め、全ての国が資本を持っている。ここ
では経済、政治、法律、技術、社会、環境資本に分けて
取り上げる。責任ある企業は企業活動を通じて、ミャン
マーの資本の発展に貢献するであろう。

$
Economical
Capital

政治資本

今日の経済は持続可能ではない。天然資源は枯渇
し、地球の物理システムは、人間の生活、生態系そ
して将来の資源の可能性を深刻に脅かすほどに破
壊されている。

Political
Capital

CSR は戦略的な理念で、2 つの側面がある。企業
が責任ある方法でいかに利益を生み出すか、また

Legal
Capital

経済活動を通じて、ステークホルダーにいかに利益
を提供するか。CSR は法令の遵守という域を超え
て、企業が経済、社会（とコミュニティ）及び自然環
境に与える影響をどのように管理するかという問題
である。それは従業員、顧客、競合企業、バリュー
チェーン、コミュニティ及び政府など、企業活動が影
響を及ぼす範囲におけるステークホルダーとの関
係も含む17。

経済資本

法資本

技術資本

Technological
Capital

社会資本

Social
Capital

環境資本

Environmental
Capital
図 2: 6 つの資本
16

Brundtland Commission, Our Common Future – The World
Commission on Environment and Development (Oxford: Oxford
University Press, 1987).
17

The President and Fellows of Harvard University, “The Initiative:
Defining Corporate Social Responsibility”, Harvard University,
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/init_define.html (accessed
25.04.2013).
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$$

Economical
Economical
Capital
Capital

Political
Political
Capital
Capital

Legal
Legal
Capital
Capital

経済資本
数十年に及ぶ軍事政権、誤った管理、国際社会か
らの孤立により、ミャンマーは近隣の中国やタイのよ
うにダイナミックな経済成長のペースについていくこと
ができなかった。一人当たりの国民所得は 1960 年代
に東南アジア諸国の中で最も高いほうであったが、そ
の後は転落の道をたどった。

現況






高い GDP 成長率
戦略上重要な立地
経済制裁の解除
インフラの未整備
現地パートナー特定の困難

Technological
Technological
Capital
Capital

Social
Social
Capital
Capital

Environmental
Environmental
Capital
Capital

南北及び東西アジアの架け橋となることから、ミャ
ンマーは稀な戦略上重要な場所に位置する。経済が
急成長しているインドと中国と国境を接し、世界人口
の 40％と隣り合わせている。近隣諸国との交通網が
整備されれば、この国は将来、地域の生産や物流の
最も重要なハブ拠点の一つとなるであろう。
2012 年初め、アメリカ合衆国、オーストラリア、及
び欧州連合（EU）はミャンマーの和平と発展への努力
を認め、経済制裁を緩和し、解除した。ミャンマーが
アメリカ合衆国や EU と再び貿易できる機会を得て、
ビジネスチャンスが広がり、ミャンマーの経済を発展
させている。
これまで経済が衰退及び停滞していたため、国全
体のインフラが不十分で未発達

発展する可能性






新しい市場
域内貿易の増加
国際的な持続可能な経済関係の構築
政府歳入の増加
オランダ病18 （自然資源の搾取と製造業の低
下の関係性を表すもの）
 国内企業の競争劣位性
 生産コスト

現況はどのようになっているか
ミャンマーの国内総生産(GDP)成長率は 2009 年
の 5.1％から 2011 年の 5.5％まで上昇した。2012 年
から 13 年の会計年度において、GDP 成長率は 6%、
2013 年から 14 年の会計年度では 6.3％の見通しで
ある19。このような高い GDP 成長率は盛況なビジネス
環境を提供し、将来の経済発展が有望となる。

・ 電力は最大の問題である。電力発電の能力は
高まっているが、国民の 13％20しか電気へのア
クセスがない。
・ 国際物流の効率性指数(LPI)は貿易や輸送イン
フラの質も含んでおり、ミャンマーは 155 か国中
129 位であった。これは近隣諸国（中国 26 位、
タイ 38 位、インド 46 位、ラオス 109 位）21と比べ
てかなり低い。
・ 電気通信セクターは最近革命的な変遷を遂げ
た。SIM カード（subscriber identity module）は
2013 年 4 月に 2 米ドルと設定され、一般庶民に
とって初めて手頃な値段の商品となった。投資
家らは既にライセンス契約を申し込み、インター
ネット及び携帯電話のインフラに 15 億から 20
億米ドル22投資する予定である。

20

18

The Dutch disease describes the relationship between increasing
exploitation of natural resources causing a decline in the
manufacturing sector.
19
Asian Development Bank, “Fast Facts – Myanmar in Transition:
Opportunities and Challenges, August 2012,” World Wide Web.

Asian Development Bank, Myanmar in Transition: Opportunities and
Challenges, August 2012 (Philippines: ADB, 2012).
21
Arvis et al., Connecting to Compete 2012 - Trade Logistics in the
Global Economy, 2012 (Washington DC: The International Bank for
Reconstruction and Development/The World Bank).
22
NewsViews Issue 59, Myanmar’s Political and Economic Changes,
Thura Swiss, April 11, 2013.
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国際組織にとって現地のパートナーを特定し、長期
間の関係を確立するのはとても難しい。なぜなら組
織の構造、所有はしばしば透明性に欠くからである。
とりわけ、政府所有や前軍事政権に関係する組織で
あれば、なおさらである。ミャンマーは関係性に基づ
く社会であり、良好なビジネス関係を持つことは企業
活動を成功させる上で、主要な要素となる。

主要な課題
不完全なインフラの自社への影響を把握する
–
不十分な輸送ネットワーク
–
–

不安定な電気ネットワーク
コミュニケーション・インフラの未整備

現地政府にはたらきかけ、事業地で物質的なインフ
ラに投資する

将来発展の可能性は？
全てのセクターを通じて、新たな市場ができる可能
性が高い。市場の発展により、国内において製品や
サービスが増え、生活の質が改善され、必要とされて
いる雇用機会が増し、経済成長が促進される。
2014 年に東南アジア諸国連合(ASEAN)の議長国
を担うことで、ミャンマーは ASEAN 加盟国との関係を
強化するであろう。ミャンマーはますます増加する地
域間の貿易を活用することができる。2011 年では
ASEAN 全体の貿易のうち、26％を占めた23。
経済制裁がアメリカによって緩和され、EU24は 2013
年 4 月に制裁を解除した。長期的な持続可能な貿易
の関係が、確立できるであろう。
そのうえ、ますます活発化する経済活動や国際貿
易は政府の歳入と税収を押し上げるであろう。それに
より、インフラや保健、教育といった公共財や公共サ
ービスに投資する重要な財源がうまれる。
ミャンマーの国内企業は激しい国際競争を憂慮し
ている。技術的な格差や能力の欠如から、国内ビジ
ネスは国際的な競合企業に比べ、競争劣位性を持っ
ている。さらに、インフラの未整備や、輸送、燃料及び
市場へのアクセスに、より高いコストがかかるため、
国内企業の生産コストが高くなるであろう。

経済関係や法規制について常に情報を得る（継続的
かつ急速に変化している）
現地のビジネスと経済が発展できるように、適切な
技術移転と能力の強化における自社の役割を考え
る
人的交流や現地のパートナーは重要である
–
現地パートナーと関わる時間を見つけ、自社の
人的ネットワークを築く
–

持続可能な発展に貢献できる経済的パートナ
ーシップを創る

資金が目的通りに使われていることを確かめる
 サプライヤーやビジネスパートナーと直接協力
し、仲介人を避ける

© Gusjer, 2005

23

Asian Development Bank, Myanmar in Transition: Opportunities and
Challenges, August 2012 (Philippines: ADB, 2012).
24

BBC News Europe, “EU lifts sanctions against Burma”,
http://www.bbc.co.uk/ news/world-asia-22254493 (accessed
25.04.2013).
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Economical
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Capital
Capital

Political
Political
Capital
Capital

Legal
Legal
Capital
Capital

政治資本
現況







改革プロセスを意思決定する政府
政治の民主化プロセス
脆弱な組織
影響力をもつ軍
賄賂や汚職
民族紛争

発展の可能性








政治的安定と強固な枠組み
持続可能なビジネスの要求事項の確立
新たなパブリックイメージ
国際制裁の再開
国有資産の喪失
未発達の公共サービスセクター
和解プロセスの頓挫

現況はどのようになっているか
ミャンマーの民政移管中の政府の国家元首として
2011 年に就任してから、テイン・セイン大統領は、政
府の改革を断行する強い決意を証明してきている。
現在、法規制が策定中であるが、新しい法律は継続
的に施行されている。
政治の民主化プロセスが急速に進行中で、将来に
わたり継続する可能性がある。これは政府が国際援
助を受け入れ、カンボジアやベトナムなど、他の国で
以前遂行された同様な民主化プロセスから学ぼうと
する姿勢によるところがある。しかしながら、ミャンマ
ーの政治的状況はいまだ安定せず、恒久の平和を手
に入れるために解決しなければならない主要な課題
がある。
格差を埋め、安定した制度を提供するために、マク
ロ経済の方針、ルールや規制が急速なペースで確立
されている。しかしながら組織が脆弱なために、国、
地域、地方において、政策を効果的に導入し、実行で
きていない。効率的な、組織化されたネットワークを
確立するまでに、時間がかかるであろう。

Technological
Technological
Capital
Capital

Social
Social
Capital
Capital

Environmental
Environmental
Capital
Capital

ミャンマーには、いまだ強い軍の影響がある。国会の
全議席の 25％が軍によって占められ、憲法改正を阻
止したり、国会の重要な決定に影響を与えたりするこ
とができる少数派を構成している。軍は憲法によって
保護され、また憲法によると、緊急時に大統領は権
限を軍に委譲しなければならない。
政府は賄賂や汚職を防止すべく努力しているが、
数十年に及ぶ縁故主義や汚職はミャンマーに根強く
残っている。汚職は発展に向けて大きな障害であり、
人権への脅威である。2012 年、ミャンマーはトランス
ペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数
（Corruption Perception Index）にて、176 か国・地域
の中で、172 位であった25。
2013 年初め、全ての少数民族と停戦合意が締結
されたが、民族紛争は解決からは程遠く、国民和解
プロセスの滑り出しは不安定である。国内には政府
に認められていない少数民族がまだ存在し、国内避
難民や民族紛争は最近合意されたばかりの停戦を
脅かしている。
民族多様性に向けての民族和平、平等及び経験
に基づく実証主義が確立されるまでに、長い道のりが
待っている。

25
©

C. Oehler, 2013
Transparency
International, Corruption Perceptions Index 2012, 2012
(Berlin: Transparency International, International Secretariat).
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将来発展の可能性は？
民主化プロセスが現在まま進めば、政府はおそら
く主要な課題を解決することができるであろう。またミ
ャンマーは、長期的な政治的安定性を得て、強固な
方針の枠組みを確立するであろう。それにより、継続
的かつ包括的な発展が促進されるであろう。
政府は持続可能なビジネスの要求事項を政策に
含める権力がある。CSR アジアは、企業が責任ある
インクルーシブ・ビジネス戦略を発展させるように奨
励する。
現在、国際的に注目されているため、ミャンマーは
新たなパブリックイメージを作り出すことができ、名声
あるアジアの経済となることを模索している。
現在の不安定さと将来の発展の不確かさにより、ミ
ャンマーの政治環境にはリスクが潜んでおり、それは
決して過小評価してはならない。もし軍が全権力を掌
握し、かつてのような独裁に戻るようであれば、国際
的な制裁が再び課されるであろう。そうなれば、政治
資本及びビジネス環境にマイナスの影響を与えるで
あろう。
政府は以下の分野で技術、資金調達、専門性を改
善するため民営化プロセスを始めている。製油所と
燃料供給所ネットワーク、翡翠とスズ鉱山の採掘、工
場、農場、学校及び病院などである。これら国有資産
の喪失により、将来的に政府の歳入に影響を及ぼす
可能性がある。
ミャンマーの未発達の公共サービスセクターは、一
般市民と企業にとって大きな課題である。公共サービ
スとは、通常政府によって提供される、道路、保健サ
ービス、教育、警察、消防活動などのさまざまなサー
ビスのことである。
2013 年 4 月、ヒューマン・ライツ・ウォッチ26は、これ
まで処刑や暴力行為の被害にあってきた少数民族で
あるロヒンギャ族の民族浄化に関与しているとして、
政府を非難した。和平交渉が開始されたが、政治プ
ロセスへの少数民族の参加は限られており、さらに
民族紛争が起きれば、和解プロセスは危機に陥るで
あろう。

主要な課題
賄賂と汚職
 ガイドラインを策定し、市民が汚職防止戦略を
理解し、それに沿って行動できるようにする
 他の企業や組織と協力して汚職に関与しない
政治の民主化プロセスを継続する際に、政治組織
が脆弱である
 従業員及び現地コミュニティに保健や福利厚生
を提供する
 専門職の人材育成に投資する
 多様性を奨励し、民族和解を支持する
 ビジネスパートナーや組織との関係を知る
 すべての商取引において、倫理的な対応を提
唱する
 縁故主義を排除し、ビジネス関係やパートナー
シップに対する自社のアプローチを明確化する
民間セクターに社会的責任の要求事項を導入する
政府の取り組みを支持する

26

Human Rights Watch, “News, Burma: End “Ethnic Cleansing” of
Rohingya Muslims”, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/
news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims
(accessed 02.05.2013).
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法資本
現況






法改革のプロセス
法整備のプロセスに対する国際的支援
未発達の法律や司法制度
新法の不明確な解釈
脆弱な法の支配

将来発展の可能性
 総合的な法整備
 持続可能性に求められる事項の導入
 不充分な法規制の恣意的利用

現況はどのようになっているか
ミャンマー政府は、時代遅れとなっている現行の法
規則を見直す法改革プロセスに着手した。急速な法
改革は外国投資を魅了する経済の発展につながる
に違いない。この改革プロセスはさまざまな政府、ビ
ジネスセクター、組合からなる諮問会議を通じて国際
的に支持されている。
しかしながら、法律や司法制度が未発達なため、
全国、地域、地方レベルでの法規制の施行と実行が
阻害されている。ミャンマーのビジネス界や市民社会
はしばしば法規制を解釈し、法に基づいて行動する
能力に欠ける。人権や労働法の観点からいうと、自
分たちを擁護する法律の手順やプロセスをまだ熟知
していない。
2012 年 11 月に署名された新しい直接海外投資
(FDI)法にも当てはまるが、新法の不明確な解釈は大
きな問題である。国際組織や多国籍企業は法の解釈
を注意深く見守っている。FDI 法は詳細に欠け、法の
解釈はミャンマー投資委員会(MIC)が法をどのように
解釈し、履行するかに依拠する27。

27

Ashley Lee, International Financial Review, “Myanmar’s long-awaited
foreign investment law analysed”, IFLR, http://www.iflr.com/Article/

結局のところ、不完全な法制度と未発達の組織の
ため、ミャンマーでは法の支配が脆弱である。責任あ
る企業はミャンマーの法律の要件を超えて、国際的
な行動規範や規制を適用する必要がある。

将来発展の可能性は？
経済的、社会的発展を促しながら、国際規範に沿
った総合的な法律を確立する可能性が十分ある。法
律や司法システムは全国、地域、地方レベルの全て
で履行されなければならない。
ミャンマーで新たな法の基礎が発展すれば、持続
可能性に求められる事項や、環境、人権、保健及び
安全のベストプラクティスを取り入れることができる。
非倫理的な組織はこの不安定な法規制と脆弱な
法の支配を恣意的に利用するかもしれない。企業は
国際規範や法規制に沿って行動すべきである。

主要な課題
法規制が十分に施行及び実行されていない
 自社やビジネスパートナーが法に従って行動
し、規制が十分でない場合は、国際規範や法
規制に確実に従う
 法に従い、責任あるビジネス手法のロールモデ
ルとなる
 自社が有利となるように、不明瞭な法を恣意的
に利用しない
不明瞭な法の場合
 法務アドバイザー、産業組合及び政府機関と
積極的に関わり、法的意義を協議し、共通の法
の理解と解釈を促進させる

3115717/Myanmars-long-awaited-foreign-investment-lawanalysed.html (accessed 05.05.2013).
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将来発展の可能性は？

現況
 外国技術及びノウハウの移転
 研究開発の不足
 低生産性
発展の可能性






Technological
Technological
Capital
Capital

高額な研究開発に投資することなく発展
技術投資に対する見返り
クリーン技術の導入
高い生産性コスト
競争劣位性

現況はどのようになっているか
ミャンマーが経済的に発展するためには、技術効
率を向上させ、新しい生産過程を取り入れ、新しい能
力を開発し、そして国が国際的に競争可能となるた
めの外国の技術及びノウハウが必要であるというこ
とは、周知の事実である。
外国の技術が必要であることは新 FDI 法にも反映
されている。第 4 章は明確に、高い技術の発展と達
成、及び技術交流を行うことは発展の原則であり、第
一義的な目的であると概説している。
ミャンマーは技術開発を含め研究開発活動に積極
的ではない。採掘、農業及び製造業など全てのセクタ
ーで、国は技術の輸入、技術・ノウハウ移転のための
外国投資に頼っている。技術的な格差により、ミャン
マーは低い生産性に悩まされている。

外国の技術を必要としていることは、ミャンマーと
投資家にとってお互いウィン-ウィン（win-win）の関係
になる可能性を多く秘めている。ミャンマーは外国の
最高水準の技術を利用することで、数十年かかる高
額な研究開発に投資することなく発展することができ
る。投資家は費用対効果及び生産性の向上により、
技術投資の見返りを得るであろう。
生産過程の現代化、及び農業における技術使用
は、発展を促進するとともに、効率性の向上に役立つ。
その際クリーン技術を導入することが重要である。
未発達で費用がかかる輸送サービス、電話・ファッ
クス回線、インターネット・アクセスの悪さ、時代遅れ
の機器から生じるコミュニケーション不足や技術の格
差が、ミャンマーにおける高い生産性コストの要因と
なっている。その結果、ミャンマーは他のアジア諸国
と比較して競争劣位性を持っている。
主要な課題

低い技術能力
- 技術を使った研修プログラムを行い、技術促進を
図る
- 高い効率性を習得できるようになるまでの時間を
許容する
- スキル向上及び能力開発に貢献する
技術の輸入及び投資
-製造工場を建設し適切な装置及び機械を導入する
-研究開発において大学や研究機関と協力する

© C. Oehler, 2013
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社会資本
社会資本はミャンマーの最も多様な資本である。
社会的結束といった分野はとても強いが、人権擁護
などの分野は脆弱で未発達である。
現況








市民の相互依存関係と社会的結束
民主社会の出現
識字と言語能力
社会を基本とした関係性
人権侵害
法規則の施行及び実行
教育と人的能力の格差

発展の可能性







国際慣行に合わせた保健システムの改善
豊富な人的資源
頭脳流出
差別
人権侵害への加担
組織犯罪の増加

現況はどのようになっているか
良い意味での市民の相互依存関係と強い社会の
的結束が、ミャンマー人の価値感や強い仏教思想に
深く根付いている。前世における行いが、現世の経済
や生活基準の違いに表れるという考え方である。これ
がミャンマーの人々の人格や性格を形作り、社会的、
文化的規範や行動の基礎となっている。
自由と開放の気運がミャンマーに現れ、新しい民
主社会を促進しようとしている。多くの市民社会グル
ープが現れ始め、人々は民主主義や民主的な組織
について熱心に学んでいる。民主化プロセスはトップ
が牽引しているだけではなく、非常に強い草の根から
の支持がある。
イギリスの植民地であったため、国民の英語能力
は今でも高く、学校で英語が教えられている。

ミャンマーの社会や現地のビジネス社会では関係
性がとても重要である。現地での人的交流を深め、
良好な関係を築き、重要なステークホルダーとつなが
ることが必要である。例えば脆弱な組織や、不完全、
不充分な制度に対しては、社会における関係性によ
って対処されている。それゆえ社会の関係性は企業
が考慮しなければならない重要な要素である。
脆弱な法規制が人権を十分に擁護できないことは
ミャンマーの主要な課題である。人権侵害はミャンマ
ーで長い歴史があり、それは現在も変わっていない。
下記を含むさまざまな新しい法規則が社会資本を保
護するために、2011 年、2012 年に制定された。
労働組織法（2011）
最低賃金法（2012）
社会保障法（2012）
労働紛争和解法（2012）
これら法律の実質的な施行や実行はいまだ未発
達であり、不十分である一方で、苦情処理制度もまだ
確立されていない。
教育と能力の格差は主要な課題の一つである。初
等教育は 5 年間であるが、2011 年の平均教育期間
は 4 年間であった。技術と知識を兼ね備えた人材は
未だに少なく、経済発展の主要な課題を克服するた
めに、この格差を埋めなければならない。

© F. Roxburgh, 2013
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将来発展の可能性は？
ミャンマーの 2009 年の GDP に占める保健分野の
歳出はわずか 0.2％28であった。近隣諸国と比べて非
常に低い数字である。ミャンマーでは 1 万人あたり
4.6 人の医者と 6 つの病床しかない。この数字は近隣
の中国と比べて非常に低く、中国は 1 万人あたり
14.2 人の医者と 42 の病床がある。インドでさえ、6.5
人の医者と 9 つの病床がある29。これは保健分野が
未発達であることを示すが、逆に言えば保健システ
ムを国際慣行や基準に従って改善する余地が大きい
ということである。
“国際社会は国連の人権原則を遵守する必要があ
る。人権はあらゆる民政移管、発展、経済プロセス
において、その中心となることを覚えておかなくては
ならない” （トーマス・オジェ・クィンタナ
国連人権特別報告者）30

暴力的な行動を行ってきた31。政府は 2013 年 2 月に
全ての認められた少数民族と停戦合意に達し、和解
交渉を始めているが、今でも定期的に衝突や武力介
入が起きている。こうした紛争は短期的に和解に至る
見込みがなく、少数民族や女性、子供といったその他
の社会的弱者は組織にとって課題であり、リスクであ
り続ける。
人権侵害に加担するリスクが偏在している。現地
パートナーと協力し、土地を取得し、ライセンスや許
可書を入手し、労働者を雇用し、そして製品を生産・
流通する企業活動を始めようとする段階、つまり全て
の企業活動において、人権侵害に加担する問題が生
じる。
暴力と違法な行動は貧困と過度の不平等によるも
のである。社会的格差は将来組織犯罪の増加につな
がる可能性がある。ステークホルダーからミャンマー
で最近犯罪が増加しているという報告がある。

国の競争力を高め、収入を増加させるために、知
識と技術で貢献したいと思っている 15 歳から 28 歳
の若者が 1300 万人存在し、豊かな人的資源がある。
その他の人口の 25％は就業年齢以下であるが、適
切な教育、技術開発及び人材育成の機会を提供す
れば、この層はミャンマーの経済を将来牽引する重
要な世代となり、数十年にわたり若い熟練労働力を
提供するだろう。
グローバル社会になるにつれ、教育を受けた能力
のある人々はより高い収入の雇用機会を求め海外に
流出し、ますます能力の格差が生じるであろう。教育
を受けた能力のある人々がミャンマーに帰ってくる場
合もたまにあるが、頭脳流出は経済成長を妨げ続け
る問題である。
民族差別は絶えず問題となっている。大多数を占
めるビルマ人は 60 年間にわたり少数民族に対する

主要な課題
国際的な人権を尊重し、遵守する
 方針とガイドラインを策定する
 従業員とビジネスパートナーを教育する
 バリューチェーンのパフォーマンスを監視する
社会の安定と民族紛争を把握する
 紛争を監視し、リスクがあれば、ビジネス戦略、
計画、行動に反映させる
専門能力のギャップに直面する
 専門性を高めるための研修や育成に投資する
 従業員の雇用を維持するための措置を検討す
る
 教育の改善また、教育へのアクセスを啓発、促
進、支援する

28

ADB, Myanmar in Transition: Opportunities and Challenges, August
2012.
29
The Henry J. Kaiser Family Foundation, “Home, Global Health Facts,
Health Workforce & Capacity: Health Workforce and Capacity
Indicators”, http://kff.org/global-category/health-workforce-capacity/
(accessed 05.05.2013).
30
The Irrawaddy, “Myanmar Must Face Up To Junta Crimes, UN Envoy
Says”, The Irrawaddy, http://www.irrawaddy.org/ archives/28968
(accessed 13.03.2013).

31

Weiss S. A., Myanmar: A nation at war with itself” Myanmar Times
(March 2013): http://www.mmtimes.com/ index.php/ opinion/4268myanmar-a-nation-at-war-with-itself.html (accessed 11.03.2013).
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$$

Economical
Economical
Capital
Capital

Political
Political
Capital
Capital

Legal
Legal
Capital
Capital

環境資本
環境資本は最も素晴らしい資本の一つとなる可能
性があり、ミャンマーの重要な競争優位性となる可能
性がある。しかし、たくさんの環境上のリスクを克服し
なければならない。

現況







豊富な天然資源
多様な気候帯
生物多様性
貧困と援助の必要性
優先事項の対立
ステークホルダーの多様性と方針の乱立

発展の可能性







収入創出と環境保全の両立
コミュニティ参画の強化
農業の効率性向上
天然資源の搾取
外部への悪影響に関わるコストの増加
生物多様性の喪失及び種の絶滅

Technological
Technological
Capital
Capital

Social
Social
Capital
Capital

Environmental
Environmental
Capital
Capital

の生物種が、これから発見されると思われる。自然環
境がミャンマーの観光資源の重要な部分となるであ
ろう。今でも多くの種が天然資源と生態系の機能とバ
ランスに依拠している。
貧困と援助33は、環境資本に悪影響を与えることが
ある。その理由の一つとして、森林やマングローブの
木材を伐採し、製造された木炭や木質燃料を使用す
ることがあげられる。現代の環境配慮型のエネルギ
ー・サービスはこれらの問題解決に貢献できるが、地
方の貧困層は、その恩恵を受けられない。また貧困
のために、野生動物の狩猟と密漁が行われる。
環境保全と生態系保護は政府の重要課題として挙
げられているが、雇用と富を創出し、農業を拡大し、
資本主義化するために、より多くのエネルギーや天
然資源の利用が必要とされており、優先事項が対立
している。
広範囲のステークホルダーが環境保全とミャンマ
ーの天然資源の保全に努めているが、ステークホル
ダーの多様性によって、計画と履行のプロセスが複
雑化している。方針の乱立はこれまでの努力を損な
い、効果的な行動を妨げている。

現況はどのようになっているか
ミャンマーには豊富な天然資源と農業用地があり、
それらは収入及び富の創出、また長期的な経済成長
にとって重要な財産である。農業は国の経済にとって
最も重要なセクターであり、GDP の 36％を占める32。
多くの人が農業分野に就業し、自然環境に依拠して
いる。
多様な気候帯によって、さまざまな作物の栽培が
できる。なかでも、米と豆類は最も重要な農作物で、
輸出の大部分を占める。
ミャンマーはアジア諸国の中で最も豊かな生物多
様性が見られる地域で、それは過去の孤立と未開発
により保護されてきた。ミャンマーにおけるたくさん

© C. Oehler, 2013

33
32

Asian Development Bank, “Fast Facts – Myanmar in Transition:
Opportunities and Challenges, August 2012,” World Wide Web.

Sovacool B., “Environmental Conservation Problems and Solutions in
Myanmar,” ISEAS, Contemporary Southeast Asia, 2012 Vol. 34, No. 2, p.
236.
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将来発展の可能性は？
環境保全の目標と収入創出を並べて考えると、将
来の発展の機会が見えてくる。水田を魚やエビの養
殖と野菜や果物の栽培の二毛作にすることと、生計
の向上の間には、相乗効果がある34。コミュニティは、
環境を保全すると同時に収入創出への努力も行うよ
う奨励される。
ステークホルダー・エンゲージメント、土地の所有
権やコミュニティ参画は天然資源の持続可能な使用
と環境保全の両方に貢献する。天然資源の持続可能
な使用におけるコミュニティの関与の強化は、環境保
全を改善することで、地方のコミュニティや収入創出
の改善に将来つながる可能性がある。
現在ミャンマーの使用可能な耕地の 20％に灌漑
設備があるのみである35 。現代の技術と耕作手順で
耕地の効率性を向上させることができる。
資源が豊富な国は搾取と環境破壊のリスクを有す
る。さらに、天然資源の過剰使用、汚染や環境悪化
により生じる外部への悪影響に関わるコストが増加
するかもしれない。2008 年のサイクロン・ナルギス以
来、自然災害は重要な課題となっている。ミャンマー
で投資を行う企業は気候変動、自然災害、汚染税又
はグリーン開発メカニズム導入にかかるコストに直面
しなければならないであろう。
ミャンマーには素晴らしい多様性があるにも拘わら
ず、環境悪化や動植物の生息地の破壊がすすんで
おり、政府、現地コミュニティ、企業が共同して対策を
とらなければ、種の絶滅が避けられないだろう。38 種
がすでにごく近い将来における野生での絶滅の危険
性が極めて高い絶滅危惧種であり、65 種は近い将
来における野生での絶滅の危険性が高い絶滅危惧
種、228 種が絶滅の危険が増大している絶滅危惧種
である36。
ミャンマーの環境資本は、多くの人々の暮らしや、
政府の歳入、将来の発展にとって非常に価値の高い、
重要な財産である。しかし環境悪化に関連した課題
が解決されなければならない。ステークホルダーは、

環境への悪影響を回避するために、企業に対し、環
境パフォーマンスを改善することを要求する。環境が
悪化し、天然資源の持続可能性が保てず、利用でき
なくなることを憂慮している。

主要な課題
環境悪化の回避
 自社の影響を測定し、監視する
 達成可能で、かつ高い目標を定める
 悪影響を軽減する
天然資源及び生物多様性の保全
 天然資源を持続可能な方法で利用する
 環境意識を高め、自社のサプライチェーンの中
で責任ある行動を促す
コミュニティ投資活動と自然環境保全の必要性を結
びつける

34

Ibid.
Asian Development Bank, “Fast Facts – Myanmar in Transition:
Opportunities and Challenges, August 2012,” World Wide Web.
36
Myanmar Biodiversity, “Priority Species for Conservation”,
http://myanmarbiodiversity.org/species.php (accessed 19.03.2013).
35
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ビジネスの機会と脅威
ミャンマーの資本の分析から、企業は自社の企業活動に与えられた機会と脅威を検討しなければならない。

ビジネスの機会

$

経済の急成長、消費財・サービスと企業間
取引製品の市場拡大

欧州連合(EU)内に輸入されるものは、関税
が減免または免税を通じて優遇措置

$

東アジア及び東南アジア市場に供給できる
戦略上有利な立地
 インド、中国など急成長する主要な経
済圏へのアクセスがしやすい
 世界の人口のほぼ 40％（中国・インド）
と隣り合わせ
 ASEAN 諸国間で急増する地域間貿易
 急成長する 6000 万人の国内消費市
場

 新一般特恵関税はミャンマーの武器を

除く全ての業種を対象とし、2014 年か
ら効力を発する37。
技術的な進歩により、現地のビジネスに比
べ、高い競争優位性
 責任ある技術や能力の移転をする機
会
技術やノウハウに投資することを通じ、効率
性や利益率を向上:
 農業
 製造業
 通信業
 観光業
 金融サービス

アドボカシーと責任をもって政治に関与する
ことにより、企業に配慮した経済の確立に貢
献
経済特別区(SEZ)の確立
 インフラ整備、エネルギー供給、輸送
網の提供

豊富な人的資源と安い労働力を利用し、効
率よく、質の高い人材へと育成
 高い識字率
 英語能力
 知識を高め、能力を向上させようという
意欲
 高い収入を得たいという願望

新 FDI 法による投資しやすい環境
 免税
 80％まで可能な外国資本比率
 ミャンマーの資産への容易なアクセス
 ミャンマー投資委員会の免税を許可す
る自由裁量

豊富な天然資源、肥沃な耕作可能用地、美
しい景観
 責任ある採掘業
 持続可能な農業
 エコ・ツーリズム

新 FDI 法で技術移転が奨励されているた
め、技術やノウハウを持ち込む国際企業に
とって参入しやすい市場

37

European Commission, “Trade, Policy, Countries and regions,
Development, Generalised Scheme of Preferences (GSP): EU publishes
revised preferential import scheme for developing countries,”
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/ index.cfm?id=840 (accessed
24.04.2013).
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ビジネスへの脅威

$
$
$

$

人権侵害から生じる法的影響と企業イメー
ジ低下
 人権の直接的侵害
 バリューチェーンを通じて人権侵害に
加担
企業活動に地元の人を雇用する法的義務
(FDI 法)
 能力不足、能力の格差
時間がかかる少数民族との和平及び和解
プロセス
 少数民族同士の紛争が続き、投資にリ
スクが出ている
 職場での出身民族に基づく差別
企業活動や投資を脅かす気候変動と自然
災害対応の脆弱さ
 洪水、干ばつ、暴風雨
 企業活動の破壊、電気不足、水不足、
製造プロセスの中断、倉庫の破壊、原
材料及び労働力不足など
 ビジネス継続への脅威

能力のある人材の流出の可能性
 新たなチャンスを見つける度に転職を繰
り返す
 セクター間での労働力の移動
インフラ未整備による長時間の製品輸送時間
と長い移動距離
 食料品などの生鮮品の腐敗
 遅延よる金銭的トラブル、遅延罰金、顧
客の苛立ちなど
脆弱な法の施行
 不明確な契約の履行
 疑わしい契約の罰金条項
 機能していない市場メカニズム、賄賂と
汚職
将来、再度制裁を受けることになった場合、ま
た（全国的に又は地方で）武力衝突が激化す
る場合に、これまでの投資の喪失
著作権と特許侵害
 特許、知的財産権及び商標の保護が不
明確
国内で技術や技術的専門知識が不足
 技術、熟練労働者、メンテナンス・サービ
ス、スペア部品の輸入が高額

責任ある企業組織は、ミャンマーでどの分野に貢
献できるか特定し、現地の持続可能な発展に貢献
しなければならない。





ステークホルダーとの話し合いから、とりわけ次の
6 つの企業の責任について焦点を当てることが強
調された。






雇用創出
人材開発と人的資源の発展
地域社会への関与とステークホルダー・エ
ンゲージメント
技術と知識の移転
社会的、環境的取組みにおける共通価値
の創造
社会的弱者を対象としたコミュニティ投資プ
ロジェクト
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3

インクルーシブ・ビジネス

組織にとっての利点


インクルーシブ・ビジネスとは、ビジネスとして成立
し、かつ規模を拡大して低所得者層を組織のバリュ
ーチェーンに含めることである。それにより、経済ピラ
ミッドの下層部(BOP 層)と社会的弱者グループが手
頃な商品やサービスを利用できるようになり、同時に
収入創出の機会が得られる。
インクルーシブ・ビジネスは、脆弱性や開発課題に
取り組み、貧困と闘う組織的なアプローチである。低
所得者層をビジネスやバリューチェーンに含めること
は、ミャンマーの持続可能な発展に欠かせない。全て
の人々を含めた包括的なアプローチをとり、企業活動
に現地のステークホルダーを含めることは、ビジネス
にとって利益となり 、また現地にプラスの経済効果を
及ぼす。









コミュニティにとっての利点



インクルーシブ・ビジネス・モデル
自立を促し、かつ発展に貢献する
低所得者層及び社会的弱者に長期的な所得
創出の機会を提供する
フィランソロピーではなく利潤追求や経済的自
立を目指す

ビジネスチャネルの拡大と新たな市場への参
入
難しい現地の状況を理解し、管理することによ
る利益率の向上
企業活動を行うためのソーシャル・ライセンス
（社会的営業免許-企業活動を継続するには、
社会に貢献しなければならないという考え方）
と既存の社会的ネットワークの利用
現地のステークホルダーとの関係性の深耕
競争優位性、ブランドの認知度と先進性
共通の価値を促進するインクルーシブ・ビジネ
スとみられることで企業のイメージ向上








新たな市場や金融へのアクセス
手頃な価格で品質の高い製品やサービスの利
用
働いた仕事に対しよりよい給与及び手当
能力、知識及び技術的ノウハウの向上
生産性及び効率性の改善
生活の質や所得が長期的に改善
家族やコミュニティの収入が改善
企業のバリューチェーンに沿って小規模ビジネ
スを発展させる機会

© F. Roxburgh, 2013
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インクルーシブ・ビジネス・アプロ
ーチ

経済成長することが極めて重要である。しかしそれ
だけでは十分ではない。成長の質（持続可能性、構
造及び公正）が同様に重要である。38

どのようにして BOP 層を組み込むか
インクルーシブ・ビジネス・モデルは経済ピラミッド
の底辺にいる人々（BOP 層）及び社会的弱者が、手
頃な商品、サービスを利用することが可能になり、ま
たそのビジネス中で収入を得られるようになり、同時
に企業のビジネスとして成立可能で、規模の拡大が
期待できるモデルである。
貧困層の包括的かつ持続可能な成長を達成する
ために、雇用の創出や生活水準の向上が欠かせな
い要素である。

Business
ビ
ジネスの
Linkages

つながり

Value Chain (supply)

External intervention

• Sourcing
調達

・物流ネットワーク
• ・現地小売業
Distribution networks
• Local retail

顧客
Customers

ビジネスの
つながり
Business
Linkages

Business

Value Chain (sales)

・業務管理

Employees

従業員

• ・ビジネスプロセス
Administration
• Business processes

Internal intervention

• Production
生産

従業員
Employees

図 3: インクルーシブ・ビジネス・モデル

38

Nelson et al., Developing Inclusive Business Models, 2009, USA:
Harvard Kennedy School and International Finance Corporation.
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雇用： 雇用創出
低所得者層はいかなるビジネスにおいても、熟練
で競争力のある労働力になりうる。スタッフの雇用や
能力の向上を通じて、企業の内部の仕組みを改善す
ることは製造の仕事だけに限らず、管理業務や営業
の業務における雇用にも役立つ。
ミャンマーにおける雇用機会は、低所得者層が自
分たちで生計を改善できるような長期的な能力を養
成することを目指すべきである。貧困層を貴重な労働
者として採用する上で、責任ある企業は研修や人材
育成プログラムといった取り組みを通して技術と能力
の向上に貢献できるだろう。BOP 層は価値ある労働
力で、投資を必要としている。
企業が効果的に低所得者層にさまざまな教育を施
し、BOP 層を従業員として労働力に組み込むことに
成功すれば、熱心で忠実な労働者が育ち、企業はそ
の恩恵を受けるであろう。責任ある企業は自社の研
修への取り組みでより広い教育問題、例えば保健と
福祉などを取り上げる必要がある。

ペプシコ の職業訓練センター
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)と協力して、
ペプシコはミャンマーにビジネス能力開発研究センタ
ー(COE)を設立した。このセンターは若者、とりわけ学
生や失業中の若者に職業訓練を提供し、彼らが労働
力になることを支援している。若者たちは 3 か月間の
研修に参加し、知識やスキル習得を目指す。ペプシコ
はミャンマーの開発を支援し、若者たちが持続可能な
暮らしを手に入れるための人材育成を行っている。

当社は、ビジネスを行う国々を支援すると決意しま
した。この研究センターを設立するために助けてく
れたミャンマーのパートナーに感謝します。この研
究センターの生徒達がビジネスの現場で職を得ら
れるよう、彼らを支援するのが目標です。
（ウムラン・ビーバ
ペプシコ・アジア太平洋 社長）

© Gusjer, 2005
© C. Oehler, 2013
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「私たちはまるで貧困層の人にとってアップル社の
ようである。」

消費: 新しい市場階層
企業は低所得者を対象とした新しい市場階層を生
み出すことになるだろう。対外的なアプローチによっ
て、企業に新たな販売機会を提供し、貧困層の人々
が生活必需品やサービスにアクセスできる機会が増
える。このアプローチによって、物流や販売に関わる
人も恩恵を受ける。商品とサービスを BOP 層の人々
に提供するには、画期的な問題の解決方法が必要で
あり、また、既存の製品やサービスのポートフォリオ
を適用する必要がある。貧しい人々が手頃な価格で
商品やサービスが手に入るようになれば、貧困層を
新たな顧客ターゲットにして、素晴らしいビジネスチャ
ンスがうみ出される。とりわけ、責任あるビジネスは
貧困層が、保健、食品と栄養、教育、水、衛生、住居
及び金融サービス商品にアクセスできるよう努めるべ
きであろう。

プロキシミティ・デザイン社39 – インクルーシブ市場の
創出
社会的企業のプロキシミティ・デザイン社は、農村
の小規模小作農民や貧しい人々のために、価格が手
頃で、収入を向上させる製品やサービスの開発を行
っている。例えば灌漑設備（足ポンプ、点滴灌漑セット、
水の保存容器）、融資、農業アドバイスサービス、ソ
ーラーランタンなど、製品は多岐にわたる。また同社
はいわゆる「農村刺激プロジェクト」にも従事しており、
農村におけるインフラ整備を行い、雇用を通じて追加
的な収入の機会を提供している。プロキシミティ・デザ
イン社の製品は農業の生産性を向上させ、作物の収
穫量を増やし、持続可能な方法で所得の工場を目指
している。さらに、プロキシミティ・デザイン社が得た知
識はリサーチ・センターで使われたり、政策立案者に
提供したりしている。

39

(メイ・シュー・キーン
プロキシミティ・デザイン社 ビジネス開発)

貧困層、農村世帯とコミュニティを含めることで、プ
ロキシミティ・デザイン社は必要とされている製品や
サービスを販売し、小規模小作農民の生活に影響を
与えている。
ミャンマーの 9 つの州及び地域の 125 か所の町の
1 万以上の村で、プロキシミティ・デザイン社の物流ネ
ットワークにアクセスできる。
 11 万点以上の製品を販売し、7 万 5 千人以上
の人々にサービスを提供し、2004 年以降、結果
として貧困層の人々の収入が増加し、その額お
よそ 1 億 7 千万ドルに到達した。
 同社は、2009 年以降、農作物または製品に 10
万 1 千件の融資を行い、1 件の融資につき平均
して 3 百ドル世帯収入が増加した。
 3 万 5 千人以上の農家が、低コストの研修や農
業アドバイスサービス受け、平均して 10％から
15％の収穫が増える農業技術を習得した。
 48 万 6 千 5 百人以上の人が、2004 年以降、直
接的に世帯収入が増え、生活の質が改善した。
（インフラプロジェクトの結果、市場へのアクセス、
学校へのアクセス、保健医療へのアクセスが改
善した農村の人々の数字を考えると、この数字
はさらに高くなる。）
 3 万 4 千世帯が 2012 年のデルタ地域または乾
燥地域での同社のインフラプロジェクトに参加し
て収入を得ている。
 2012 年以降、人々の 95％が送電線網に頼って
生活している農村で、8 千個以上のソーラーラン
タンが販売された。

Proximity Designs, “Inside Proximity, Products: The Yetagon Brand –
Life-changing products and services,” Proximity,
http://proximitydesigns.org/ products-services (accessed
26.04.2013).
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ビジネスのつながり:
新しい生産者、 サプライヤー、流通業者、または
小売業者
他の企業や生産者と新たにつながりをもつことで、
バリューチェーンの生産、物流、販売などそれぞれの
分野がインクルーシブ・ビジネスの機会を提供する。
貧しい人々はサプライヤー、生産者、流通業者とし
てバリューチェーン活動に組み込まれる。ビジネスの
つながりを利用した包括的なアプローチによって、低
所得者層は自分自身でビジネスを立ち上げることが
できるようになり、その結果彼らの企業活動や能力も
向上する。責任ある企業はバリューチェーンに沿って
貧困層や社会的弱者を組み込む機会を探す。また責
任ある企業は能力開発及び小規模ビジネスの起業
支援を提供する。

KKPM40 – インクルーシブ・バリューチェーンの開発

クール・キウィ・ピュア・ミルク(KKPM)社は、ミャンマ
ーのカレン州ミャワディーで、高品質かつ手頃な価格
の低温殺菌牛乳を生産している。KKPM 社は、効率
的なサプライチェーンにより、従来の超高熱処理した
三角パックの牛乳より 44％コストを抑え、品質の高い
牛乳を販売できる。ターゲットとなる市場はミャンマー
の現地の市場はもちろん、パッケージのコストを削減
し、最適な状態で牛乳を維持する可動式の室内販売
機を通じて、隣国のタイにも供給される。

ビジネス・コンセプトは貧困層と農村コミュニティを
対象とし、彼らが日常的に牛乳と乳製品を消費できる
ようにすることである。今日まで、貧困世帯は乳製品
を日常的に消費できなかった。それは輸入牛乳が日
常的に消費するには、あまりに高かったからである。
KKPM 社の付加価値品の生産プロセスにおいて、
現地の小規模小作農民と起業家がバリューチェーン
に関わっている。彼らは商業的な酪農（牛乳生産、未
殺菌牛乳の処理及び加工）、販売機の荷積みと物流、
製品のマーケティング及び販売に組み込まれている。
同社は現地の農家と直接コンタクトをとるシステム
を開発しようとしている。現地の農家は広範囲にわた
る支援と研修を受け、酪農小規模起業家として成功
するであろう。また同社は獣医と農学者を採用し、現
地の農家に無料のアドバイスを提供し、卸値で家畜
用の薬を提供している。
貧困層、農村の小規模小作農民や顧客への直接
的な影響は、将来非常に大きくなる可能性があり、そ
れは収入創出、小規模小作農民の酪農製品の効率
改善、健康な乳牛の飼育、消費者の健康改善と栄養
を含む。
KKPM 社のビジネスモデルは地域全体の経済状
況及び健康状況にプラスの影響を与えることができ
る。
 顧客は、以前は不可能だった牛乳を日常的に
買うことができる

 小規模小作農民は家畜飼料の生産、牛乳生産、
最終製品の物流または小売業にまで組み込ま
れており、長期的な収入が確保できるビジネス
パートナーの関係になることができる
© S. Munder, 2010

40

Cesar Russo, shareholder and board member at KKPM, 19.02.2013,
Yangon
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3 つの有望産業
ミャンマーが企業のバリューチェーンに貧困層、社
会的弱者、恵まれない人々を組み込む必要性とその
可能性は、ミャンマーの持続可能な発展プロセスにと
って重要であり、また責任ある企業に素晴らしい機会
を提供している。ミャンマーにおけるインクルーシブ・
ビジネス戦略は、とりわけ、農業、観光、金融の 3 つ
のセクターにとって重要である。
農業及び畜産業



閉ざされた生産システム

持続可能な農業バリューチェーンと食品生産におい
ては、副産物と廃棄物の処理について、よく検討する必
要がある。効率的な廃棄物の管理は、食品の持続可能



農業と畜産業が、変化する気象条件に依存
し、それがとりわけ不安定であるためリス

土地の取得

ミャンマーでは、歴史的に見て土地の取得問題に慎
重を要する。前軍政権や汚職に関わった職員が土地の
略奪や強制土地収用などを行っていたからである。ミャ
ンマーで投資を行う場合、近い将来、土地紛争が生じる
かもしれないことを十分認識しなければならない。


気象条件への依存


農作物は簡単に腐敗するが、貧しい小作農民や消費
者は、通常農作物を加工したり、保管する設備を持たな
い。農作物の劣化や食品汚染は深刻で、劣化や汚染の
リスクを減らす対策をとることにより、コストが上がり、農
家や消費者にとっては入手しづらくなる。

な生産にとても重要である。

農業はミャンマー経済で最も重要なセクターで、国
の GDP の三分の一以上を占める。農村地帯はミャン
マーの人口の 67％41を含むが、貧困の 85％42が農村
に集中している。よって農業は、貧困問題に取り組む
ために、最も重要なセクターの一つである。
現地の小規模小作農民や貧しい農家にインクルー
シブ・ビジネス・モデルを検討する際、重要な側面が
いくつかある。


劣化の危険性

社会的保護

児童労働、保健と安全、文化遺産、先住民の権利な
どは、企業が農村の家庭経営農場や小規模小作農民と
関わる際に向き合う問題の一部にすぎない。

ク要因となっている。



ミャンマーは気候変動と自然災害から大き
な影響を受け、小規模小作農民や企業は多



くのリスクに面している。全ての人々が金
融サービスを受けられるようにすることが
重要であり、状況に合わせたマイクロ・イ
ンシュアランス（低所得者向け少額の保険）

農業は環境に悪影響を与えるため、企業は環境に配
慮する必要がある。殺虫剤の使用、水の汚染、現地の
水を使用する際、それがコミュニティに与える影響、土
壌浸食、土壌の質、生物多様性への影響などが問題で
ある。

の提供が重要である。



環境への影響

集約の必要性

ミャンマーの農家は広範囲に分散しているので、効率
性を高めるために、調達や物流といったサプライチェー
ン活動を集約し、コストを管理しなければならない。遠方
の農家は適切なインフラ、ネットワーク、農業組合のよう
な組織へのアクセスが欠如している。

41

The World Bank, “Data, Rural population (% of total population):
Myanmar,” The World Bank Group,
http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS (accessed
26.04.2013).
42
MNPED et al., Integrated Household Living Conditions Survey:
Poverty Profile, 2009-2010, June 2011 (Yangon: MNPED et al.).
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主要な課題
気候変動の影響を削減し、不安定な気象条件に対
処する
 天気予報を伝達する十分な情報システムを確
立する
 気候変動緩和及び災害対策計画を導入する
 小規模小作農民が、手頃な価格のマイクロ・イ
ンシュアランスを利用できるようにする
小規模小作農民が集合体となり協力することを促す
 集団農場やビジネス協会の設立を支援する
 基本的なインフラの整備を行う
 輸送ネットワークが改善するよう企業や政府に
働きかける
設備を確立し、サプライヤー、パートナー及びビジネ
ス関係者と関わる
 加工や保管設備の整備を
 ビジネス関係者及びパートナーとの共同活動
によってコスト削減をはかる
デュー・デリジェンス
 候補地が武力によって手に入れられた、また
は過去に強制収用された土地でないことを確
認する
 用地を購入または使用する前に、現地の組織
と協力し、ステークホルダーと関わる

効率性と効果を継続して向上させる
 サプライチェーンの効果と製品の効率性を分
析する
 生産サイクルを短縮し、副産物を利用できるか
の可能性を検討する
 サプライチェーンの上流と下流のパートナーを
考慮する
社会資本を保護し、発展を支援する
 発展を促進するために、ステークホルダーや
現地のコミュニティと関わる
 人権、労働基準、労働条件についての明確な
方針を設定し、必要なら改善手順を定めておく
 バリューチェーンを通じてパフォーマンスを監
視し測定する
悪影響を最小限にし、ロール・モデルとなる
 環境に与える影響を監視、測定し、重要業績
評価指標を確立し、目標を定める
 現地の農民にベスト・プラクティス、殺虫剤の
効率的な使用、その他化学薬品、環境配慮型
の農業技術などを伝達し、教育する
 バリューチェーンを通じて環境経営を支援する

© S. Munder, 2010
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責任あるインクルーシブ・ツーリズム
ミャンマーの観光セクターは年間 30％43増の勢い
で急速に成長している。観光大臣は 2013 年末までに
130 万人の観光客を見込んでいる。ミャンマーの観光
マスタープラン計画の責任者は 2020 年までに年間
200 万人の観光客が訪れると見込んでいる。
ミャンマーの観光業は発展途上であるが、包括的
な方法を取り入れられれば、貧困層に多くの仕事を
創出し、富を形成し、よい影響と利益を提供できる可
能性がある。多くの観光客がミャンマーの民芸品と自
然環境に魅了されるであろう。しかし観光は環境や文
化遺産に悪影響を及ぼしかねず、持続可能な観光商
品とサービスを創造することが重要である。
以下の 10 個のポイントはミャンマーにおける観光
が包括的で、全ての人に恩恵を与え、かつ環境を保
全するのに欠かせない行動計画である。

1. 包括性を高める
包括性とは、住民やコミュニティが観光業に従事し、
公正で平等な利益の分配を行うことである。女性、若
者、または障がい者といった弱い立場の少数派に特
別な注意が必要である。新しい中小企業と現地での
起業を促し、ビジネスが観光客向けの宿泊（ホームス
テイ）、ケータリングや製品の提供（例えばお土産）や
サービス（例えば現地ガイド）に関われるよう支援す
る。
2. 能力開発と環境整備
政府組織や市民社会グループと関わり、現地中小
企業や起業家の事業計画、設立手続き、資金調達な
どビジネス環境の整備を支援する。現地のコミュニテ
ィに対し、長期的かつ持続可能な方法で収入を創出
できるよう、研修、能力開発の機会を提供する。

3. 現地におけるステークホルダー・エンゲージメント
観光によって（プラスまたはマイナスの）影響を受け
る現地コミュニティの全てのメンバーのニーズや関心
事項を理解し、対処することが重要である。農村の住
民や先住民と関わる際に、言葉の障壁や、異なる関
心事項、一定のグループと対話することが許されない
文化的な制限など、さまざまな制約があるかもしれな
い。関心事項は時が経つにつれ変わるため、現地の
ステークホルダーとのエンゲージメントは貧困に立ち
向かい、観光を通じた責任あるコミュニティ開発を支
援する上で、とても重要である。

4. コストを抑え、利益を促進する
確かに観光は貧しいコミュニティの収入を向上し、
住民の暮らしを改善する可能性がある。しかし、観光
はコストがかかる可能性もあり、水、エネルギー、食
料または宿泊所などの基本的なものへの要求が高ま
り、現地コミュニティに圧力がかかる。このようなコミュ
ニティへの圧力を減らし、現地コミュニティへの観光
の悪影響を減少させなければならない。

5. 現地の保健インフラの改善に貢献する
ミャンマーの保健システムは未発達であり、とりわ
け農村ではそれが顕著である。現地の保健インフラ
または保健衛生の改善は、観光客だけではなく、現
地のコミュニティが保健医療サービスを利用するため
にも必要である。現地コミュニティのために保健クリニ
ックの設立を支援し、応急処置研修や設備を提供す
る。住民や観光客のマラリアや HIV/AIDS などの病
気の予防について周知徹底を図る。適切な飲料水浄
化装置を設置し、観光客にも現地コミュニティにも供
給可能とする。

43

Mizzima, “Home, Business: Myanmar tourism industry cannot do it
alone”, Mizzima, http://www.mizzima.com/ business/8972-myanmartourism-industry-cannot-do-it-alone.html (accessed 09.05.2013).
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6. 真の文化と多様性を保護する
現地の文化を敬い、文化の多様性を促す。ミャンマ
ーの素晴らしい民族多様性は、一方において、未だ
和平解決に苦しみ、少数民族への暴力的な襲撃が
起きている。社会的発展を支援し、真の文化を確保
する。観光は現地の人々の行動に影響を与えるかも
しれないが、それが文化的アイデンティティーの喪失
や文化的伝統を排除するようになってはならない。真
の文化や多様性を守るためには、観光客に、宗教、
文化的産物及び現地の風習を尊重するなど、適切な
行動を教育し、伝達する。

9. 生物多様性保護し、資源を保全するエコ・ツーリ
ズムを推奨する
とりわけ新たなプロジェクトや用地を開発する前に、
環境のデュー・デリジェンスの一環として、環境影響
評価を行う。水やエネルギーなど現地のコミュニティ
のニーズを尊重し、これら命にかかわる資源を地域
住民が利用できるよう対策をとる。ミャンマーの素晴
らしい生物多様性は既に脅威にさらされており、38 種
がすでに危機的な状態にある。エコ・ツーリズムと生
物多様性と生態系の保全を促進するために、保全プ
ロジェクトに投資し、NGO や組織とそれぞれ関わる。
10. 影響を測定し、パフォーマンスを改善する

7. 文化的活動を促進する一方で人権を保護する
観光業は人権侵害をもたらすこともある。とりわけ
先住民や農村のコミュニティによる観光客向け民族
舞踊ショーには注意が必要だ。文化的活動は先住民
や少数民族の人々が下劣なまたは非人道的な扱い
を受けたり、財産の恣意的没収をされたりすることが
ないよう、受け入れコミュニティのプライバシーや尊厳
を保護し、尊重する必要がある。子どもたちは文化的
活動や、それゆえ収入創出に加わることになるかもし
れないが、国際労働基準が適用され、特別な保護や
ケアが確保されなければならない。

責任あるツーリズムは社会的かつ環境的利益を現
地のコミュニティにもたらす。しかしながら影響はビジ
ネスパートナーやサービスのサプライヤーとして直接
かかわる現地のコミュニティだけにとどまらず、バリュ
ーチェーン全体に影響する。社会的かつ環境的影響
は継続的に測定され、監視され、そして改善されなけ
ればならない。達成可能な高い目標を定め、評価の
過程や未来の目標設定に現地コミュニティの視点を
含める。

8. 平和と繁栄を促進する
平和は観光業が繁栄するための前提である。コミ
ュニティ内や現地の村同士の争いは観光客の安全を
脅かし、その地域全体の将来の観光業の繁栄も脅か
すことになる。コミュニティ内や村同士の平和と繁栄を
促進する。民族紛争だけではなく、利益の不均衡、利
益配分の不平等が原因で生じる村同士の妬みにも、
平和と繁栄が求められている。
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金融商品と金融サービス

検証済みのビジネスモデル

低所得世帯や小規模企業が金融商品、銀行や他
の金融サービスを利用できるようにすることで、公正
で包括的な成長が加速される。

1.



各家庭に、貯蓄する安全な場所、安くて簡単な送
金方法、自分たち自身と財産をリスクからまもる
保険、小規模企業や生産活動に投資する資金が
提供される。



すべての人々が恩恵を受ける包括的な金融商品
や金融サービスが、衛生的な水へのアクセス、減
災、災害からの復興、保健医療分野でのサービ
スを提供するビジネス、またそれらのサービスを
利用する必要がある顧客を支援することにより、
開発における課題を解決することができる。

金融セクターの発展はミャンマー政府にとって優先
事項であるが、同セクターの改革には中長期的なプ
ロセスが必要であろう。国は市場型金融セクターを機
能させるのに必要な基本的な金融インフラ整備を始
めたばかりである。
金融組織及びその他のノンバンクサービス提供者
は、低所得者世帯や小規模企業のニーズにあったサ
ービスを提供するために様々な工夫ができる。既に
貧しい農村の顧客に到達し、成功をおさめたことを証
明しているビジネスモデルもある。

支店を超えた銀行業務

ミャンマーは地理的に広がりがあるものの、都市化
が大変遅れ、輸送インフラに欠けている。さらに、規
制により銀行の支店は非常に多くの資本金が必要で
とされているため、支店の開設が難しく、銀行は都市
部以外の顧客にサービスを提供するために、他の送
金方法を創出する必要がある。
銀行（及びその他の金融組織）は地元の商店を代
理店として使うことで、新たな顧客を得ることができる。
銀行は、地元の商店、郵便局、ガソリンスタンドやそ
の他のある程度現金の流れがある安定したビジネス
とパートナーとなることで、離れた町や村でも営業す
ることができる。
銀行は代理店に基本的なサービスの提供につい
て教育し、正規の代理店であることを示すため、店の
外に看板を設置する。店の所有者は銀行サービスを
提供することで追加の収入があり、新たな顧客が店
にくることを期待している。このサービスにより、低所
得世帯はお金を預けられる地元の安全な場所へアク
セスが可能となり、小規模企業は金融サービスを受
けられるようになる。

2.

貯蓄と借入

最低残額が必要でない単純な貯蓄口座や手頃な
取引手数料は、国内貯蓄を押し上げる助けとなって
いる。安全なところに貯蓄できることは、低所得者世
帯と小規模企業にとって、非常に有益である。強盗や
火事、洪水で失う被害が多い現金への依存を少なく
し、また保健、教育、投資、予期せぬ事態への備えと
して貯蓄することができるからである。マイクロ・クレ
ジットやその他のマイクロ・ファイナンス活動は、とり
わけ女性が金融サービスを利用できるようにし、収入
創出の機会を改善するのに役立つ。

3.

支払及び送金

国内の支払サービスは取引にかかるコストを削減
し、現地の企業や個人が迅速に取引できるようにな
る。支払方法は先払いする仕組みやモバイル・バン
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キングやネットバンキングなど、さまざまな方法があ
る。

4.

モバイルマネー

他の国や地域では、金融組織と通信事業者は、金
融サービスを、携帯電話を通じて提供することに成功
している。顧客は「お財布携帯」にお金を移し、それを
簡単な SMS（ショートメッセージサービス）で他のお財
布携帯利用者に送金することができる。これは製品
やサービスを購入することに使え、家族にお金を送金
したり、電話代を支払ったりすることもできる。直接銀
行の口座につながるサービスもあり、支店に行かなく
ても貯蓄口座を持つことができる。
5.

マイクロ・インシュアランス（少額保険）

ミャンマーは自然災害の被害を受けやすく、自然災
害は毎年農業に影響を及ぼしている。政府はこの分
野での成長を加速させることを目標としているが、そ
れを達成するには、農家がリスクから身を守る保険
が必要である。
低所得世帯をリスクから守る新しいマイクロ・インシ
ュアランス商品が発売されている。それらの中には、
現地組織から単純かつ明確な条件で、しかも手頃な
価格で購入できる健康保険や葬儀用の保険がある。
病気やけがをした場合、その家族は貯蓄を保護する
ことができるよう健康保険契約と貯蓄口座が連携して
いるので、危険な産業に従事する労働者は短期リス
ク保険契約（例えば一週間の保険など）を利用するこ
とができる。

6.

投資へのインパクト

経済、社会、環境のニーズを満たすような製品や
サービスを提供する中小企業に融資を提供しようと
する動きが、世界中の投資家の間で広がっている。
例えばエネルギー効率のよい照明の提供や家庭用
の調理機器、水とエネルギーを節約した灌漑、または
その他持続可能な農業用具の販売などの小規模ビ
ジネスを含む。新しい投資法ができ、外国から国内の
企業への直接投資促進が進められ、今後数年間で、
ミャンマーにおいてこうした市場が開拓されるであろう。
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主な課題
貧困層も金融サービスが利用できるよう、国内の
パートナーシップ構築を促進し、支援する。
 政府機関、企業、市民社会を巻き込む
 目標を定め、その目標に向かって協力する
 マイクロ・インシュアランスを利用できるよう、
小作農民や関係組織に働きかける
革新的な金融インクルーシブ・ビジネス・モデルや
規制を有する他の国の経験や知識を共有して学
ぶ
 他国のカウンターパートを訪問する代表団を
派遣する
 フォローアップ研修と実践
イノベーションの促進
 地元の金融サービス提供者が必要な情報に
アクセスできるよう支援する
 銀行やノンバンク金融サービス提供者に能
力開発プログラムを実施する
適応と先取りを促進
 銀行やノンバンクサービス提供者が、様々な
変化や金融セクターの規制に適応し、先取り
するために常に支援をする必要がある
 銀行とノンバンクサービス提供者が新しい規
制を遵守するよう促す
政策策定を促進
 金融へのアクセスを確実にすることが、金融
改革の柱となるよう政策立案者と協働する
 政策によって、新たな障害ができるのではな
く、貧困層や社会的弱者も金融サービスを利
用できるようにする
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4

戦略策定

ミャンマーにおける責任あるインクルーシブ・ビジネ
スの概念に基づく総合的な戦略は、事業の成功とリ
スクマネジメントの基礎となる。ミャンマーでは、持続
可能性に関する課題の解決に貢献し、具体的な開発
のニーズに応えることが、戦略的にビジネスの目標と
その達成に繋がるようにしなければならない。
責任ある全ての人々を含めた包括的な戦略プロセ
スを通じて、以下の段階を踏みながら、これまでのミ
ャンマーの分析から明らかになった課題に、企業が
対処できるよう導いていく。

評価


デュー・デリジェンス



ビジネスに関係する全ての決定や行動を行う際に、
注意を払わなくてはならない。ミャンマーは抑圧的な
軍事独裁から民主的な社会に移行し、経済が回復傾
向にある。責任あるインクルーシブ・ビジネス戦略を
計画する際に、この国の歴史や複雑な事情を考慮し
なければならない。



ミャンマーには人権侵害という暴力的な歴史があ
る。人権侵害は今でも横行し、絶えない武力衝突によ
り、動き始めた国民和平プロセスが既に脅かされて
いる。


公式かつ非公式な権限構造

ミャンマーの権限構造は変化しているが、公式な権
限構造でさえ、不明確な関係性やつながりがあるた
め、理解が難しい。非常に強い非公式の権限構造が
ある。ミャンマーは関係性に基づいた社会で、民間セ
クターでは非公式な構造が重要な役割を担う。

民族多様性と緊張

ミャンマーには、135 の正式に登録された民族グル
ープがある。この素晴らしい民族多様性が過去にお
いて、暴動につながっただけではなく、今日において
も民族間の緊張や武力衝突の原因となっている。


かつて、縁故主義、賄賂や汚職が商習慣に蔓延し
ていたが、今日でも依然として問題となっている。民
政移管中の政府は断固として賄賂や汚職を根絶する
つもりだが、旧態依然としたシステムが商習慣に影響
を与えている。



歴史

賄賂及び汚職

地域の差



現在進行形の開発

現在進行中の開発を監視し、企業活動、数値目標
や目的を定期的に評価する。ミャンマーは目まぐるし
く変化しているため、ビジネスチャンスを察知し、効果
的にリスクマネジメントができるよう、継続して市場の
状況を監視することが必要である。

ミャンマーは天然資源が豊富で肥沃な土地が広が
るが、石油、木材または宝石用原石などの天然資源
の埋蔵量、湿地帯から乾燥地域、山岳地帯から平坦
な土地など地理的条件に大きな差がある。自然災害
の影響やその被害の大きさにおいても、地域間で差
がある。その結果、地域によって、事業を行うにあた
り、高いリスクが発生することがある。
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環境

地域

産業

リスク分析はリスクの高い活動を把握し、予防策を
講じ、ガイドラインや手順を作成していく上で重要であ
る。ミャンマーのような民政移管中の国で事業を行う
際、法務、金融及び評判リスクから守るために、効果
的なリスクマネジメントが必須である。

 どの産業に属するか
 法制度はどの程度確立されているか
 法は十分に整備され、施行されているか

人権

リスク分析
 武力紛争地域で事業を行っているか
 天然資源を採掘する事業に関与している
か、また現地コミュニティに影響を与えて
いるか
 先住民の権利に影響を与え、彼らのコミュ
ニティを破壊する可能性があるか
 バリューチェーン内の事業で子どもに影響
を与え、子どもを巻き込む事業があるか
 土地の権利に関連するリスクをどのよう
に特定するか

 企業活動する場所はどこか、また顧客
の市場はどこか
 自然災害の被害を受けやすいか
 民族紛争があるか
 インフラはどの程度発達しているか
 自然環境、生物多様性及び生態系に与え
る自社の影響は何か
 自社の影響をどのように測定し、改善する
か
 適切な廃棄物処理や廃水の管理ができる
施設があるか
 持続可能な方法で資源を利用しているか

 環境、生物多様性の保全及び自然生息地
の回復にどのように貢献できるか
企業活動や操業がどのようにコミュニティ
に影響を与えるか
– 影響を受けるコミュニティの収入創出、能
力をどのように改善できるか
– 現地コミュニティの水をめぐる緊張状態や
食の安全リスクの一因となっているか

コミュニティ

–

– 現地コミュニティのために、どのような雇用

労働

創出や能力開発を準備しているか
 職場の保健、安全を規律する労働法や
規制はどのようなものか
 既存の法規制は国際基準を満たしてい
るか
 労働条件は適切で、社会保障を提供し
ているか
 ジェンダー問題や差別に効果的に取り
組んでいるか
 バリューチェーンの影響やリスクを考慮
しているか
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ステークホルダー・エンゲージメント

行動計画

ステークホルダー・エンゲージメントは、重要課題を
特定し、期待に応える戦略を作り、市場の情報を入
手し、効果的なリスクマネジメントを行い、ターゲットと
なる利害関係者をよりよく理解する上で非常に重要
な手法である。ステークホルダー・エンゲージメントは、
企業が十分な情報を得たうえで決定を下したり、透明
性を増したり、また協力的な活動やパートナーシップ
を構築する基礎を提供する上で役立つ。

ミャンマーのための責任あるインクルーシブ・ビジ
ネス戦略を確立するため、行動計画を策定する。行
動計画は下記を含むものとする。



真のステークホルダー

ミャンマーにおける人間関係の複雑さは、外部の
人間にとってしばしば理解するのが難しい場合があ
るが、自社の事業に関心をもち、その活動や事業に
よって影響を受ける真のステークホルダーを特定す
る。グループ全体やコミュニティを代表して話すことが
できるステークホルダーと確実に関わるようにする。
農村のコミュニティは男性優位の社会であるため、女
性や子ども、少数者の意見を必ず聞くようにする。



信頼

ステークホルダーと信頼関係を築く。ステークホル
ダーとの良好な関係を築くことにより現地で活動する
ソーシャル・ライセンスを得ることができ、競争優位が
もたらされる。ステークホルダーとのコミュニケーショ
ンにおいて、透明性を促進し、精査するよう促す。信
頼を築くために、これから何がなされ、何がなされな
いかを明らかに説明することが重要である。ステーク
ホルダーと自由に、かつ事前に、情報を提供した上で
協議して計画を策定する。

CSR 方針及び手順

企業の内部や外部での活動は明確で強硬な方針
に沿って実施され、進められなくてはならない。その
方針とは本報告書で概説した主要な課題と関連して
いる。ミャンマーの持続可能な発展を考慮し、全体の
目標に沿った形で、企業行動の原則を定義づける。
透明性と責任の決意、尊厳や人権の尊重などといっ
た側面を含めるものとする。方針の一例は以下の通
り。










弱者及び少数派グループ

ミャンマーは、相反する利益をもつ多数の民族によ
って多様な人口が構成されている。ミャンマーの多く
のコミュニティグループが被害を受けやすく、社会的
弱者となっている。異なる民族グループと関わるとと
もに、女性や子どもを含むその他の弱者グループや、
障がい者などの少数者グループと関わることが重要
である。文化的しきたりや現地の制限のためこれらの
ステークホルダーに近づくことが困難かもしれないが、
彼らの意見が表明されていることが重要である。






コーポレート・ガバナンス
反汚職
人権及び人権侵害への加担
人材管理と開発
職業上の健康と安全管理
バリューチェーン・プラクティス
コミュニティ投資と開発
環境と生物多様性
気候変動

ビジネスプラン

海外直接投資（FDI）法による制限や規制の解釈が
不明確なため、企業は詳細なビジネスプランを策定し
た上で、ミャンマー投資委員会（MIC）などの政府機関
と関わる必要がある。
– ミャンマーにおいて民間セクターに適用される現
在の法制度を理解する。
– 今後 1 年、2 年、3 年先までの短期及び長期目
標、測定手順、重要業績評価指標を含む詳細な
プランを策定する。
– MIC とビジネスプラン、制約及び機会について協
議し、許可を申請する。要求事項に沿ったビジネ
スプランを採択し、組織としての目標やゴールを
含める。
– ビジネスプランを促進し、企業活動を確立し、そ
れぞれの手順を実施する。
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資源、監視、及び測定

コミュニケーションと見直し





資源の配置

計画に応じて資金や人的資源を配置する。ミャンマ
ーにおける責任あるインクルーシブ・ビジネスのため
の戦略を管理し、実行するためには、組織全体の能
力向上を行う必要がある。創造的かつ革新的でなく
てはならない。従業員が能力向上プログラムに参加
するよう促す。ミャンマーの急速に変化する環境は、
柔軟性や変化する状況に適応する能力を要求してい
る。



監視及び測定

企業がめざす目標を設定するために、重要業績評
価指標を設定する。何を測定したいかを明確にし、デ
ータの集積プロセス及び指標の測定を継続的に行う。
改善を継続して行うために、インプット、活動、アウト
プットだけではなく、結果や影響を監視し、測定する。
企業活動が現地のコミュニティや自然環境に与える
プラスの影響とマイナスの影響について明確にする。

コミュニケーション

ステークホルダー・エンゲージメントを行うことによ
ってステークホルダーの期待を知ることができる。成
功と失敗を含めた業績を報告することは企業の社会
的責任の一部である。とりわけミャンマーのような国
では、ステークホルダーの能力が限られていることも
あり、時に民間セクターへの無理な期待もあり、内部
や外部とのコミュニケーションに焦点をあてる必要が
ある。信頼と評判を築き、ブランドとしての価値を強化
するためには、透明性を保ち、責任を持つ。情報開示
方針や報告ガイドラインを策定し、フィードバック・メカ
ニズムを実施する。


見直し

行動計画を見直し、目的や目標が達成されたか否
かを分析する。ミャンマーにおける急速な変化により、
企業は定期的に弱みとギャップを把握しなければな
らない。企業の目標を熟考し、達成度を分析する。効
果の測定によって目的、目標が達成されたかを見直
し、将来のプロセスに結果を活かす。
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戦略策定チェックリスト
以下は、企業が責任あるインクルーシブ・ビジネスを発展させるために必要なチェックリストである。

ベンチマーク
•
•
•

社会的責任のある事業を行うという意味では企業はどこに位置するか
現在の位置と目標とする位置に差があるか
主要な競合企業はどこに位置しているか

6 つの資本評価
•
•
•

内部の強み、弱みは何か
外部の状況により、どのような機会や脅威が生じるか
企業はどのようにミャンマーの成長に貢献できるか

ステークホルダー・エンゲージメント
•
•
•

主要なステークホルダーは誰か
異なるステークホルダーはどのように関わっているか
主要なステークホルダーの重要な懸念は何か

リスク評価
•
•

特定のリスクがどの程度起きる可能性があるか
もしそれが起きた場合、その影響はどれくらい深刻か

重要性の評価
•
•

ステークホルダーにとって重要な問題は何か
組織にとって関連する問題、またビジネスの成功に関連する問題は何か

優先順位付け
•

企業が取り組むべきもっとも重要な社会・環境の問題は何か

フレームワークの概念
•
•
•
•
•

どのような方針が存在し、さらにどのような方針が必要か
社内ではどのような役割と責任が必要か
どのような外部の協力が役立つか（例えばパートナー、NGO、サービスサプライ
ヤーなど）
バリューチェーンの中で、どこにインクルーシブ・ビジネスの機会が存在するか
インクルーシブ・ビジネスのフレームワークの中でどのような活動や測定を取り
込むことができるか
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5

結論と推奨

本報告書ではミャンマーにおいて企業が直面する
膨大な機会とリスクの両方を示してきた。責任あるイ
ンクルーシブ・ビジネス戦略は企業を金融、法務及び
評判リスクから守るためだけではなく、ミャンマーにお
いて持続可能な開発に貢献するもっともよい方法で
ある。
ステークホルダーと関わり、発展が全ての人に恩
恵を与えるように社会、環境面における方針と手順
が策定されれば、民政移管中の国が抱える困難にも
かかわらず、責任を持って事業を行うことが可能であ
る。
責任ある包括的な方法でビジネスを行うことは企
業の収益創出を妥協することではない。それはステ
ークホルダーに利益を創出する可能性を提供し、ま
たコミュニティが貧困から脱出する方法を提供するも
のだ。また環境を保全し、人権を尊重し、かつ収益率
の高い企業活動を促進するものである。
ミャンマーのように急速に変化するダイナミックな
経済において、投資し、その後責任あるインクルーシ
ブ・ビジネス戦略を策定する際に、考慮しなければな
らない多くの側面がある。図 4 は本報告書で分析さ
れた個別の側面をまとめたものである。

企業は、本報告書で概説した 6 つの資本に関わる
方法を批判的に分析することを通じて、自社の活動、
バリューチェーン、影響の範囲において、いかに責任
ある活動ができるか評価すべきである。リスクを軽減
し、国の資本の発展に貢献することを優先すべきで
ある。
持続可能な発展に貢献するためには、自社の活動
がどうすれば包括的に、とりわけ貧困層に重点を置
いて行えるかを十分考慮しなければならない。従業
員と協力すること、経済ピラミッドの底辺にいる人々
（BOP 層）にとって手頃な価格の商品やサービスを提
供すること、また商品の流通や販売ネットワークを通
じて人々が雇用される機会を提供するバリューチェー
ンを策定することを通じて、包括的な取組みができる。
インクルーシブ・ビジネスは、小規模ビジネスを始め、
長期的に富を創出できるような企業間の連携を構築
することである。
企業は責任あるインクルーシブ・ビジネスに対する
戦略的アプローチが必要であり、ミャンマーが直面す
る課題に取り組む必要がある。現在進行中のステー
クホルダー・エンゲージメント、能力開発、企業活動
の影響を理解することはそのプロセスの中心となる。
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図 4: 責任あるインクルーシブ・ビジネス・モデル
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基本事項を正しく理解する

ステークホルダーとの関わり





透明性を保ち責任を持つ

責任あるインクルーシブ・ビジネスであるためには
企業活動に透明性が必要である。企業はその活動、
業務、業績及び失敗について効果的に情報公開す
べきである。責任を持ち、評価を受けることは、ステー
クホルダー・エンゲージメントを促す上で重要である。


ミャンマーのビジネス環境を理解する

企業や外国の投資家は社会の慣習と文化的規範
を把握しなければならない。人材管理、コミュニケー
ション、経営を含め、全ての企業活動は既存の価値
観の影響を受けるであろう。職場の多様性の管理や
民族関連の問題に携わる人は異文化問題を調整す
る能力が必要であり、ミャンマーの多様性については、
現地の地域間と文化的差異に関する知識をもつこと
がとても重要である。


CSR 方針と手順に従う

明確に定義された方針は、急速に変化する環境に
おいて責任ある形で事業を行うために、必要不可欠
である。法律上の義務は明確にされていないこともあ
り、単純に法の支配に従うことができない場合もある。
責任ある企業は基本的な義務を越えて、最も高い国
際基準を満たす責任あるインクルーシブ・ビジネスの
ロールモデルとなる必要がある。

誰がステークホルダーであり、彼らは何を考えて
いるかを知る

ステークホルダー・エンゲージメントを継続的に実
施することは必須であり、そのプロセスは、ステーク
ホルダーを特定し、優先順位を付けることから始まる。
ステークホルダーの懸念とそれに対する適切な対処
を見直しながら、ダイアログを行い、またステークホル
ダーの懸念がどこにあるか把握することは、ステーク
ホルダーと長期的な信頼関係を構築するために、必
要不可欠である。ミャンマーという国を考えた場合、
被害を受けやすい少数民族や社会的弱者のグルー
プとのかかわり合いは特に配慮すべきである。

不完全な法規制を補う


何が起きているかを知る

政治の状況、変化する法規則や改革プロセスにつ
いて常に最新情報を得ることが重要である。将来設
計をし、機会とリスクを特定し、変化する環境に素早く
対応する。


法的助言を得る

既存の規制を理解し、採択された新法の解釈のた
めに、法的助言やコンサルテーションが重要である。
どのように法に従って行動するかについて現地の実
務的なアドバイスが重要となる。法律は漠然としたも
のも多く、特定のビジネスの文脈に沿って解釈される
必要がある。


政府及び重要な各機関と関係を築く

ビジネスを行いやすい環境作りに関わり、知識移
転、関連するビジネス分野やベスト・プラクティスにつ
いて政府機関に助言することが、ミャンマーにとって
重要である。責任ある形で政治にかかわることは、企
業の社会的責任の一部である。政府や各機関と関わ
ることによって、企業は人脈や関係性を構築すること
ができ、それはミャンマーのように関係性が基本とな
る社会にとって必要なことである。
© F. Roxburgh, 20013

CSR Asia I CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 45

RESPONSIBLE AND INCLUSIVE BUSINESS IN MYANMAR

リスクと責任の両方を考慮する

新たなインクルーシブ・ビジネス・モデルを創る





焦って駆けこまない

責任ある企業はミャンマーに焦って駆け込むべき
ではない。ミャンマーへの投資や事業計画が適切に
立てられてから実行に移さなければならない。適切な
デュー・デリジェンスとリスク評価は、安全で利益率の
高いビジネスには必要不可欠である。期待できそうな
機会があると、早く参入したくなるが、ミャンマーでビ
ジネスを行う上で考えられるリスクに対して十分な事
前準備をする必要がある。

自社のセクターや専門分野で革新的なインクルー
シブ・ビジネスの機会を検討する。インクルーシブ・ビ
ジネス・モデルが、企業と地域社会両方にとって価値
あるものとなることが重要である。貧困層の人々が能
力開発を通じて自立できるよう支援、企業の技術移
転、人々が起業できるように支援することが重要であ
り、特に女性と起業家を支援する。




事業計画を策定する

リスクと機会の適切な評価に基づいて、現実的な
事業計画が立てられなければならない。大規模な投
資、または制限された地域やリスクが高い地域で企
業活動を行う場合、ミャンマー投資委員会(MIC)が主
要な政策決定機関となる。総合的な事業計画を策定
し、投資の許可を申請する際は、各関係政府機関と
関わることが重要である。


6 つの資本にいかに貢献できるか特定する

6 つの資本に対し、自社がいかに貢献できるかを
分析し、国全体の発展のためどの分野で貢献できる
かを特定する。資本によって貢献できる幅が異なるが、
機会は豊富にあり、どのような貢献であっても重要で
ある。環境保全と貧困層に機会を創出することに配
慮する。これがミャンマーの長期的成長に必要不可
欠である。

インクルーシブ・ビジネスの機会を特定する

共に創る

企業活動により影響を受けるコミュニティと有意義
な対話をする。信頼を醸成し、貧困層を徹底的に理
解し、ニーズを理解することが、いかなる取り組みに
も欠かせない。


長期間にわたりコミットする

ミャンマーにおける投資は長期的な視点で見る。計
画の開始からそれが実行可能で、自立できるように
なるまで適切なタイムラインを設定する。企業が地域
社会の生活を改善し、インクルーシブ・ビジネスを通じ
て貧困を削減することがねらいであるなら、「迅速だ
が、不正を行う」のは選択肢ではない。


パートナーを探す

パートナーシップの構築は責任あるインクルーシ
ブ・ビジネス戦略の中心となる。必要とされる知識をも
ち、ミャンマーで重要な社会的ネットワークへのアクセ
スがあるパートナーを探す。現地政府、NGO、パート
ナー企業と力を合わせることで、ミャンマーが面して
いる多くの課題に解決策を提供できるであろう。



期待に応える

ステークホルダーを失望させないようにするために、
彼らが期待することを理解し、適切に対応することが
必要である。自社の期待と他の人の期待を明確にし、
達成目標を現実的なものとする。

© Gusjer, 2005
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ミャンマーでは責任ある国際投資が必要とされて
いる。企業は国の持続可能な発展に多大な貢献をす
ることができる。しかし、民間セクターは、責任あるイ
ンクルーシブ・ビジネスの総合的な戦略を策定し、ど
の市場に参入する際も十分注意を払って、ステーク
ホルダーと関わり、成長が全ての人に恩恵を与える
ようにしなければならない

ミャンマーが包括的に成長し、持続可能な方法で発
展するためには、長く、挑戦的な道が待っている。し
かし、楽観的な見方もあり、この難しい仕事が達成で
きると望む理由が十分ある。

我々が面している困難にも拘わらず、我が国
の全ての力を結集して、力を合わせてで努力
すれば、我々が行っている改革が全て成功す
ると、私は強く信じている。

本報告書は企業がミャンマーで面している外部環
境の分析を行い、どのようにして責任あるインクルー
シブ・ビジネスを発展させればよいか示してきた。また
企業に対し、継続的に事業を行い、企業の社会的責
任に関連したベスト・プラクティスを取り入れ、ミャンマ
ーの主要な開発ニーズに応えることを推奨する。

（テイン・セイン大統領）44
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The Myanmar Times, “News, Cooperate with us: U Thein Sein”, The
Myanmar Times, http://www.mmtimes.com/ index.php/nationalnews/3904-cooperate-with-us-u-thein-sein.html (accessed 27.03.2013).
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