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(This short report was prepared for, https://www.mingalarrealestateconversation.com/, on 
the last weekend of January, 2021. Therefore, please be aware that it does not reflect the new 
situation after February 1, 2021 even if there would be no change in Myanmar's fundamental 
potential.) 

 
Myanmar with Strong Potential   
At  the beginning of  last year, nobody could have predicted what would happen  to  the world 
throughout the year, 2020. Who could predict that the worldwide coronavirus cases surpass 100 
million and the death of 2 million in January, 2021 since the first case was reported in China in 
December, 2019? 
The world economy in 2020 faced probably the worst recession since Great Depression of 1930s. 
According to the World Bank, the world average GDP growth of 2020 (estimated) was ‐4.3% and 
most of the countries reported negative growth. However, Myanmar was reported to be positive 
with 1.7%, which  is one of the very few exceptional countries with positive growth. The other 
positive countries in Asia are only China(2%), Vietnam(2.8%), and Bangladesh(2%). 
On the other hand, the world economy is forecasted to grow by 4.0% in 2021 and 3.8% in 2022, 
assuming that vaccines are widely, equally, and efficiently distributed. Myanmar is expected to 
see 1.7% in 2021 and 8.0% in 2022, whereas 7.9% and 5.2% in China, 6.7% and 6.5% in Vietnam, 
and 1.6% and 3.4% in Bangladesh. 
Why can Myanmar stay in better position within the region even during the difficult situation? It 
is easy to answer. With 54 million of population with average age of 28, abundant  labor force, 
high  literacy  rate,  and  rich  natural  resources,  the  country  is  in  full  of  growth  potential  and 
attractive enough  for  the  foreign direct  investment(FDI). Despite  the COVID‐19  situation,  the 
amount of FDI for one year from Oct, 19 to Sep, 20 did reach $5.7 billion, which is only 0.1 billion 
shorts of its original target. 
Key to attract FDI into Myanmar Real Estate Market 
It has to be said, however, that real estate market in Myanmar has suffered due to current difficult 
times. Like other countries, the number of tourists from foreign countries have become virtually 
zero,  domestic  travels  were  also  heavily  restricted,  and many  foreign  businesspersons  and 
residents in Yangon have temporarily left for their home countries. A lot of restaurants and shops 
were  forced  to  close  during  the  lockdown  period.  As  a  result,  hospitality  industry,  high‐end 
residential apartments for expatriates, retail industry such as restaurant and shops are suffering 
enormous damages. 
Like many other countries, everybody  in the real estate  industry  is desperately waiting for our 
lives to return normal soon. Myanmar's real estate market will definitely recover  in a V shape 
after we  overcome  Corona  pandemic,  because Myanmar  is  one  of  the most  attractive  and 
promising markets in ASEAN region. 
On the other hand, real estate investments have been heavily linked with financial products all 
over the world. Attractiveness of the market and quality of specific development are obviously 



key to attract the investors. However, whether or not the country or the real estate product meet 
with global standard is another key factor for qualified investors. 
What  is  the  global  standard  for  their  decision‐making  process?  It  is  absolutely  a  degree  of 
transparency. The more transparent the market, the more investments are induced to the market. 

There is a globally acknowledged research report named “Global Real Estate Transparency Index”, 
conducted by JLL and LaSalle headquartered in Chicago, USA. The 2020 version of the report is 
performed “based on a combination of quantitative market data and survey  results across 99 
countries and territories. 210 individual measures are divided into 14 topic areas, which are then 
grouped and weighted into six broad sub‐indices of 1) Performance Measurement 25%, 2) Market 
Fundamentals 16.5%, 3) Governance of Listed Vehicles 10%, 4) Regulatory and Legal 23.5%, 5) 
Transaction Process 15%, and 6) Sustainability 10%” 
Myanmar was ranked at 72out of 99 countries in the 2020 report. Though Cambodia,    Laos and 
Brunei are not  included  in  the  report, Myanmar  is  raked at  the bottom among other ASEAN 
countries(Singapre‐14, Malaysia‐29, Thailand‐33, Indonesia‐40, Philippines‐44, and Vietnam‐56). 
This fact might make us feel Myanmar  is still far behind the global standard. Nevertheless, it 
could also make us think that Myanmar has a lot of rooms to improve. 
I would repeatedly like to emphasize that the growing potential of Myanmar is more enormous 
than other neighboring countries and I believe that the transparency ranking of Myanmar will be 
higher in the JLL’s 2021 report. 
I would finally like to assure you that I, as a valuer, would be able to provide with more reliable 
valuation services in Myanmar, should the market become more transparent. 
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(このレポートは、https://www.mingalarrealestateconversation.com/, のために、2021 年 1 月の最後の

週末に作成したものです。従って、ミャンマーのファンダメンタルなポテンシャルに仮に変化がな

いとしても、2021 年 2 月 1 日以降の新しい状況を反映していないということについて、十分ご留意

下さいますようお願いいたします。) 
 
 
高いポテンシャルの国ミャンマー 

昨年初め、2020 年を通じて世界に⼀体何が起こるかを予測することは誰もできなかったでしょう。 

2019 年 12 ⽉に中国で最初の症例が報告されてから、2021 年 1 ⽉までの 1 年間で世界のコロナ・ウイ
ルス感染者数が 1 億⼈を超え、200 万⼈が死亡するなど、⼀体誰が予測できたでしょう？ 

2020 年の世界経済は、1930 年代の⼤恐慌以来おそらく最悪の不況に直⾯しました。世界銀⾏によ
ると、2020 年の世界の平均 GDP 成⻑率（推定）は-4.3％で、ほとんどの国がマイナス成⻑でした。
しかし、ミャンマーはプラス 1.7％と報告されており、これは例外的にプラスの成⻑を遂げた数少な
い例外的な国の 1 つに数えられます。アジアでプラスだったのは、中国（2％）、ベトナム（2.8％）、
バングラデシュ（2％）のみでした。 

⼀⽅、2021 年の世界経済の成⻑は、ワクチン接種が広く均等にそして効率的に開始される仮定し
た場合、4.0％、2022 年には 3.8％となると予測されています。そうした中で、2021 年のミャンマー
は 1.7％、2022 年は 8.0％になると予想されているのです。ちなっみに、中国はそれぞれ 7.9％、5.2％、
ベトナムは 6.7％、6.5％、バングラデシュは 1.6％、3.4％と予測されています。 

困難な状況の中で、なぜミャンマーは圏域内で相対的により良いポジションにとどまることができ
るのでしょうか？答えは簡単です。平均年齢は 28 歳と若く、⼈⼝は 5,400 万⼈で⼤きな市場規模を
有し、豊富な労働⼒、⾼い識字率、豊富な天然資源を誇るこの国は、成⻑ポテンシャルに満ちており、
外国直接投資（FDI）にとって⼗分に魅⼒的だからです。 COVID-19 下の 2019 年 10 ⽉から 2020 年
9 ⽉までの 1 年間における FDI の額は 57 億ドルに達し、当初の⽬標をわずか 1 億ドル下回ったンい
過ぎないのです。 

ミャンマー不動産市場への海外直接投資拡大の鍵 

しかしミャンマーの不動産市場は、COVID-19 による困難な時期の下で苦境に⽴たされていると⾔
わざるを得ません。諸外国と同様、海外からの観光客数は事実上ゼロとなり、国内旅⾏も厳しく制限
され、ヤンゴンの多くの外国⼈ビジネスマンや居住者は⼀時的に⺟国に帰国してしまいました。ロッ
クダウン中、多くのレストランやショップが閉鎖を余儀なくされましたし、その結果、ホスピタリテ
ィ業界、駐在員向けサービス・アパート、レストランやショップなどの⼩売業は甚⼤な被害を受けて
います。 

他の多くの国と同様に、不動産業界の誰もが、⽣活が早く正常に戻るのを切実に待っていると⾔えま
す。それでも、ASEAN 諸国の中で最も魅⼒的で有望な市場の⼀つであるミャンマー不動産市場は、
コロナ・パンデミックを克服した後、間違いなく V 字型に回復すると⾔えます。 

⼀⽅、不動産投資が世界中の⾦融商品と密接に関連しているということを忘れてはなりません。市
場の魅⼒と開発プロジェクトのクオリティはが投資家を引き付けるための鍵であることは当然です。



しかし、国そのものや不動産商品がグローバル・スタンダードを満たしているかどうかということは、
適格投資家にとってもう⼀つの重要な要素です。 

彼らの意思決定プロセスにおける基準とは何でしょうか？それは間違いなく透明性です。市場の透
明性が⾼い国ほどより多くの投資が⾏われるというのは間違いありません。 

⽶国シカゴに本社を置く JLL とラサール社が実施する「Global Real Estate Transparency Index」とい
う世界的に有名な調査レポートがあります。その 2020 年版は「99 の国と地域にわたる定量的な市場
データと調査結果の組み合わせに基づいています。 210 の個々の測定値は、14 のトピック領域に分
割され次の 6 つの広範なサブ・インデックスにグループ化されウエイト付けされます。、1）パフォー
マンス測定 25％、2）市場のファンダメンタルズ 16.5％、3）運⽤ヴィークルのガバナンス 10％、4）
法規制 23.5%、5）トランザクションプロセス 15％、6）持続可能性 10％」 

そしてミャンマーは、99 カ国中 72 位となっているのです。カンボジア、ラオス、ブルネイは報告
書に含まれていませんが、他の ASEAN 諸国（シンガポール-14、マレーシア-29、タイ-33、インドネ
シア-40、フィリピン-44、ベトナム-56）の中で最下位ということです。この事実は、ミャンマーがま
だ世界基準をはるかに下回っていると感じさせるものかもしれません。しかし逆に⾔えば、ミャンマ
ーには改善の余地がたくさんあるということでもあるのです。 

繰り返しになりますが、ミャンマーの成⻑ポテンシャルが近隣諸国よりも⾮常に⼤きいことを強調
しておきたいと思いますし、JLL の 2021 年の報告書では、ミャンマーの透明性ランキングが上がっ
ていることを⼤いに期待したいものです。 

最後に不動産鑑定⼠という⽴場で申し上げますと、市場がより透明になれば、ミャンマーにおける
私の評価サービスの信頼性もこれまで以上に⾼いものになるということを、是⾮お伝えしたいと思
います。 

 


