
　公益財団法人高速道路調査会では，平成 29 年 10 月 26 日㈭～ 11 月１日㈬にかけて第 60 回海外道路調査団を派遣した。
ここでは，ミャンマー連邦共和国におけるインフラ輸出展開および日本の道路技術の活用に関する最近の取組みを報告す
る〔関連記事 p. 56～〕。

ミャンマーにおけるインフラ輸出展開・日本の道路技術の活用に関する海外調査
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（フェーズⅠ）

写真―８　ヤンゴン市内の交通状況
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１．海外道路調査団について

　公益財団法人高速道路調査会が講習等事業として主

催する海外道路調査団は，海外の高速道路に関する最

新または日本とは異なる取組みを調査・情報収集する

機会を広く提供することを目的に，一般公募により調

査団を結成し派遣している。

　2000 年以降に派遣した同調査団は，本調査団を含

め計 35 回，延べ 686 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，東南アジアにおける本邦機関・企業に

よるインフラ輸出展開に関し，日本の道路技術の活用

状況や課題等について現地調査を行うため，今回はミャ

ンマー連邦共和国に着目し，同国の政府機関および同

国で活躍中の本邦企業を訪問した。具体的には，ミャ

ンマー連邦共和国建設省（Ministry of Construction： 

MOC）の JICA長期専門家，八千代エンジニヤリング

㈱ミャンマー事務所，JICAミャンマー事務所，新タケ

タ橋建設工事を行っている東急建設㈱・東洋建設㈱・

㈱ IHI インフラ建設 JVおよび日本工営㈱，ティラワ

地区インフラ開発事業ヤンゴン港拡張工事（フェーズ

Ⅰ）を行っている東洋建設㈱・JFE エンジニアリン

グ㈱ JV，ミャンマーと日本との合弁会社である J&M

スチールソリューションズ株式会社（ヤンゴン市タケ

タ地区）の計６カ所を訪問し，意見交換を行うと共に，

現地調査を行った。また，ヤンゴン・マンダレー高速

道路の運用状況およびアジアハイウェイ等の主要幹線

道路の道路事情の調査を行った。

　ミャンマーは「アジア最後のフロンティア」と称さ

れ，今後の経済発展のポテンシャルが期待されている

とおり，日本においても官民一体となった「インフラ

輸出戦略」が精力的に進められ，実際，JICA を中心

に道路・電力・水道等，あらゆるインフラ・プロジェ

クトが鋭意進行している。建設工事現場では，本邦企

業の技術協力のもと，ミャンマーの若い従業員が額に

汗を流し，母国の将来発展のために懸命に働いている

様子が窺え，どこか昔の日本を思い出すような気にと

らわれるとともに，この国全体の活気と底知れぬパ

ワーを感じざるにはいられなかった。

　本調査団は 13 名により編成され，10 月 26 日㈭か

ら 11 月１日㈬までの５泊７日の行程で，同国におけ

報　告

ミャンマーにおけるインフラ輸出展開・
日本の道路技術の活用に関する海外調査

　公益財団法人高速道路調査会が平成 29 年 10 月 26 日㈭から 11 月１日
㈬まで実施した，ミャンマーにおけるインフラ輸出展開および日本の道
路技術の活用に関する海外調査の概要を報告する。

第 60回海外道路調査団
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る課題やわが国との相違点等について，現地職員への

ヒアリングと共に意見交換を行ったものである。以下

に本調査団における調査概要を報告する。

３．調査結果概要

⑴ミャンマー連邦共和国建設省（MOC）

　JICAではMOCに長期・短期専門家を派遣し，「道

路橋梁技術者能力強化プロジェクト」を 2016 年５月

から実施している。現状におけるミャンマーの課題と

しては，橋梁に関する設計や維持管理に関わる問題に

加え，基本的な品質管理手法や検査体制等が整ってい

ないとのことである。そこで，同プロジェクトでは，

建設時の品質管理能力を向上させることを目標に掲げ

進められているとのことである。さらに，この目標を

達成する手段として，MOCの橋梁や道路構造物の建

設に従事するエンジニアに対し，OJT の手法を用い

て，職員の技術力の強化を図っている。

　JICAでは，同プロジェクトの成果として，以下の

３項目を掲げている。１つ目は，道路・橋梁セクター

に関する幅広な政策課題に関して支援することであ

る。これには道路ネットワーク整備方針等への助言が

含まれている。２つ目は，ミャンマーにおける建設マ

ネジメントシステムを開発することである。具体的に

は，検査体制や報告体制等の建設管理システムを構築

することである。３つ目は，品質・安全管理に関する

マニュアルを整備することである。ここでは施工管理

要領等の整備を行うことになっている。

　同プロジェクトの日本側の体制は，JICA 長期専門

家が２名（東日本高速道路㈱および西日本高速道路㈱

から出向），また，高速道路会社や日本のコンサルタ

ント企業からの短期専門家 10 名を，年間４回，１回

当たり１カ月程度の頻度で派遣している。

　MOC職員の技術力強化のための OJT の方法とし

ては，MOCの職員からコアトレーナーを約 30 名選抜

し，コアトレーナーが中心となり，以下の４段階から

成るプロジェクトを実施していく計画となっている。

最初のステージ①では，JICA 専門家のみで現状の調

査を実施する。ステージ②では，JICA 専門家とコア

トレーナーが協力し，ワークショップなどを実施しな

がらマニュアルを作りあげていく。ステージ③は，パ

イロット・プロジェクトにマニュアルを適用し，必要

に応じてマニュアルを改訂していく。そして，最後の

ステージ④は，マニュアル普及期として，マニュアル

をすべてのMOC職員へ普及させていく計画である。

　なお，同プロジェクトの全体スケジュールが 2016

年５月～ 2019 年４月の３年間であり，われわれが訪

問した際のプロジェクトの進行状況は，ちょうどス

テージ②の中間ぐらいとのことであった。この段階で

は，品質管理マニュアルの最初の整備を終え，パイ

ロット・プロジェクトの準備を開始するところであっ

た。また，このまま順調に進めば，2018 年からは，パ

イロット・プロジェクトを通して，OJT が予定され

ているとのことである。

⑵八千代エンジニヤリング

　八千代エンジニヤリングミャンマー事務所は 2014

年４月に開設され，同国における業務は，2003 年の

「麻薬対策事業」に始まり，その後，サイクロン・ナ

ルギスでの被災地の復旧・復興事業，通信網改善計

画，地方開発・貧困削減，道路建機整備計画，ヤンゴ

ン都市圏開発プログラム形成準備調査，洪水・地滑り

被災地学校再建計画などの多種多様な業務に携わり，写真―１　ミャンマー連邦共和国建設省
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現在に至っている。

　八千代エンジニヤリングの今後の活動計画として

は，現在，都市部の開発に関して民間投資が盛んな状

況であり，今後も十分な開発が見込まれるため，ミャ

ンマー国内の地方開発に目を向けていくとのことであ

る。これは，現在，地方部は誰も注目しておらず，都

市部との格差は広がる一方であり，この流れがこのま

ま続けば人の流れも都市部に集中する可能性があり，

過密化が懸念されるためとのことである。

　同社を訪問した際，同社が手掛けた過年度のプロ

ジェクトの一事例として，「道路建設機材整備計画」

を紹介して頂いたので，ここではその一部を紹介す

る。このプロジェクトは，MOCへの無償資金援助の

中で道路整備に関わる計画から機材供与，機材の操

作・操縦方法，維持管理等の運用支援およびパイロッ

ト工事までを行った業務である。

　説明資料の中で見せて頂いた一般道路の舗装パイ

ロット工事の施工状況写真では，日本における道路工

事の施工を当然のように見ている者としては，驚愕の

施工状況であった。ヘルメットではなく麦わら帽子の

ようなものを被る作業員が，作業靴ではなくサンダル

履き，民族衣装のロンジーを着ている。これらに加

え，女性作業員が多く従事していることなど，日本で

は到底見られない光景であった。

　なお，このパイロット工事の施工状況としては，材

料の砕石を浅い鉄鍋に入れ小運搬・敷均しを人力で行っ

ており，時間は要するが，手作業で丁寧に施工してい

る様子が窺え，敷均し面は良好に見える（写真―２）。

　また，この写真に見られる人力主体の「労働集約

型」施工は，地方部における地域住民への一種の失業

対策事業として実施されているとのことであり，機械

化施工を進めると，逆に失業者が増加してしまうとの

ことである。

⑶独立行政法人国際協力機構（JICA）

　ミャンマーに対する JICAの協力活動は，①国民の

生活向上（保健医療，農業，農村開発，基礎教育，少

数民族地域支援，防災等），②人材育成・制度整備（高

等教育・産業人材育成，法整備，財政・金融，貿易・

投資・産業開発，観光），③持続的経済成長（電力・

エネルギー，運輸・交通，上下水道，情報・通信等）

を主な対象分野として取組んでいる。

　JICAミャンマー事務所には，25 名の日本人が駐在

し，30～ 40 名のミャンマー人のスタッフが常駐して

いる。代表的な協力活動として，有償資金協力，無償

資金協力，技術協力の３つの大きな柱がある。これら

の協力事業は，2009 年から始まり，2015 年ベースでは，

有償資金協力 1,257 億円，無償資金協力 138 億円，技

術協力 88 億円を拠出し，案件の形成・管理を行って

いる。以下には，われわれが訪問した際にご説明いた

だいた JICAで行っている案件を２つ紹介する。

　１つ目は，有償資金協力で行っている「東西経済回

写真―２　人力での敷均し状況 写真―３　会議状況（JICA ミャンマー事務所）
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廊整備事業フェーズ１」である。ミャンマーでは経済

発展に伴い，生産拠点の増加や消費の活性化などによ

り，タイとの貿易量が大幅に増加すると予測されてい

る。両国の陸上輸送は，タイ側区間では整備が進めら

れているものの，ミャンマー側区間では急勾配や急

カーブ，重量制限が課された橋梁など，多くのボトル

ネックが存在し，物資輸送等に多くの日数を要する状

況である。そこで，このプロジェクトでは，マータバ

ン湾に位置する海沿いの都市モーラミャインとタイと

の国境付近に位置する都市ミャワディを繋ぐ道路区間

のうち，３カ所の橋梁について架替の計画立案・設計

を進めているところである。

　２つ目は，「ヤンゴン都市圏開発プログラム準備調

査」である。JICAにおける都市開発の協力方針は，

「環境に配慮し快適で効率的な持続的都市開発・管理

の実現」および「人々と社会に必要な都市サービスへ

のモビリティとアクセシビリティを保証するため，安

全性・快適性・公平性に優れる交通システムと持続可

能で効率的な公共交通システムの構築」の２つを柱と

している。都市開発では，特に大都市であるヤンゴン

を中心に事業を行っており，優先プログラムとして，

道路交通管制システムの導入，ヤンゴン環状鉄道改修

事業，土地利用規制の制度化と運用および歴史的建造

物を活用した地区再生が挙げられている。現在，JICA

では，2035 年を目標年次とするヤンゴンの総合都市

交通計画の策定を進めており，この計画の中での優先

プロジェクトは，新タケタ橋建設，バゴー橋建設，都

市鉄道整備，インナーリングロード整備，公共交通志

向型開発導入，ヤンゴン都市交通庁の創設がある。

⑷新タケタ橋建設工事（東急建設・東洋建設・IHI

インフラ建設 JV，日本工営）

　新タケタ橋建設工事は，日本政府の無償資金協力に

よる建設プロジェクトである。

　ヤンゴン市は，多くの河川によって市内中央部と周

辺地域が分断されるという特徴を持ち，相互地域間の

道路交通は，15 本の橋梁によって担われている。そ

の橋梁のうち，高い利便性を持つ橋の１つが，ヤンゴ

ン市中心部とタケタ地区の間を流れるパズンダウン川

に架かるタケタ橋である。

　この現タケタ橋は，ヤンゴン市中心部と同市の物流・

生産拠点として開発が進められているティラワ工業団

地やティラワ港等とを結ぶ路線上に位置し，交通量が

約 29,000 台 / 日（2013 年）と一般的な２車線道路の

交通容量を超過しているため，慢性的な渋滞が問題と

なっている。また，バス等の大型車両の通行に伴う大

きな上下振動により劣化の加速が懸念されるため，現

在は車両総重量 10t の重量制限が設けられている（写

真―４）。

　以上のことから，新タケタ橋建設工事は，現タケタ

橋の隣に橋長 252 ｍ，道路幅員 20.5 ｍの新しい橋を建

設するプロジェクトである。このプロジェクトにより，

①物流の効率化と地域住民の生活改善，②安全・安心

な道路整備の実現，③エクストラドーズド橋および鋼

管矢板井筒工法の技術導入の３点が期待されている。

　まず，上記①については，２車線を４車線化するこ

とにより，交通容量の拡大・通行速度の向上が見込ま

れ，それに伴って物流・旅客輸送の時間短縮が図ら

れ，地域住民の生活改善が期待できる。また，②につい

ては，既存道路は幅員が狭いが，本プロジェクトが日

本の道路構造令に基づく幾何構造・幅員構成を有する

道路として整備されることにより，利用者の安全性が

確保され，安心して走行できる道路となる。③につい

ては，本プロジェクトでは，適用支間 100 ｍ級のエク

写真―４　現タケタ橋の交通状況
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ストラドーズド橋や大水深でも施工可能な鋼管矢板井

筒工法が導入されるため，ミャンマーにおける実施機

関や施工業者への技術移転が進むことに加え，同国の

設計従事者には，橋梁設計時において橋梁形式や基礎

形式検討など，設計上の選択幅の広がりも期待できる。

　また，本工事に従事する日本工営の方に伺ったこと

であるが，このような日本企業によるプロジェクトを

実績として積み重ねていくことにより，同国において

ALL JAPANの機運を醸成しつつ，JAPAN BRAND

の名をより強固にすることで，将来における本邦企業

の参入機会の増加に繋げていきたいとのことである。

⑸ティラワ地区インフラ開発事業ヤンゴン港拡張工

事（フェーズⅠ）（東洋建設・JFEエンジニアリング JV）

　訪問先の東洋建設・JFE エンジニアリング JVでは，

はじめに当該事業の事業背景についての説明があった

ので，ここで紹介したい。現在，世界の海上貿易が拡

大する中，東南アジア諸国がそのチャンスを生かそう

と港湾設備にしのぎを削っている。世界の海上貿易は

100 億 t を突破し，その約 60％がアジア経由である。

ミャンマーも同様，急激な経済成長に伴い，貨物輸送

量の増大が見込まれている。しかし，現存するヤンゴ

ン港では将来の貨物需要を満たすことが困難であるた

め，ヤンゴン市に隣接する「ティラワ地区港」に大型

船舶が入出港できる最新機能を備えたコンテナターミ

ナルを建設することで，海上輸送の効率化を図り，経

済発展並びに国際競争力強化に寄与するものと期待さ

れている。

　このような背景のもと，2012 年 12 月に結ばれた，

日緬両国政府間の協力覚書に基づき，日・緬民間企業

による共同企業体がティラワ特別経済区（Special 

Economic Zone：SEZ）の開発を進めることが合意さ

れている。ティラワ地区開発における官民の役割分担

としては，SEZ 内部のインフラについては共同企業

体による整備が行われ，外部周辺インフラについては

公共性の高い事業であるため公共事業として円借款を

活用して，ミャンマー政府が整備する方針で進められ

ている。

　本事業は，ミャンマー国の「持続的経済成長のため

に必要なインフラや制度の整備等の支援」の重点分野

の一つで，ティラワ SEZ を含めた同地区の開発に貢

献するものであり，2015 年９月にミャンマー港湾公

社から「ティラワ港コンテナターミナル建設工事」を

東洋建設と JFE エンジニアリングの共同企業体で受

注し，日本政府が JICAを通じて供与する有償資金協

力（円借款）で実施されているものである。

　ティラワ国際港はヤンゴンの南方 25 ㎞に位置する

国際港であり，BOT方式で建設され，1996 年供用が

開始されている。同港はミャンマー港湾公社が所有

し，民間セクターが運営している。当該工事は，ヤン

ゴン川河口付近の工事であり，20,000ｔクラスのコン

テナ船を２隻接岸可能なコンテナターミナルを建設す

るものである。なお，一般円借款の案件で，日本・

ミャンマー以外の国の業者を含めた競争入札であった

が，短工期で施工可能なジャケット工法の採用により，

日本企業の技術が高く評価され，受注に結びついたも

のである。請負金額は約 150 億円とのことである。

　口絵では，訪問先の JVの方から頂いた当該工事の

施工状況をドローンで撮影した写真を掲載したが，こ

の写真に見られる通り，広大な敷地の中で，大規模な

造成工事および港湾基礎工事が進められている。ま

た，訪問時は，写真―５に示した桟橋も間もなく架設

が始まるところであった。

写真―５　桟橋の施工状況
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⑹ J&Mスチールソリューションズ株式会社

　J&Mスチールソリューションズ株式会社（以下，

「J&M」）は，ミャンマー国建設省と JFEエンジニア

リング株式会社（以下，「JFE」）の合弁会社である。

JFEは，米国の経済制裁下（1997～ 2012 年）で多く

の外国企業が撤退する中，道路・橋梁の社会インフラ

整備を目的とした技術協力を続けた。当国において，

次第にその技術力が認められるようになり，インフラ

整備の国産化・高品質化を目指したい建設省からの要

望を受ける形で，協働で検討を重ねた結果，2013 年，

合弁会社を設立することとなった。

　2013 年 12 月からヤンゴン市タケタ地区にて橋梁な

どの鋼構造物を製作する工場建設を開始し，2014 年

４月には主要設備を稼働して，鋼製橋梁の製作を開

始・出荷し，同年７月 20 日にすべての設備が完成し，

グランドオープンした。

　主要な顧客は，ミャンマー国建設省，JFE，日系ゼ

ネコン他で，道路橋，鉄道橋（鈑桁（I 桁），箱桁，

トラス等）を中心に，港湾施設向けの鋼製ジャケット

や桟橋等の他ガードレール，その他鋼構造物（高層建

築向けの鉄骨，港湾施設コンテナクレーン）の製作を

行っている。

　工場の年間製作能力は 20,000ｔで，土地面積約 65,000

㎡，工場面積約 11,000 ㎡である。現在，改築を行って

いる第三次拡張工事完了後は，年間製作能力 30,000ｔ，

土地面積 95,000 ㎡，工場面積 13,000 ㎡となり，第１工

場がメインの橋梁，第２工場が鉄骨を中心とした小物

工場で，工場敷地内で材料管理から製作まですべてを

行う体制を整えるものである。

　過去３カ年の受注実績は１年目が 9,000ｔ，一昨年が

21,700ｔ，昨年が 18,500ｔで約２倍に伸びている。具体

的には，2015 年に，JFE が約 10,000ｔ弱のバングラデ

シュの橋梁を受注したものを製造しており，現在出荷

中である。また，2016 年は，同様に，JFEからティラ

ワ地区の鋼製ジャケットの製造を請け負った。訪問時

は，バングラデシュ向けの鋼箱桁橋と国内向けのトラ

ス橋および箱桁橋を製作していた。特に，南アジア地

域の政府開発援助（ODA）に係る案件では，JFE が

J&Mを東南アジアの生産拠点に据えて工事を受注し，

この結果，J&Mによる橋梁製品の海外輸出を行って

いることに対して，ミャンマー政府から高い評価を得

ていることである。

　現在は，従業員数 579 名（2017 年 10 月１日）で，

これ以外に日本人８名が在籍している。そのうちエン

ジニアは 92 名で，女性の割合が 65.2% と非常に高

い。また，年齢構成は約 80％が 30 歳以下，平均年齢

27 歳と非常に若い会社である。

　工場内および敷地内は，整然としており，全体的に

清潔感のある工場である（写真―６）。また，従業員

用の大きな食堂も敷地内に設置されていること等，こ

こで働くミャンマーの方々はとても良い職場環境が整

えられ，羨ましい限りである。

⑺高速道路調査

　高速道路調査では，ヤンゴン・マンダレー高速道路

を首都ネピードーよりバゴーまでの間の 260 ㎞を走

行し，途中，本線料金所や高速道路近隣の休憩エリア

に立寄った。この区間は平坦地でトンネル，長大橋は

無い。

　道路の路面は，大部分がコンクリート舗装で，車線

幅は追越車線 2.5 ｍ，走行車線 3.5 ｍの構成となって
写真―６ 　J&Mスチールソリューションズ株式会社 

工場内の様子
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いる。舗装は車線幅しかされていないため，非常に狭

く感じる。ネピードー付近では一部拡幅工事を行った

箇所も見られたが，その他の箇所はそのような改築工

事の状況は見られない。

　中央分離帯は園地で４～５ｍ程度の中木が植栽され

ており，コンクリート製縁石が間隔を置いて設置され

ている。舗装面の外側に幅 10 ｍ程度の土の路側帯が

あり，その部分を緩衝帯として，直角に多数の農道が

接続されている。また，高速道路であるが，本線の

所々にUターン路もある。平らな土地に高速道路を

建設した結果，既設道路を遮断することになり，跨高

速道路橋もないため，高速道路内に人の立ち入りが必

然になっている状況と見られる。

　カーブでは，片勾配や緩和曲線部がないため（写真

―７），制限速度 100 ㎞/h での進入は危険な箇所もあ

ると思われ，一部のカーブは手前に 80 ㎞/h の速度規

制標識が設置されていたが，大体の車は車線を跨ぎ道

路中央を走行している。この高速道路では，供用当初

はトラックの走行を認めていたが開通当初に事故が多

発したため，現在３軸以上のトラックは通行できなく

なっている。交通量は，調査した日が土曜日午前のた

めか，断面通行量は 200 台 /h 程度に見えた。また，

高度な交通管理が必要となる可変情報板のような施設

は設置されていない。

　料金所は今回走行した約 260 ㎞の区間に，本線料金

所が，ネピードーのインターチェンジ付近と115マイル

地点付近に２カ所あった。また，同区間には料金所の

無いインターチェンジが数箇所あるため，遠距離を通

行しない場合は，実質無料で通行できることになる。

　われわれは 115 マイル地点付近の本線トールバリア

に立寄ったが，料金所ブースは片側４レーンのうちの

１レーンのみが解放されていた。通行料金は前払い制

で，行先を告げて料金を支払い，途中の本線料金所で

レシート見せ通過する方式である。また，ドイツの

メーカーの ETCが導入されていたが，現在はミャン

マー建設省による試験を行っている段階とのことで

あった。ETCシステムは，現状を見る限り，普及に時

間がかかると思われる。

　高速道路近隣の休憩エリアとして立寄った 115 マイ

ル地点付近の休憩エリアは大きな商業施設であった

（写真―８）。コンクリート舗装の駐車スペースは広

大で，小型車スペースは雨季を考慮してビニールテン

トの屋根が設置されている。レストランはビュッフェ

スタイルの飲食店が４棟程あり，大きなガソリンスタ

ンドを併設，24 時間営業のATMも設置されている。

水洗トイレは洋式・和式があり，清掃が行き届き清潔

だった。このような休憩施設の他，高速道路に隣接

し，正規の施設ではないと思われる小さな売店のよう

な休憩所がいくつか見られた。

⑻幹線道路調査

　幹線道路調査の１つとして，ヤンゴン市内のヤンゴ

ン川沿いにある重量車両専用道路を走行した。この道

路は，アロン国際港における輸送用の重量車両指定

写真―７　高速道路本線のカーブ 写真―８ 　高速道路近隣の休憩エリア 
（115 マイル地点付近）
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ルートとなっており，多くは大型トレーラーが走行し

ている。道路沿いには貨物ターミナルが立ち並び，当

該道路への専用出入口を設けている。また道路内には

多数のトレーラーが駐車していたが，これはヤンゴン

市内には大型車の駐車スペースがないため，道路が駐

車場を兼ねているとのことであった。

　また，この道路には鉄道の軌道が過去に設置されて

いたとのことである（写真―９）。これは，ミャン

マー初の路面電車として，ヤンゴン川沿いの約６㎞を

2016 年１月から日本の広島電鉄の旧車両が走ってい

たもので，ヤンゴンの環状鉄道の電化に向けた実験線

と位置づけられ，テイン・セイン前大統領の肝いりで

整備されたものである。しかしながら，利用者数の低

迷と混雑した道路を走ることによる交通事故の可能性

があるとして開通から半年後の７月１日に廃線が決定

したようである。

おわりに

　バンコク経由で首都のネピードー国際空港に夕刻到

着したが，ロビーに人影は皆無だった。ホテルまでの

道路は片側４車線で，水銀灯の道路照明も完備され，

非常に立派な印象を受けた。しかし翌朝，移動中のバ

スから最初に見えた光景は牛車が歩き，立派な道路に

バイクや中古の日本車が走る光景だった。

　ネピードーの調査を終え，最大都市ヤンゴン市内に

入ると，バイクは市内走行禁止のため見かけないが，

中古の日本車の洪水だった。渋滞のため信号機は機能

せず，警察官が手動で点灯時間を調整していた。駐車

場が無いため，路上駐車が当たり前となっており，通

行できる道路幅を狭めている。中心市街地は車で溢れ，

営業車であるバスやタクシーが，渋滞の中で整備不良

のため故障し，渋滞に追打ちをかける光景が目撃され

た。インフラ整備は一朝一夕にはできるはずもなく，軍

政が続いたため近代化が遅れ，外部から一気に多種多

様なものが押し寄せた結果のるつぼ状態にも思える。

　ミャンマーのGDP伸び率は 7.5％を超え，インフラ

に対する投資がさらに増加する事は誰の目にも明らか

であるが，今回の調査を通してインフラ整備を行う上

でODAの問題や日本企業が進出するうえでの課題の

一部を垣間見ることができたと思う。また民主化にな

り近代化を行う上で，多様な分野での技術者が不足し

ており，人材育成の必要性を痛感した。高速道路につ

いても，物流に貢献できていない現状を改善するた

め，人と車両の完全分離，大型トラックを通行可能に

する道路，さらに構造物の改修が急務である。

　訪問先の方々から伺ったお話の中で必ず出てくる言

葉は，勤勉な国民性であり，多方面から的確に支援を行

うことで，日本がこの国の発展に寄与できると感じた。

　最後にお忙しい中，われわれ視察団のために貴重な

時間を割いていただき，丁寧に説明して頂いた訪問先

の方々にお礼を申し上げたい。

写真―９　重量車両専用道路の電車軌道
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