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本調査は日本学術振興会科学研究費補助金（若手研究B；研究課題名「新興国のモータリゼーションと価格競争：日本

企業のグローバル戦略からの国際比較研究）の研究成果である。
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1 調査の概要
（第1回ミャンマー中南部（2011年12月28日～2012年1月8日））

• 2011年12月28日 熊本から福岡へバスで移動、福岡
からタイ・バンコクへ空路移動／11:40福岡発 15:35
タイ・Bangkok着（便名TG649）／Bangkok泊

• 2011年12月29日 バンコクにてミャンマービザを取得、
需要（一般消費）動向の調査／Bangkok泊

• 2011年12月30日 バンコクにて需要（一般消費・オー
トバイ）動向の調査／Bangkok泊

• 2011年12月31日 Bangkokからミャンマー・Yangonへ
空路移動／16:25タイ・Bangkok発 17:10ミャンマー・
Yangon着（便名FD3772）／Yangon泊（ホテル名
Daddy’s Home）

• 2012年1月1日 ヤンゴンにて需要動向の調査および
Bagoへの移動（鉄道）／Bago泊（ホテル名Mya Nan 
Da Hotel）

• 2012年1月2日 Bagoにてオートバイ販売店、需要動
向調査、Mawlamyineへ移動（バス）／Mawlamyine泊
（ホテル名Ngue Moe Hotel）

• 2012年1月3日 Mawlamyine,Mudon,Thanbyuzayatに
てオートバイ販売店、需要動向調査／Mawlamyine
泊（ホテル名Ngue Moe Hotel）

• 2012年1月4日 MawlamyineからYangonへ移動（鉄
道）／Yangon泊（ホテル名Park Royal Hotel Yangon）

• 2012年1月5日 Yangonにて自動車補修市場調査、資
料収集／Yangon泊（ホテル名Park Royal Hotel 
Yangon）

• 2012年1月6日 YangonからBangkokへ移動（空路）／
8:30 Yangon発 10:15 Bangkok着／Bangkokにて需
要動向調査、資料収集／Bangkok泊

• 2012年1月7日 Bangkokにて資料収集

• 2012年1月8日 Bangkokから福岡へ空路移動。福岡
から熊本へバスにて移動。／1:00 Bangkok発 8:00
福岡着 11:30 熊本着

• 本調査は日本学術振興会科学研究費補助金（若手
研究B；研究課題名「新興国のモータリゼーションと価
格競争：日本企業のグローバル戦略からの国際比較
研究）による。

3



BKK→Phitsanulok→Chiang Rai→Mae Sai→Tachilek in Myanmar→Mae Sai→（ここまで全て
バス）→Chiang Rai→（飛行機）→BKK→（飛行機）→Sukho Thai→（Taxi)→Mae Sot→Myawadi
in Myanmar→Mae Sot→（飛行機）→BKK→（Taxi)→Ryaong→BKK

• 2012年3月24日 タイ・バンコク入国／長距離バスにて7時間でピッサヌローク（東西南北
回廊の結節点）へ。

• 2012年3月24日 ピサヌロークからタイ北端の都市メーサイへ。長距離バスにて所要7時
間15分。

• 2012年3月25日 メーサイから陸路ミャンマー・タチレイへ。

• 2012年3月26日 メーサイから陸路ミャンマー・タチレイへ。

• 2012年3月27日 メーサイから陸路チェンライへ。チェンライから空路バンコクへ。

• 2012年3月28日 BKKから空路スコータイへ。スコータイから陸路でタイ西端の都市メー
ソートへ。メーソートからミャンマー・ミャワディへ。

• 2012年3月29日 メーソートから空路BKKへ
• 2012年3月30日 帰国

＊本調査は日本学術振興会科学研究費補助金（若手研究B；研究課題名「新興国のモー
タリゼーションと価格競争：日本企業のグローバル戦略からの国際比較研究）による

第2回タイ・ミャンマー国境都市（2012年3月24日～3月30日）
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2 ミャンマーの位置関係と訪問エリア
2‐1 ミャンマーと日本 • ミャンマーの首都ヤンゴン

（人口408万人）と東京の
直線距離は約5000キロ。

• 空路（バンコク経由）なら
所要約7時間。

• ミャンマーの面積は67万
㎡（日本の1.8倍）、人口は
6062万人、一人当たり
GDP(名目；2011年）は824
ドル。仏教徒が約9割）

• 個人的感覚だと、ミャン
マーまではアジア、ミャン
マー以西はインド圏。
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ミャンマーあれこれ

ヤンゴン国際航空 閑散とした空港免税店ショップ
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ネット事情も悪い。ヤンゴン市内にはネットカ
フェも出てきたが地方ではまだまだ。ホテルで
も大部分は使えない。あるいは激重。
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ヤンゴンのホテル事情は悪い
両替事情も悪い。ATMがなくいまだ両
替商が活躍。
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タナカとよばれる白粉の日焼け止め。
カメラを向ければ首都ヤンゴンでも笑っ
てくれる
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僧をよく見かけた
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10数年前のベトナムを彷彿とさせる国
営スーパー＠ヤンゴン

11



東南アジアの国＝麺類が多様
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露店の椅子の高さはベトナム的低さ
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第1回調査の訪問エリアと位置関係
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中心部のTRADERS HOTEL 日系企業が入るSAKURA TOWER
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ヤンゴン周辺はごみがひどい
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ヤンゴン駅 アンティークな車内
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バゴー駅前
自転車がここまで見られる東南アジア
はミャンマーぐらい
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田植えはまだまだマンパワー ゴムのプランテーションも広がる
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モーラミャイン港。ガントリークレーン等
の港湾施設は見られなかった。

黄金の仏舎利塔（パヤー）が各地にあ
り
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第2回調査の訪問エリアと位置関係
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3 ミャンマーにおけるオートバイ
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地方ではまだリキシャ－も健在
自転車がここまで見られる東南アジア
はミャンマーぐらい
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農村部にいけば家畜も重要な動力源 ミャンマー人は歩く
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自転車がここまで見られる東南アジア
はミャンマーぐらい
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中国オートバイを改造した三輪車 タイのトゥクトゥクより乗車人数は多い
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三輪車は中国製が圧倒的 旧式の三輪車。
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地方では二輪が道路の主役
都市部の路地もオートバイならすいす
いと。
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外資系ガソリンスタンドはみない。 小分けのオイル・ガソリン販売
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4 都市別オートバイの販売価格と排気量

首都のヤンゴンは軍人と警察官を除き、オートバイは禁止されてい
る

ミャンマー全体の統計はないが、現状でも年間30万台程度の販売
需要は少なくともあると考えられる。
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4‐1 中部 バゴー市
• Bagoは中部の経済都市であり、中国からの輸入車が大部分であった。

• バゴー市内には47軒のオートバイ販売店がある。

• ある販売店は1か月あたり250台ほど販売→単純計算するとバゴーでの年間
販売台数は14万台（多すぎる印象）

• 中国からKDセットを輸入しそれを組立販売するという販売形態がほとんど。

• 価格は安いもので350ドル程度であった。なお、日系企業のオートバイはタイ
製Hondaがほぼ全てをしめ、販売価格は1000ドル超と中国製オートバイの3
倍程度であり、取り扱い販売店は少なかった。

• 日系、中国製いずれもクレジット販売はなく、現金一括形式であった。

• KDセットを組み立てているところを見ることもできた。1人あるいは3人で作業
を行っていた。無造作にKD部品が置かれていたことには驚いた。作業環境や
品質管理のレベルは低く、ゼロといってもいいかもしれない。しかし、そうした
問題点は山積するものの、新しい大きな需要が目の前にあり、それに対応す
べく組み立て、販売する、という熱気には終始圧倒された
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• 排気量は110㏄と125㏄がほとんどであり、
販売価格のボリュームゾーンは日本円で約3
万円から5万円の間であった。これは中国の
コピー車である。

• ボリュームゾーンの上に9万円以上のカテゴ
リーが存在する。これはタイから輸入したタイ
の日系企業生産販売のモデルであった。

• 南部の都市に比べると安価であった。これは
中国からの輸入車が市場の大半を占めてい
たことによると考えられる。

• エンジン形式は全て4ストロークで2ストロー
クモデルの販売はなかった
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高額な日系企業製オートバイを扱っている
ということで店構えも中国製オートバイの販
売店よりもきれ

道路脇にビニルシートのテントを立て、その
下にオートバイを並べて販売するという形態
であった。組み立て、補修作業は別の敷地
で行い、ここでは販売に特化
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• 30分から45分で一台の組立を行う。
110ccの組立は簡単であるとのこと。

• 組立作業はエンジンや樹脂等を車体
に組み付けていく（スクリューをしめる）
ことである。その難易度はスクリュー位
置が樹脂部品のウラで作業がしづらい
とか、組み付け部分が多いといってい
た。

• 作業場は屋根がなく、たばこを吸いな
がら作業を行っていた

• 10台以上1日に売ることもあり、1日平
均7台（これが一番正確）、1ヶ月平均
250台を販売するとのこと。

• KDセットの納入は2日に1回の頻度であ
る
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モデルタイプはJM110,出荷期日は2012年
1月、重慶で生産されたことを中国語によ
り示す書類

無造作に並ぶKDセット（フレーム部分）。表面に
モデルタイプ等情報がマジックで記載されてい
る。カンバンのようなものは見あたらない。
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タイヤ、リム、スポークも一式がセットで輸入さ
れているようだ。ミャンマーの補修市場では
ミャンマー産タイヤもみられたが、タイヤレベル
でも現調化が難しいということがうかがわれる

樹脂カバーの不良品。この程度の品質のも
のがKDセットとしてミャンマーに入ってきてい
る
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屋内とはいえ作業場に天井はなかった。
雨天時、どうするのか

一応、KDセットは雨が直接当たらない
屋根のあるところに置かれてはいた
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アッセンブリーの様子。くわえたばこをした
中年男性が1人で淡々と組み立てていた

仕掛かりそばの組み付け部品は無造作に床
に置かれていた。日系企業であればこうした
樹脂部品はカバー等で厳重に管理されてい
るが、それとは全く好対照であった。脇には
KDセットも無造作に置かれていることが分か
るだろう
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1軒目と同様、KDセットが山積みされていたが、こちらのほうが整理されてい
たし、しっかりした建屋であった。写真右にみられるようにマジック書きだけで
なく、カンバンのような伝票も各KDセットには添付されていた
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4‐2 中南部 モーラミャイン市

• モーラミャインはモン州の州都であり、人口約30万人とミャンマー第3の都
市。

• タンルウィン川の河口に位置し、アンダマン海に面した港湾都市であり、
モウタマ湾をはさみヤンゴンに正対している。

• モーラミャインには中国製オートバイの販売店は3軒のみ。中国製オート
バイに対する評価が驚くほど低いことに驚いた。

• なぜ、モーラミャインにオートバイ屋が少ないかというと、市民はモーラミャ
インから2000kyat（約200円）でミャワディ行きバスに乗り、そこからタイに
入国し、国境の街メーサイでバイクを買うのが一般的であるから。タイの
メーソートにあるオートバイの販売店に昼間行って注文し、夜に不法にメ
コン川を渡って税関をすり抜けてミャンマーに入ってくるという。手数料を
払えばミャンマーまでの発送をタイのバイク屋はやってくれるという。
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• ここでもオートバイ市場はボリュー
ムゾーンがあり、5万円前後であっ
た。中国からの輸入車が大部分
であったが、同じ価格帯にタイか
ら輸入されたタイの日系企業が生
産したオートバイの中古車もあっ
た。

• 15万円前後のカテゴリーは、台湾
企業であるSYMのベトナム産モデ
ルであり、専属ディーラーによる
販売であった。ベトナムからは、東
西回廊を活用した陸路ではなく、
タイ経由でヤンゴン港から陸路で
モーラミャインまで陸送されるとい
う。ベトナムでの販売価格に比べ
倍近いのはこうした複雑な流通経
路も一因であるだろう。
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ホンダの販売店。左は外観、右は内観であり、中国製オートバイ販
売店とは数段格式高い店構えである。しかし、ホンダはミャンマーに
正式に進出していないから正規店ではないだろう。
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ベトナムのVMEP（SYM)のオートバイも併売。
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4‐3 ムドー市

• ムドーには10軒のオートバイ販売店があるという。バゴーに比べると、
総じて、タイ製オートバイが安く、中国製オートバイが若干高かった。
中国製オートバイの店も何とか差別化しようと、タイからCBRを入れ
たり、ベトナムからWaveαを入れたりしていた。

• この販売店では2日で5台のオートバイが売れるという（本当か？）

• 仕入れは、バイク屋の彼らがメーソートまで小さなトラックで行き、そ
こでまとめて購入しているという。メーソートではタイ製だけでなくベト
ナム製ホンダ（Waveα）も購入できるという。
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バゴーと異なり、ムドーでは差別化戦略の一環なのか、
中国製オートバイの販売店ではベトナム製オートバイ
（右；ホンダWaveα）を販売していた
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4‐4 タンビュザヤ市

• この町も中国製オートバイの販売店のみであった。

• 国境からのタイ製日系オートバイの流入への対抗が厳しいためか、
オートバイのみの取り扱いではなく、炊飯ジャーなど家電製品も含め
た中国製耐久消費財をまとめて取り扱っていた。バイクのみに特化
するのではなく、家電等の中国製品をあわせて輸入販売し、売上収
益を確保しているのだろう
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• タンビュッザヤは第二次大戦時
の泰緬鉄道のミャンマー側の起
点であり、現在でもタイとの結び
つきが強い。

• タイとの地理的近接性のためか、
タイの日系企業のオートバイを
販売する店は見られなかった。

• 中国車がメインであるが、バゴー
等中部に比べ、価格が10%ほど
高かった。中国から離れている
ため輸送コストが中部に比べ高
いことによるのだろう。

• 排気量は110㏄と125㏄の2つの
みだった。

• タンビュッザヤのオートバイ販売
店は、オートバイよりも炊飯
ジャー等の家電をメインとしたよ
うな品揃え、配置であった。中国
製耐久消費財の販売店という様
相でもあった。
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4‐5 中南部の駐車場にみる保有オートバイの概要

•タイ製ホンダが圧倒的な世界
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（小括）ミャンマーで販売されるオートバイの
販売価格と排気量

• 価格カテゴリー；5万円前後の安
価な中国車のカテゴリーと10万
円超のタイ製日系オートバイの
カテゴリーの2つ

• 排気量；110㏄と125㏄のみ

• シンプルな市場であり、まだま
だ萌芽期
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5 タイのミャンマー国境都市におけるオートバイの
販売価格
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5‐1 タイ北部
タイ北端メーサイ（ミャンマー側タイレイ）の正規の
ホンダディーラー
• メカニックが10人いる中規模ディーラーで最長3年ローンが可能。

• 客の50%がミャンマー人だという

• タイで購入したバイクをミャンマーで渡す場合、手数料は3000B（約9000円）

• ここでのオートバイの販売価格はバンコクと同じであり、全国同一価格である
という

• このディーラー、ヤマハも併売していた。ただし、スペースは区分していた。

• ヤマハのミャンマーへのデリバリー料金は2500B
• ミャンマーでのオートバイ取得に関する税金は15000B
• 客の50%がミャンマー人である。

• ヤマハのSpark nanoとホンダのWave110が人気。廉価モデル。

• 中国車はメーサイでみなかった。電動バイクはごくまれに目にし、タイのなか
では最も電動バイクをみかけた街であった。
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ミャンマー・タチレイの状況

• タチレイに日系オートバイの販売店はなし。なぜなら、タイに入国して購入
するから。タチレイにあるオートバイの販売店は中国製オートバイのみを
取り扱っていた。日本製オートバイ1台で中国製オートバイ10台が買える
という。

• 中国製オートバイは25000B（ライセンスは入ってない）

• 販売店によっては1日2－4台は販売しているというが怪しい。

• 補修部品はタイ製日経部品。三輪車も併売し、三輪車の部品のみ中国製
を扱っている。

• 床屋の軒先で250㏄のオフロード車が販売されていた。中国製MYAMOTO
27000B。

• 台湾製の電動バイクが17000Bで販売されていた
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5‐2 タイ西部

• タイ側：メーソート

• ミャンマー側：ミャワディ
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タイ西部：メーソート

• メーソートにはホンダ専売店が2軒、ヤマハ専売店1軒、併売店1軒があっ
た。中国製バイク屋、EV屋はなし。

• ミャンマーまでのデリバリーはある。

• 中国の影響は北部に比べ全然感じない。

• 日系バイク屋の顧客はホンダの正規ディーラーではタイ人50％、ミャン
マー人50％だった。併売店の一つは80％がタイ人、20％がミャンマー人、
一つは90％タイ人、10％ミャンマー人だった。正規ディーラーのほうがミャ
ンマー人顧客の割合が高かった。

• 輸出関税は850Bとのこと。

• タイ側メーソート国境ゲート付近には怪しげなバイク屋がある。そこでは
ミャンマー人への職業あっせんもやっていた。
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ミャンマー東部 ミャワディ

• 日系のタイ製オートバイ販売店のみならず中国製オートバイの
販売店もほとんどみない。

• 街中を走るオートバイはホンダばかり

• 中心部の市場の駐車オートバイは以下の通り。中国製や電動
バイクはなく、ホンダが8割以上の圧倒的シェアを占め、スズキ、
ヤマハ、ベトナム製が続く。

H S Y VN
133 113 8 7 5

85% 6% 5% 4%
ATは3台のみ（ホンダ車の2.6%、全体の2.2％) 78



6 中国・タイからの流入経路

• 日系企業のオートバイの納入はタイから陸路のトラックで行われて
いる。ホンダ、ヤマハは正規に進出していないため、すべて個人
ベースの輸入である。

• 中国製のオートバイは桂林からやってくるという（書類には重慶にて
製造と書いてあったのだが、複数人が桂林からと言っていた）

• ベトナムからはいくつか流入のルートがあるよう。１つは東西回廊を
経るもの、もう1つはタイ経由でヤンゴン港経由のもの。後者のほう
が大規模な様子。
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• オートバイのタイヤのホイール形状は各国市場の特徴が表れることが多い（タイでは幅薄
のリムホイール、インドネシアではキャストホイールが人気）。
調査を行ったミャンマー中部・中南部ではリムホイールのほうが人気があった。そのせいか、
製造コストが高価なはずのキャストホイールよりもリムホイールのオートバイの販売価格の
ほうが高い、という不思議な状況。
これと同様、ディスクブレーキよりもドラムブレーキのほうが人気で価格も高くなっているこ
ともミャンマー特有で理解できなかった
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ミャンマーではベトナムでもみられなくなった露骨
なコピーオートバイもよく見られた。中国車のな
かでも廉価モデルが流入していることの表れ
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中国車は（ミャンマー国内は）バイクで陸送
されるらしい
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7 ミャンマーにおけるオートバイの補修部品
市場の概要

• ミャンマー製の部品はタイヤのみ。中国製とタイ製がメインで一部ベ
トナム製部品がある。インド製の部品はない。

• 中国、タイからは陸路で輸送しているとのこと

• 中国製は安価だが低品質、タイ製は高価だが高品質であることが一
般的であるという

• オートバイ1台の洗車料金は1000k（約100円）であった。ガソリンスタ
ンドは外資のメジャー系のものは見ず、地場系スタンドのみであり、1
リットルあたり軽油3500k（350円）、ガソリン3650k（365円）と非常に
高額であった。
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8 ミャンマー道路事情
• 道路は、古い日本車のライトバンやトラックが大量（というより日本でいう過積載以
上の積載）の荷物、ヒトを運んでいたが、交通量はそれほど多くはなかった。

• 巡航速度は30－40㎞程度であったが、これは交通量の多さに起因するのではなく、
旧式のクルマばかりであまりスピードを上げられないということに起因する。

• 四輪でセダンはほとんどなく、タイでみかける新型ピックアップもほとんど目にしな
かった。

• バスは日本や韓国の中古であった。

• オートバイもクルマ以上に見かけたが、ベトナムに比べると100分の1にも満たない
交通量である。

• このほか、自転車、歩行者も多く見かけ、この点はタイやベトナムよりインドに近い
ように感じた。

• 街の中心部にはオートバイタクシーのほか、3輪車、旧式の日本車の後部を座席
にした乗り合いバスが常に待機していた。

• 三輪車はタイであればトゥクトゥクに相当するが、ミャンマーでは中国からの輸入車
しか見かけなかった。
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日通のミャンマー支店ではなく、日通
の旧車が現役で活躍
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消防車はどこもかなり旧式だった
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農耕車も結構な量が走っていた
旧式のトラックも多い。低速で排ガスが
ひどい。
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ヤンゴン中心部。日中でも交通量はこ
の程度。
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9 ヤンゴンの四輪自動車補修市場

• 別ファイル
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まとめ

• 販売・道路・駐車状況から、バゴー管区では中国製オートバイ、モン
州ではホンダ（タイ製ホンダ）が圧倒的優位にあることが分かった。

• 特にモン州ではローンによる分割払いがないにも関わらず、中国製
ではなく、ホンダのオートバイを求める需要は強かった。それ以上に、
地域性も大きなものであった。クルマで5時間ほどの距離で、市場が
タイ製の日系オートバイなのか中国製オートバイなのかと鮮明に区
分できた。

• 歴史、民族等々からすると当然なのかもしれないが、オートバイとい
う１つの製品で市場や需要の違いがこれほど顕在化するのは東南
アジアでもミャンマーに特有である。
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Thank you very much!
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