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はじめに 

 

戦略的鉱物資源確保事業は、高い鉱物資源ポテンシャルが指摘されているにもかかわらず、鉱

業制度の安定性、環境問題、先住民・地域住民問題等の政治的社会的リスクが顕在化しているた

め、現状では探鉱開発投資が停滞している国／地域において、その投資阻害要因を特定し、実際

に投資を行う際の留意点等を調査し、とりまとめを行う事業である。 

 ミャンマーは、鉱物資源ポテンシャルが高く、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、鉄、石炭、PGM の鉱

床が確認されている。現在操業している主な鉱山としてはカナダのアイバンホー社が以前権益を

保持していたモニワの銅鉱山、Namtu Bawdwin 鉛・亜鉛鉱山があり、いずれもミャンマー鉱業省

傘下の鉱業公社が操業に関わっている。1998 年と 2005 年の鉱業生産を比較すると、いずれの鉱

種でも着実な成長が見られる。 

 他方、ミャンマーは軍事政権下で、政情は不安定であり、1988 年以降は政府による数年の計

画に基づいた市場経済であるものの、経済は農業に依存した構造となっている。鉱業はミャンマ

ー経済の 0.4%を占めているに過ぎない。 

 鉱業に関する法規としては 1994 年に制定されたミャンマー鉱業法があり、鉱業部門への外国

投資を奨励されているが、モニワ鉱山以外では、操業ベースで外国企業が携わっている例はない。

しかし、外国企業による FS 段階のプロジェクトは増えつつある。 

本報告書は、ミャンマーの投資環境について資源機構ジャカルタ事務所が現地コンサルタント

の協力を得て作成したものである。本報告書が関係各位の参考になれば幸甚である。 

 

平成 20 年 2 月 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

企画調査部 

 

 

おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構と

しての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう 大限の努力を行ってお

りますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基づきとられた行動の

帰結につき、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び執筆者は何ら責任を負いか

ねます。 
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１. ミャンマーの概要 

 

１－１ 一般情報 

 

ミャンマーは、東南アジアに位置している。正確には、北緯9度32分と北緯28度 31分の間、

東経 92 度 10 分と東経 101 度 11 分の間に位置している。ミャンマーは、7つの州（States）

と 7 つの地域（Divisions）で構成された連邦国家である。南はアンダマン海、西はベンガル

湾に隣接するミャンマーは、北部から北東部にかけて中国と接し、東部でラオスと接し、南

東部でタイと接し、西部でインドおよびバングラデシュと接している。南北 1,275 マイル

（2,051km）、東西 582 マイル（936km）に及ぶミャンマーの総国土面積は、261,228 平方マイ

ル（677,000 平方キロ）である。ミャンマーの国境線は約 5,200 マイルであるが、この内、

3,808 マイルは近隣諸国と接している。1,357 マイルが中国、1,314 マイルがタイ、857 マイ

ルがインド、152マイルがバングラデシュ、128マイルがラオスである。ミャンマーは、北部

のナット川（Nat river）から南部のコータウン（Kawthoung）に至るまで、1,385 マイルとい

う長い海岸線を有している。沿岸から排他的経済水域（special economic zone）の境界まで

の面積は、14,000平方マイルである。 

 

ミャンマーは 100 を超える民族を有しているが、この内、カチン（Kachin）、カヤー

（Kayah）、 カイン（Kayin）、チン（Chin）、バマー（Bamar）、モン（Mon）、ラキン

（Rakhine）およびシャン（Shan）が主な民族として認められている。2006年 12月 31日現在

では、ミャンマーの人口は 5,540 万人であると推定されており、年 2.02%の割合で増加して

いる。ミャンマーは農業国であり、人口の 70%は農村地域に居住している。ミャンマーでは、

キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教および精霊信仰など、様々な宗教の信仰の自

由が認められており、どの宗教を信仰するかは自由である。仏教徒は全人口の約 89.3%を占

めており、その他はキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教および精霊信仰となっている。

宗教行事は、大規模に行うことができる。 

 

近まで、ヤンゴンはミャンマーの首都であった。しかし、2005 年、ヤンゴンの北方約 240

マイルに位置するピンマナ近郊の新首都に政府機関が移転した。この首都は、現在、「ネー

ピードー」と呼ばれている。政府のすべての省庁はすでにこの首都に移転しており、ここで

国の行政が機能している。 

 

１－２ 地理 

 

フランスとほぼ同程度の国土を有するミャンマーは、東部ではタイ、ラオスおよび中国と国

境を接し、西部ではインドおよびバングラデシュと国境を接している。ベンガル湾とアンダ

マン海は、ミャンマーの沿岸部に接している。ミャンマーには、エーヤワディ川の肥沃な渓

谷と複雑な山脈がある。一般的に、ミャンマーは、西部山岳地域、中央平原地域および東部

丘陵地域に分割することができる。ミャンマーは、その西部で、チベットおよびヒマラヤ山

脈と接している。ミャンマーの景観は、山岳地域および大小の河川が流れる盆地で構成され

ている。ミャンマーの西部山岳地域の 北部には同国 高峰のカカボラジ山（標高19,296フ

ィート）と、Saramayti 山（12,553 フィート）がある。西部山岳地域は、インドとミャンマ
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ーを隔てる壁の役割を果たしている。Rakhine Yoma 山脈も、ミャンマーとインドを南北に分

離している。中央平原地域には、 大のデルタ地帯である有名なエーヤワディ・デルタ地帯

がある。このデルタ地帯は、3 つの区域― 上部からマンダレーまで、マンダレーから Pyay

まで、Pyay から 下部まで－に分割することができる。中央平原地域には、Sittoung 盆地、

チンドウィン盆地、Zeebyu 山脈、Minwon 山脈、Hmankin 山脈およびガンゴー山脈が位置して

いる。Bago 山は南北方向に位置している。東部には、平均標高が 3,000～4,000 フィートの

Shan 高原がある。この高原は、東部山脈と呼ばれることもある。Shan 高原には、標高の高い

山々も位置している。サルウィン川は、Shan 高原を南北に流れ、南部の Taninthayi 沿岸部

に達している。Shan 高原に源を発した Zawgyi 川、Myitnge 川および Panlaung 川は、 終的

には主要河川であるエーヤワディ川に合流している。ミャンマーの 4 大河川は、エーヤワデ

ィ川、チンドウィン川、サルウィン川およびシッタン川である。全長が 1,000 マイルを超え

るエーヤワディ川は、ミャンマーの北から南に流れており、世界の著名河川にも数えられて

いる。ミャンマーの地図は別紙Aとして添付した。 

 

１－３ 地質および鉱床 

 

鉱業省のウェブサイトによると、ミャンマーの 80.86%については、地質図が作成されている。

次に示すのは、ミャンマーの一部の地質と鉱床の概要である。  

 

・Monywa 斑岩銅鉱床 

銅の鉱徴地は国内で多く知られ、大部分が Eastern Highlands 地質区に分布している。また、

Central Be1t 地質区中にある南北方向の火山帯(Myanmar Arc)にも銅の鉱徴地が知られている。

これらの鉱徴地は、漸新世から中新世にかけての酸性から中性の火山岩もしくはそれらに付

随した貫入岩類の活動に関係すると言われている。ミャンマー唯一の稼行銅鉱山である

Monywa 斑岩銅鉱床は、南北方向の火山帯(Myanmar Arc)と NNW 系の Lashio 断層の西側延長部

との交点という特徴的な構造地質学的な位置にある。それ以外の銅鉱床としては、Arakan 

Chin Be1t 中のオフィオライトに伴う含銅硫化物鉱床の賦存も期待される。特に、ミャンマー

南西部の Lemyethna(Dokhta Chaung Cu anoma1y)では塩基性火性活動に伴う銅鉱化作用が知ら

れ、銅品位2～3%、鉱量5.5Mt が推定されている。 

 

・Bawdwin鉛・亜鉛鉱床 

鉛・亜鉛の鉱徴地は鉱床タイプとして塊状硫化鉱床及びミシシピーバレー型鉱床がある。稼

行鉱山は塊状硫化鉱床の Bawdwin 鉱山がある。また、オルドビス紀の石灰岩中に胚胎するミ

シシピーバレー型鉱床の Bawsaing 鉱山等が Eastern Highlands 地質区に分布していることか

ら、ミシシピーバレー型鉱床のポテンシャルも高いと考えられる。 

 

• Tagaung Taungニッケル鉱床 

Tagaung Taung ニッケル鉱床は、マンダレーから約 200km 北方に位置する Thabeikkyin 郡（マ

ンダレー管区）に位置している。Tagaung Taung ニッケル鉱床は、南北約 12km、東西約 18km

に広がり、蛇紋石化したハルツバージャイトとダナイトのみで構成されているマッシーフで

ある。鉱床の表面はラテライトで覆われている。切り立った断層で蛇紋石塊から切り離され

ている東部は、上部が変成した（epimetamorphic）片岩と珪岩で構成されている。このマッ
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シーフは、エーヤワディ川の も低い段丘の約750m上部に出現している。連続した幅の狭い

丘陵が高原に向かって延びている。Tagaung Taung ニッケル鉱床は、一般的にニッケル・ラ

テライト（サプロライト）と称される酸化鉱で構成されている。このニッケル鉱床の平均化

学成分は、Ni が 2.02%、SiO2が 42.00%、Al2O3が 2.00%、Fe2O3が 19.00%、MgO が 19.00%、Cu2O3

が 1.00%、強熱減量が 13.00%となっている。Tagaung Taung ニッケル鉱床には、Ni の平均成

分が 2.02%（1.40%未満は廃棄する）のラテライト・ニッケル鉱石が 4,000 万トン賦存してい

ると推定されている。クロマイトも、ニッケル・シリケートに随伴して賦存している。 

 

• Mwetaungニッケル鉱床 

Mwetaungニッケル鉱床は、マンダレーの北西約380kmにあるTiddin郡（チン州）に位置して

いる。インドとミャンマーを分離する山脈の東端部の超塩基性岩石地帯の多くの場所に位置

する超塩基性岩石の上方に、珪酸ニッケル鉱石（珪ニッケル鉱）が風化岩石の状態で発見さ

れた。Mwetaung ニッケル鉱床は、ニッケル鉄ラテライト鉱石の鉱床である。この鉱床は、硬

質で、若干蛇紋石化したカンラン岩の侵食されていない残留物で構成されている。Mwetaung

ニッケル鉱床の化学分析値は、次のとおりである。Ni が 1.21%、Fe が 3.70%、SiO2が 46.42%、

CaO が 0.77%、MgO が 26.76%、Al2O3が 0.16%、Co が 0.015%で、その他微量の Cu、Pb が含まれ

る。 

 

Mwetaung 地域には、10km の範囲内に 6 つの鉱体が賦存している。この内、鉱体 No.4 と鉱体

No.6 が も重要なものである。鉱体 No.4 ではニッケル（平均成分 1.19%）の推定埋蔵量は約

3,000 万トンであり、鉱体 No.6 ではニッケル（平均成分 1%）の潜在埋蔵量は 8,000 万トンで

ある。 

 

• Kathaing Taung鉄鉱石鉱床 

Kathaing Taung 鉄鉱石鉱床は、カチン州の Hpakant 郡に位置している。この地域の主要岩石

は、黒雲母片岩、滑石片岩および黒鉛片岩の変成岩である。これらは三畳紀以前の時代のも

のである。三畳紀の蛇紋岩、カンラン岩が変成岩に貫入し、白亜紀の石灰石がこれらの岩石

全体を被覆している。超塩基性岩石（蛇紋岩‐カンラン岩）が、この地域の残留鉄鉱床の母

岩になっている。超塩基性岩石は、北東・南西方向に賦存しており、北西方向に 5 度～10 度

傾斜している。鉄鉱床の長さは北東方向に約 3.5 マイル、幅は約 0.5 マイルである。鉄鉱床

の層厚は、55～74 フィートである。岩石分類学に基づく調査によると、鉄鉱床は、針鉄鉱／

褐鉄鉱 75％、赤鉄鉱 15%、磁鉄鉱 2%で構成されている。平均鉄分は 50.56%である。鉄鉱石の

総埋蔵量は2億2,300万トンと推定される。 

 

• カレワ炭鉱 

カレワ炭鉱は、カレワの西方約 6km、Kale の東方 32km にあるカレワ郡（Sagaing 管区）に位

置している。カレワ炭鉱は、Rakhine Yoma山脈に平行して30kmにわたって賦存する大規模な

石炭層のごく一部である。この石炭層は、砂岩を有する頁岩と菱鉄鉱帯で構成されている。

この石炭層の下部には灰色砂岩がある。上部には、頁岩と菱鉄鉱帯の間に赤色の礫岩帯を挟

んだ灰色砂岩がある。構造的には、カレワ炭鉱は、東方向に向かって平坦になっている大き

な向斜の西側の縁に位置している。カレワ炭鉱の炭層は、第三紀の始新世の時代のものであ

り、南北方向に賦存し、東方向に40度～45度傾斜している。6インチ以下から9フィート程
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度の層厚を有する少なくとも 54 の炭層が、南北方向に賦存している。カレワ炭鉱は亜瀝青

炭で、発熱量は高く、総じて硫黄分は低い。この炭鉱には、かなりの量のタールと化石樹脂

も含まれている。一般的な含有成分は次のとおりである。灰分（ドライベース）が 8.87%、

水分が9.70%、揮発性物質（ドライベース）が38.67%、比重が1.35%、固定炭素（ドライベー

ス）が52.50%、発熱量が11, 720 Btu/ポンド、6,510 KCal/Kg、硫黄分が 0.93%。 

 

• 白金族金属（PGM）鉱床 

PGM 鉱床は、カチン州 Monyin 郡に位置している。PGM 鉱床は、主にオフィオライト、つまり、

蛇紋石化したカンラン岩で構成されている。さらに、PGM 鉱床は、所々ではダナイト、はん

れい岩で構成され、これに白亜紀の粗粒玄武岩および蛇紋岩が貫入し、その周りを、初期白

亜紀の角閃岩、石英緑簾石片岩（Qtz-Epidote Schist）、緑色片岩、結晶片岩が覆っている。

また、所々では、第三紀の堆積物と第四紀の沖積層で覆われている。 

 

１－４ 気候および気象 

 

ミャンマーには一般的に 3 つの季節があり、気候は熱帯性である。3～5 月が夏季（暑季）、

5～10月が雨季、11～2月が冬季である。ミャンマーの気候は、熱帯性モンスーンであるが、

地勢的条件が非常に多様なので、気候条件は地域ごとに異なる。例を挙げると、ミャンマー

中央部の年間降雨量は40インチ未満であるが、ラキン沿岸地域ではこれが200インチ程度に

なる。ミャンマー中央部の都市部の気温と、ミャンマーのその他地域の気温も異なっており、

さらに、場所と標高によっても異なっている。現在、ミャンマー中央部の気候条件を快適な

ものにするため、政府は緑化プロジェクトを優先的に実施している。 

 

１－５ 言語 

 

ミャンマーでは、文化、伝統および各民族の言語の保護に大きな努力が払われている。ミャ

ンマーの公式言語はミャンマー語である。ミャンマー語は、コミュニケーション手段として

認識されており、すべての学校で教えられている。総人口の約 80%は、チベット・ビルマ語

族に属するミャンマー語を話す。 

 

１－６ 歴史 

 

アジア大陸の南東部の半島に位置するミャンマーは、長い歴史を有している。以下に、その

概要を示す。 

 

1 世紀には、ピュー族と称されるミャンマーの古代の人々が都市文明を築き、古代ミャンマ

ーのBeikthanoe、Hanlin、Tagaung、Tharekhittaya、ThatonおよびSuvanabonmiと呼ばれる地

域に都市国家を形成した。その後、ミャンマーに 初の帝国が建設された。それがバガン王

朝で、初代はAnawrahta王（1044～1077年）であった。このバガン王朝は、西暦1044年から

1297 年まで続いた。その後、toungoo 時代の西暦 1552～1599 年にかけて、Bayintnaung 王

（1552～1581 年）によって、2 度目の帝国が建設された。次に、kongbaung 時代の西暦 1752

～1885 年にかけて、Alaungmintaya 王（1752～1760 年）によって、3 度目の帝国が建設され
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た。その後、英国との間で3度、戦争が勃発した。第1次英緬戦争は1824～1826年、第 2次

英緬戦争は 1852～1854 年、第 3 次英緬戦争は 1885～1886 年であった。第 3 次英緬戦争後、

ミャンマーは英領となり、英領インドに編入された。その後、ミャンマー国民は独立を求め

て、多くのレジスタンス運動を展開した。1937 年 4 月、ミャンマーはインドから切り離され

たが、依然として英国の領土であった。1945 年 3 月 27 日、日本によるミャンマーの占領に

反対して革命が発生し、1948 年 1 月 4 日、ミャンマーは独立した。1948 年から 1950 年にか

けては、議会制民主主義が行われた。1958 年から 1959 年にかけては、暫定的に軍事政権が

誕生した。1962 年 3 月には、革命政府が誕生して国の責務を担い、社会主義体制を敷いた。

この体制は、1962 年から 1988 年まで続いた。1974 年には、1974 年新憲法が採択された。そ

の結果、Pyithu Hluttaw（国会または議会に相当する）および国家評議会（State Council）

が設置され、人民評議会（People’s Councils）も、様々なレベルで設置された。1974～

1988 年には、社会主義経済体制が採用された。1988 年 9 月 18 日には、「国家法秩序回復評

議会」という名の新政権が誕生した。1997 年 11 月 15 日、政権は、国家平和発展評議会

（「SPDC」）に改組され、その後今日までSPDCが政権を担っている。 

 

１－７ 文化 

 

ミャンマーは、多様な慣習と特色を有しており、ミャンマーという用語は、国に居住するす

べての国民を包含するという意味である。ミャンマーには多様な民族が居住しているが、主

要民族のカチン、カヤー、カイン、チン、バマール、モン、ラキンおよびシャンを始めとす

る諸民族の衣装や文化は互いに異なっている。また、彼らの文化は、多くの点で宗教的信念

と結びついている。民族を問わず、ミャンマー人はその寛大さともてなしの心で特に有名で

ある。ミャンマー人は、多くの興味深い儀式を経験する。例えば、少年のための入門式

（becoming novice ceremony）、結婚式で少女の耳に穴を開ける儀式（ear-boring 

ceremony）、新築祝いの儀式、修道僧に食事を提供する儀式などである。ミャンマーの重要

な文化の 1 つに、事前に通知することなく、訪問者が他人の家に立ち寄るというものがある。

これは、家主からは迷惑な行為であるとは見なされない。また、ミャンマーは、自国の文化

と伝統を維持している数少ない国の 1 つであると見なされており、その何百年にも及ぶ伝統

とともに季節ごとの祝祭でも有名である。ミャンマー人は、多くの祝祭行事を行う。1 年を

通じて、毎月、主要な祝祭が行われる。 近では、ミャンマーの若者の間ではライフスタイ

ルが若干変化しているが、しっかりと根付いた伝統的な祝祭は今日でも行われている。 

総じて、ミャンマー社会は平穏である。それは、様々な文化的要素が互いに順応し、あらゆ

る年代の人々が共存する余地があるからである。高齢者も、厄介者扱いは受けていない。 
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２. ミャンマーの政治制度 

 

２－１ 政治制度 

 

ミャンマーは1948年 1月 4日に独立した。当時の政治制度は議会制民主主義に基づくもので

あった。1947 年の旧憲法に基づき、ミャンマーは、カチン、カヤー、 カインおよびシャン

州で構成される準連邦国家として形成された。政治制度は、内閣が、国民議会（Chamber of 

Deputies）と民族議会（Chamber of Nationalities）で構成される二院制議会に責任を負うと

いうものだった。当時、与党は分裂していたため、議会は、1958 年 10 月 28 日、暫定政権の

首班に陸軍参謀総長を任命し、公正で自由な議会選挙を実施する任務をゆだねた。1960 年 2

月 6日、議会選挙が行われた。同年4月 4日、選挙に勝利したPyidaungsu党が政権を獲得し

た。しかし、政治情勢は悪化し、急速に不安定化した。そして、軍事クーデターが発生し、

1962 年 3 月 2 日には、革命評議会政府が樹立された。革命評議会政府は、社会主義の原則に

基づいた独裁体制を採用し、ビルマ社会主義計画党（BSPP：Burma Socialist Programme 

Party）を結成した。1971 年、革命評議会政府は初めて議会を開催した。同議会は、憲法草

案を作成することを決議した。これに基づき、憲法草案が作成され、国民投票にかけられ、

1974年 1月 3日に採択された。1974年の新憲法採択後、選挙が行われ、革命評議会は、1974

年 3 月 2 日、BSPP による政府に政権を移譲した。このように、1962～1974 年および 1974～

1988 年における政治制度は社会主義に基づくものであった。しかし、1988 年 9 月 18 日、軍

事政権の国家法秩序回復評議会（SLORC：State Law and Order Restoration Council）が新政

府を樹立した。SLORC は、BSPP 時代の社会主義的政治制度および社会主義計画経済を廃止し、

市場経済に転換し、民間企業および貿易に対する従来の規制を緩和し、外国からの投資を引

き付けるために優遇措置を講じた。SLORC は、複数政党を有する民主主義国家を建設すると

発表し、そのため1990年 5月27日に公正で自由な選挙を実施した。SLORCは、1993年 1月6

日、新憲法草案に関する指針を作成することを目的として、国民会議（National 

Convention）を開催した。1997 年 11 月 15 日、SLORC は国家平和発展協議会（SPDC：State 

Peace and Development Council）に改組された。総じて、1988 年から今日までの期間は、現

政府が、規律に基づいた近代的民主国家を建設するための計画と活動を実施してきた期間で

あると見なすことができる。現政府は、国民会議の開催のために主導的役割を果たしている。

現在の国民会議は、2007年 7月18日から開催されている。 

 

２－２ ミャンマー議会 

 

1947 年の旧憲法に基づき、1948 年から 1962 年にかけて、議会が開催された。その後、1974

年新憲法が公布された後は、Pyithu Hluttaw（人民議会）が国の 高機関になった。人民議

会は、1974 年から 1988 年まで開かれた。1974 年新憲法に基づき、立法権、行政権および司

法権は、国会または議会に相当する人民議会に付与された。人民議会は、行政権と司法権を

中央と地方の組織に委譲した。ただし、人民議会は立法権のみは単独で行使した。1988 年、

社会主義体制は SLORC に取って代わられた。SLORC は、政権掌握後、主権を行使した。SLORC

は、立法権のみは単独で行使したが、行政権は、州、地域、地方、郡、区および村のレベル

の行政機関に委譲した。司法権は、 高裁判所およびその他様々なレベルの下位裁判所に移
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譲した。現在、政権を担っているSPDCは主権を行使しており、立法権のみは単独で行使して

いるが、行政権はそれぞれの行政機関に、そして、司法権は 高裁判所に移譲している。 

 

２－３ 行政組織 

 

現在、国の 高意思決定機関は SPDC である。SPDC の構成員は 2007 年 9 月の時点で、タン・

シュエ議長（上級大将）、マウン・エイ副議長（上級大将補）、トゥラ・シュエ・マン大将、

ソー・ウィン大将（首相兼任）、その他複数の中将およびテイン・セイン第一書記（中将）

で構成されている。SPDC は内閣を改造した。現在の内閣は次のとおりである。ソー・ウィン

首相（大将）を始め、下記の省の閣僚は、SPDC の影響下にある。国防省、軍事省、農業・灌

漑省、第 1 工業省、第 2 工業省、外務省、国家計画・経済開発省、運輸省、労働省、教育省、

エネルギー省、鉄道輸送省、保健省、商業省、ホテル・観光省、財務・歳入省、郵便・通信

省、宗教省、建設省、科学技術省、文化省、移民・人口問題省、情報省、協同組合省、辺境

開発・民族省、第 1 電力省、第 2 電力省、スポーツ省、林業省、内務省、鉱業省、社会福

祉・救援・再定住省、畜産・漁業省、SPDC議長室、および、首相府。 

 

２－４ 司法 

 

SLORCが政権に就いた後の1988年 9月、「1988年裁判所法」（Judiciary Law of 1988）が制

定された。しかし、SLORC が SPDC に改組された後の 2000 年 6 月、同法は廃止され、「2000

年裁判所法」（Judiciary Law, 2000）が制定された。したがって、現在の裁判所制度および

司法制度は、「2000年裁判所法」に基づいて運用されている。 

 

「2000 年裁判所法」は、司法は以下の原則に従って運用しなければならないと規定している。 

 

(a)  法律に従って、司法を独立的に運用する 

(b)  国民の利益を保護し、治安と地域の平和を保持する 

(c)  法律を理解し、これを遵守できるよう、国民を教育し、かつ、国民に法律を遵守する

という習慣を付けさせる 

(d)  法律の枠内において訴訟を解決する 

(e)  法律で禁止されない限り、公開の法廷で司法を執行する 

(f)  法律に基づいて、あらゆる訴訟における抗弁権と上訴権を保証する 

(g)  違反者に罰を与える際に道徳観を改めさせるようにする 

 

「2000 年裁判所法」によると、ミャンマーの裁判所は次のように分類できる。 高上訴裁判

所である 高裁判所、および、下級裁判所である州・管区裁判所（State/Divisional 

Courts）、県裁判所（District Courts）、郡区裁判所（Township Courts）である。 

 

• 高裁判所 

裁判長 1 名、副裁判長 3 名および複数の裁判官で構成される 高裁判所は、下記の裁判権を

有している。 

 (a)  刑事訴訟および民事訴訟に関して判決を下す 
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 (b)  独自の判断で移送された訴訟に関して判決を下す 

 (c)  下級裁判所から他の下級裁判所への上訴に関して判決を下す 

 (d)  州・管区裁判所による判決または命令を不服とした上訴に関して判決を下す 

(e)  下級裁判所による判決または命令を不服とした再審に関して判決を下す 

(f)  州・管区裁判所または県裁判所が下した死刑判決に関して 終判断を示し、かつ、死

刑判決を不服とした上訴に関して判決を下す 

 (g)  法律に準拠していないと判断される下級裁判所の判決または命令を検証し、必要に応じ

て、これを変更するかまたは差し止める 

 (h)  国民の法的権利に関して、法律に準拠していないと判断される下級裁判所の判決または

命令を検証し、必要に応じて、これを変更するかまたは差し止める 

(i)  海事訴訟に関して判決を下す 

(j)  他の現行法に基づき、裁判権を有する訴訟に関して判決を下す 

 

高裁判所は、前記の裁判権の他に、国内のすべての下級裁判所の司法行為と管理機能を監

督する権限を有している。 

 

特別上訴法廷（Special Appellate Bench）に関して、「2000 年裁判所法」の第 7 条は、裁判

権を有する 高裁判所が終局判決を下した訴訟、あるいは、下級審の終局判決に関して 高

裁判所が終局判決を下した訴訟は、手続きに従って特別法廷（Special Bench）から特別上訴

が認められた場合には、 高裁判所の裁判長、副裁判長および裁判官の計 3 名の裁判官、あ

るいは、 高裁判所の裁判長および裁判官 2 名の計 3 名の裁判官、あるいは、 高裁判所の

副裁判長および裁判官 2 名の計 3 名の裁判官で構成された特別上訴法廷による再審を受ける

ことができる、と規定している。特別上訴法廷による判決が下された訴訟を除き、 高裁判

所が判決を下した訴訟に関して、裁判長が国民の利益に照らして大きな疑念があると判断し

た場合には、裁判長は、その疑念を特別上訴法廷において審理させ、判決を下させることが

できる。 高裁判所は、その裁判権の行使にあたり、裁判官 1 名、あるいは、裁判長が人数

を決定する複数の裁判官で構成される法廷による審理と判決を行うことができる。さらに、

高裁判所は、州・管区裁判所、県裁判所および郡区裁判所に複数の裁判官で構成される法

廷による審理と判決を行うよう指示することができる。 

 

さらに、 高裁判所は、必要に応じて、刑事訴訟と民事訴訟に関する州・管区裁判所、県裁

判所および郡区裁判所の裁判権を定めることができる。「2000 年裁判所法」は、 高裁判所

に対して、州・管区裁判所、県裁判所および郡区裁判所を設置し、司法官を任命し、これら

の司法官に州・管区裁判所、県裁判所および郡区裁判所の裁判官として機能する適切な司法

権を与え、かつ、それぞれの機能と任務を定める権限を付与している。 

 

高裁判所の裁判官は、「2000 年裁判所法」の規定に従って、ヤンゴンとマンダレーで公判

を開く。「2000 年裁判所法」は他の適切な場所で 高裁判所の公判を開くことを認めている

ので、 高裁判所の裁判官は新首都の「ネーピードー」でも公判を開いている。 
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• 州・管区裁判所、県裁判所および郡区裁判所 

「2000 年裁判所法」に基づき、州・管区、県および郡のレベルにおいて、それぞれ、州・管

区裁判所、県裁判所および郡区裁判所が設置された。これらの下級裁判所は以下の裁判権を

有する。 

(a)  民事訴訟に関する判決を下す 

(b)  刑事訴訟に関する判決を下す 

(c)  法律に基づいて判決を下す 

州・管区裁判所は、州・管区レベルの民事訴訟に関して無制限の罰金を課すことが認められ

ており、県裁判所が下した判決または命令に関して判決を下すかまたはこれらを変更するこ

とができる他、その州・管区内において、独自の判断で移送された訴訟に関して判決を下す

か、あるいは、下級裁判所から他の下級裁判所への訴訟の移送を決定することができる。 

 

県裁判所は地方レベルで 3,000,000 チャットを限度とする罰金を課すことが認められている

（県裁判所裁判官は 3,000,000 チャットを限度として罰金を課すことができ、県裁判所副裁

判官は 1,500,000 チャットを限度として罰金を課すことができる）。また、郡区裁判所が下

した判決または命令に関して判決を下すかまたはこれらを変更することができる他、その地

方の内部において、独自の判断で移送された訴訟に関して判決を下すか、あるいは、下級裁

判所から他の下級裁判所への訴訟の移送を決定することができる。 

 

郡区裁判所は郡レベルで 500,000 チャットを限度とする罰金を課すことができる（郡区裁判

所裁判官および副裁判官は 500,000 チャットを限度として罰金を課すことができ、郡区裁判

所裁判官補佐は300,000チャットを限度として罰金を課すことができる）。 

 

刑事訴訟管轄権に関しては、州・管区裁判所の裁判官または副裁判官は、 高裁判所から、

治安判事の権限を与えられている。同様に、県裁判所の裁判官または副裁判官も、 高裁判

所から、治安判事の権限を与えられている。また、郡区裁判所の裁判官、副裁判官または裁

判官補佐は、「刑事訴訟法」に明記されているそれぞれの経験に応じた権限―特別権限（7

年を限度として懲役を科すことができる）、第一種権限（1 年を限度として懲役を科すこと

ができる）および第二種権限（6 ヵ月を限度として懲役を科すことができる）―が与えられ

ている。 

 

「2000 年裁判所法」に基づき、 高裁判所の裁判長、副裁判長および裁判官、ならびに、

州・管区裁判所および地方裁判所の裁判官には、上記の権限の他、既決囚および拘留中の人

物が、法律に基づいてまたは手続きに関連して認められている権利を享受できるようにする

こと、および、訴訟の審理を不当に遅延させないようにすることを目的として、刑務所、矯

正施設および警察の留置場を検査する権限が与えられている。 

 

すべての裁判所は、現行法、特に「刑事訴訟法」、「民事訴訟法」、「証拠法」、「出訴期

限法」、「契約法」、「印紙法」、「裁判所手数料法」および「ミャンマー裁判所マニュア

ル」等の規定を厳格に遵守して、刑事訴訟および民事訴訟を審理することが義務付けられて

いる。すべての訴訟では、被告が出席した審理の場で、法律に基づいて認められた証拠に基
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づいて判決が下される。しかし、被告が逃亡しているか、または、裁判所に出頭しない場合

には、裁判所は、一般的に、原告の主張のみに基づいて審理を行うことが認められている。 

 

２－５ 地方行政 

 

SPDC と政府の監督の下で、行政権限は地方機関に委譲されている。行政権限は、州・管区レ

ベルでは「州・管区平和発展評議会」、県レベルでは「地方平和発展評議会」、郡レベルで

は「郡平和発展評議会」、区・村レベルでは「区・村平和発展評議会」が行使している。 

 

２－６  外交 

 

ミャンマーは、1948 年 4 月に国連に加盟し、1997 年 7 月に東南アジア諸国連合（ASEAN）に

加盟し、1997 年 12 月に東南・南アジア経済協力閣僚会議（BIMST-EC）に加盟した。ミャン

マーは、以下の外国との間で正式な外交関係を樹立している。 

         

アジア地域  

パキスタン、インド、タイ、スリランカ、バングラデシュ、インドネシア、中華人民共和国、

日本、カンボジア、フィリピン、モンゴル、アフガニスタン、ラオス人民民主共和国、マレ

ーシア、ネパール、シンガポール、韓国、ベトナム、トルコ、ブルネイ、朝鮮民主主義人民

共和国。 

アフリカ地域  

アルジェリア、モルジブ、ナイジェリア、シリア、エジプト、モーリタニア、モロッコ、モ

ーリシャス、ガーナ、南アフリカ、ケニア、スーダン 

オセアニア地域  

オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、 

 中東地域  

イスラエル、イラク、クウェート、サウジアラビア、イラン 

中南米地域  

アルゼンチン、メキシコ、キューバ、コスタリカ、チリ、パナマ、ブラジル、コロンビア、

ペルー、ベネスエラ、ジャマイカ、ウルグアイ、 

 北米地域  

米国、カナダ 

ヨーロッパ及びNIS諸国地域  

英国、ロシア連邦（旧ソ連）、フランス、オランダ、セルビア・モンテネグロ（旧ユーゴス

ラビア）、イタリア、オーストリア、ベルギー、ドイツ、フィンランド、ポーランド、デン

マーク、ギリシャ、チェコ共和国、スロバキア共和国、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリ

ア、スウェーデン、ノルウェー、スイス、スペイン、ポルトガル、アルバニア、キプロス、

アゼルバイジャン、グルジア、トルクメニスタン、クロアチア、カザフスタン、タジキスタ

ン、キルギスタン、ウズベキスタン、マケドニア、アイルランド、ベラルーシ 
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現在、ミャンマーは、世界30ヵ国に大使館を設置している。ミャンマーのヤンゴンには、27

ヵ国が大使館を設置している。 

 

ミャンマーには、次の国連機関が事務所を置いている。国連開発計画（UNDP）、国連人口基

金（UNFPA）、世界食糧計画（WFP）、国連児童基金（UNICEF）、国連食料農業機関（FAO）、

世界保健機関（WHO）、国連薬物犯罪事務所（UNODC）、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

および国際労働機関（ILO）。 

 

２－７ 近の政治動向 

 

SPDC として知られる現在の軍事政権は、国の安定と平穏を維持するためにあらゆる努力を払

っている。さらに、これだけに限定するものではないが、政治状況を含め、国のあらゆる部

門を強化するためにあらゆる改善措置を講じている。このような努力と政府の誠意により、

17 の武装グループが武力闘争を放棄し、合法的活動に転じた。これらのグループは、武器の

代わりに平和を掲げ、政府に協力し始めた。 

 

政府は、2003 年 8 月 30 日、次の 7 項目から成る政治プログラムに関するロードマップを発

表した。 

(1) 1996年以来開かれていない国民会議を再開する 

(2) 国民会議が無事に再開された後、規律のある真の民主主義の実現に必要な手続きを段

階的に実施する 

(3) 国民会議によって定められた詳細な基本原則に基づいて、新憲法草案を作成する 

(4) 国民投票によって憲法を採択する 

(5) 新憲法に基づいて、自由で公正なPyithu Hluttaw（人民議会）選挙を行う 

(6) 新憲法に基づいて、議員が列席する人民議会を開催する 

(7) 人民議会で選出された国家指導者、および、人民議会によって設立される中央政府機

関が、近代的で先進的な民主主義国家を建設する 

 

新憲法草案を作成するための国民会議は、当初は 1993 年 1 月に開始されたが、1996 年 3 月

に一時的に解散され、民主主義への移行のための7項目ロードマップの第一歩として2004年

5 月に再開され、その後、2007 年 7 月 18 日から再開されて、2007 年 9 月の時点で検討が進

められている。国民会議は 1 ヵ月半ほど続くと予想されている。国民会議による検討は 終

段階にある。この 終段階で合意された条文に基づいて、新憲法草案が作成されることにな

る。 
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３. ミャンマー経済 

 

３－１ 現在の経済情勢 

 

国家計画・経済開発相は、2006年12月17日に開かれた記者会見において、ミャンマーの経済

と開発の現状について説明を行った。 

 

農業、畜産、漁業、林業、エネルギー、鉱業、工業および発電などの部門に関して、国家計

画・経済開発相は次のような説明を行った。 

 

• 概要 

ミャンマー経済は、次の3つの時期に分けることができる。第1期は1948年～1962年で、市場

経済が実践された。第2期は1962年～1988年で、社会主義に基づく中央計画経済が実践された。

第3期は1988年から現在までで、市場経済が実践されている。 

 

ミャンマーの会計年度は、4月1日に開始し、翌年の3月31日に終了する。ミャンマーの国内総

生産（GDP）は、1986年度から3年連続で減少し、1988年度には15.8%減少した。景気の悪化に

より、政治が不安定化し、政権が交代した。1988年末には、経済制度も、社会主義経済制度

から市場経済に変更された。 

 

政府は、国の安定化と統合に重点を置いた。そのため、1989年度から1991年度までの３年間

で、国の経済を活性化させるための安定化プログラムが策定された。その結果、経済成長率

は5.9%に達し、経済規模は1.1倍になった。 

 

安定性が回復されたので、1992年度以降、経済成長を加速するために短期的計画が実施され

ている。 

 

第1次4ヵ年計画（1992年度～1995年度）では、平均年間成長率の目標が5.1%に設定された。

この第1次4ヵ年計画の期間中、平均年間成長率は7.5%に達し、経済規模は1.3倍に拡大した。

1人当たりの所得は、4,496チャットから、13,515チャットに増加した。（2007年9月時点での

公定レート：1US$＝約6チャット） 

 

次の第2次5ヵ年計画（1996年度～2000年度）では、平均年間成長率の目標は6%に設定された。

同計画は成果を収め、平均年間成長率は8.5%に達し、経済規模は1.5倍になった。1人当たり

の所得も同様に、1995年度の13,515チャットから、2000年度には50,927チャットに増加した。

農業部門の平均年間成長率は7.3%、工業部門は11.4%、サービス部門は8.5%となった。 

 

第3次5ヵ年計画（2001年度～2005年度）では、平均年間成長率の目標は11.3%に設定された。

同計画期間中の平均年間成長率は12.8%に達し、経済規模は1.83倍になった。1人当たりの所

得も、2000年度の50,927チャットから、2005年度には221,217チャットに増加した。農業部門

の平均年間成長率は9.8%、工業部門は23.5%、サービス部門は13.9%となった。 
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第4次5ヵ年計画（2006年度～2010年度）では、高い経済成長率を安定的に持続させ、国の健

全な経済基盤と財政基盤を維持し、均衡の取れた地域開発を実現し、かつ、人的資源の開発

を促進することが目標とされた。 

 

第4次5ヵ年計画の詳細な目標は以下のとおりである。 

- 工業化に必要な農業関連産業およびその他の産業を強化する 

- 産業の発展に合わせて、電力部門とエネルギー部門を強化する 

- 国内での自給自足を実現し、輸出を拡大するため、農業、畜産および漁業部門を強化す

る 

- 指定作物の1エーカーあたりの目標収量を実現するため、さらに努力する 

- 農耕用地を拡大する 

- 森林保護区を設定し、自然環境を保護する 

- 人的資源開発を促進するため、教育・保健部門を強化する 

- 商業・取引を活発化するために道路と通信設備を改善するとともに、異なる民族間の友

好を促進する 

- インフラ部門を継続的に発展させる 

- 特別開発区域の目標を実現する 

- 農村地域の開発を促進する 

- 貧困を緩和する 

- 国の計画を実施する際、ミレニアム開発目標（MDG）の目標値を上回るようにする 

- 均衡の取れた経済、および経済全体の発展を実現する 

 

第4次5ヵ年計画では、平均年間成長率12%を達成すること、経済規模を1.77倍に増加させるこ

とが目標とされている。 

 

ミャンマーの経済状況と部門別の開発状況は以下のとおりである。 

 

• 農業部門 

ミャンマー経済は、主に農業部門に依存している。2005年度においては、農業部門は経済全

体の40.2%を占めている。農業部門の開発においては、自給自足の実現と余剰分の輸出に重点

が置かれてきた。農耕用地の拡大を目的として、民間の事業者と企業は、空閑地、遊休地、

未利用地および湿地帯を開拓することが認められている。 

 

作付面積（ネット・ベース）は、1988年度の1,990万エーカーから、2005年度には1.5倍の

2,930万エーカーに増加した。混作物・多毛作農地は、1988年度の390万エーカーから、2005

年度には1,680万エーカーに増加した（4.3倍）。総作付面積は、2,380万エーカーから4,610

万エーカーに増加した（1.9倍）。耕地利用率は、119.6%から157.3%に増加した。4,300万エ

ーカーの農耕用地全体の内、作付面積（ネット・ベース）は2,690万エーカーで、全体の

62.6%だった。この数字は、国土面積の16.1%に過ぎない。したがって、農業部門にはさらに

成長の余地がある。灌漑耕地は、1988年度の252万エーカーから、2005年度には552万エーカ

ーに増加した（2.2倍）。作物生産面では、作付面積の増加に伴って、主要作物の生産量が
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増加した。生産量は、水稲が2.1倍、豆類が11倍、食用油が3.3倍、綿花が3.9倍、サトウキビ

が3.3倍、キッチン・クロップ（kitchen crops）が4.7倍に増加した。 

 

農業部門は、第1次、第2次および第3次短期計画において、それぞれ、7.3%、6.3%および8.5%

の平均年間増加率を示した。これは、農業部門の開発に集中して取り組んだことによるもの

である。 

 

「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」（情報省印刷・出版

局（Printing and Publishing Enterprise）、2007年3月）から抜粋した農業部門の成長状況

を示す表を、別紙 B として添付した。 

 

• 畜産・漁業部門 

第1次、第2次および第3次短期計画では、畜産・漁業部門は、それぞれ、4.6%、12.7%および

17.2%の平均年間増加率を示した。食肉と魚類・エビの生産量は、それぞれ4.9倍と3.8倍に増

加した。 

 

「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」から抜粋した畜産部

門の成長状況を示す表を、別紙 C として添付した。 

 

• 林業部門 

ミャンマー国土の約52%は、森林で覆われている。森林保護地域は、1988年度の14.9%から、

2005年度には23.2%に増加した（1.6倍）。植林面積と植林数は2.7倍に増加した。第1次、第2

次および第3次短期計画では、林業部門は、それぞれ5.4%、3.2%および3.6%の平均年間増加率

を示した。環境保護の必要性を勘案して、第1次、第2次および第3次短期計画では、平均年

間増加率は比較的小さく、3%程度に抑制された。 

 

「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」から抜粋した林業部

門の成長状況を示す表を、別紙 D として添付した。 

 

• エネルギー部門 

原油と天然ガスの国内需要を充足し、これらを輸出するため、増産努力が行われている。現

在、13の国際石油会社が、陸上と洋上で計33のプロジェクトを実施している。天然ガス生産

量は、1988年度の390億8,500万立方フィートから、2005年度には4,028億9,800万立方フィー

トに大幅に増加した（10.3倍）。第1次、第2次および第3次短期計画では、エネルギー部門は、

それぞれ0.4%、27.27%および13.9%の平均年間増加率を示した。 

 

「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」から抜粋したエネル

ギー部門の成長状況を示す表を、別紙 E として添付した。 

 

• 鉱業部門 

鉱業部門は、ミャンマー経済全体の0.4%を占めている。金と銑鉄の生産量は、それぞれ23.1%

と5.1%増加した。精製銅生産量は、2005年度には約30,000tに達した。精製銅と銑鉄の生産量
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は5倍以上に増加した。第1次、第2次および第3次短期計画では、鉱業部門は、それぞれ21.2%、

20.9%および15.1%の平均年間増加率を示した。 

 

「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」には、鉱業部門に関

する表は含まれていない。 

 

• 工業部門 

GDPに占める加工・製造部門のシェアは15.4%である。工業部門の発展を加速するため、1995

年度に9つの州および管区に18の工業地区が設置された。このうち、工 2006年3月末までに、

計9,849の工場が操業を行った。ミャンマー全体では、工場の総数は、1988年の28,847から、

2006年9月には81,176に増加した（51,747の増加）。第1次、第2次および第3次短期計画では、

工業部門は、それぞれ9.1%、10.4%および23.8%の平均年間増加率を示した。 

 

「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」から抜粋した工業部

門の成長状況を示す表を、別紙 F として添付した。 

 

• 電力部門 

電力部門に関しては、政府は、灌漑ネットワークおよび発電設備などの開発プロジェクトに

重点を置いてきた。 

 

灌漑ネットワークに関しては、ダムと貯水池の数は、1988年の計475から、2006年9月には計

644に増加した（計189の増加）。 

 

発電設備に関しては、1988年から2006年9月にかけて、27の水力発電設備が建設され、16の大

型水力発電設備が建設中となっている。建設済みの27の水力発電設備の合計能力は746MWであ

る。さらに、建設中の16の大型水力発電設備が完成すると、国全体の発電能力は10,413MWに

なる。さらに、10のガス燃焼式発電設備の完成により、561MWの能力が追加された。ガス燃焼

式発電設備の合計能力は、1988年の685MWから、2006年9月末には1,701MWに増加した（2.5

倍）。発電量は、1988年の22億2,600万kWhから、2005年度（2006年3月末）には60億1,500万

kWhに増加した（2.7倍）。また、電力消費量も3.7倍に増加した。送・配電線は、1988年の

10,733マイルから、2006年9月末には9,929マイル増加し、20,662マイルになった（1.9倍）。

電化された郡と村の総数は、1988年のそれぞれ286と741から、2006年9月にはそれぞれ473と

1,267に増加した（増加数は、郡が187、村が526）。 

 

第1次、第2次および第3次短期計画では、電力部門は、それぞれ16.2%、10.6%および10.6%の

平均年間増加率を示した。 

 

「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」から抜粋した電力部

門の成長状況を示す表を、別紙 G として添付した。 
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• 結論 

経済計画は、3度にわたって実施された。第1次4ヵ年計画は7.5％、第2次および第3次5ヵ年計

画は、それぞれ8.5%および12.8%の平均年間成長率を実現した。第1次、第2次および第3次5ヵ

年計画により、経済規模は、それぞれ1.3倍、1.5倍および1.83倍に拡大した。1人当たりの

GDPは、第1次4ヵ年計画の実施前の1991年度には4,496チャットであった。同GDPは、第1次4ヵ

年計画の終了時には13,515チャット、さらに第2次および第3次5ヵ年計画の終了時には、それ

ぞれ50,927チャットおよび221,217チャットに増加した。 

 

2006年度においては、第1四半期（2006年4～6月）のGDP成長率は14.4%であった。農業部門、

工業部門およびサービス部門は、それぞれ12.3%、17.5%および14.2%成長した。第2四半期

（2006年7～9月）のGDP成長率は12.8%であった。農業部門、工業部門およびサービス部門は、

それぞれ11.9%、16.9%および11.9%成長した。上半期（2006年4～9月）のGDP成長率は13.4%で

あった。農業部門、工業部門およびサービス部門の成長率は、それぞれ12%、17.2%および

12.9%であった。 

 

３－２ 貿易・投資状況 

 

国家計画・経済開発相は、2006年12月17日の記者会見において、貿易と投資の状況に関して

も説明を行った。 

 

以下、貿易と投資の状況に関する国家計画・経済開発相の説明を示す。 

 

• 貿易 

第1次4ヵ年計画（1992年度～1995年度）期間中の輸出および輸入の平均年間増加率は、それ

ぞれ17.7%と21.1%であった。 

 

第2次5ヵ年計画（1996年度～2000年度）期間中の輸出および輸入の平均年間増加率は、それ

ぞれ17%と4.8%であった。 

 

第3次5ヵ年計画（2001年度～2005年度）では、輸出の年間増加率は20%を超えたが、2003年度

においては、西側諸国の一部の銀行が取引にUS$を使用してミャンマーに金融サービスを提

供することを禁止されたために、輸出は減少した。この年度には、輸入も減少した。第1次

および第2次短期計画では貿易収支は赤字になったが、2002年度以降は4年連続で黒字になっ

た。しかし、2005年度になると輸入が増加し始めた。 

 

ミャンマーの貿易相手国はほとんどがアジア諸国である。貿易に占めるシェアは、アジアが

90%、欧州諸国が4.8%、アメリカ大陸諸国が1.5%、ASEAN諸国が51.3%である。 

 

2006年の上半期の輸出と輸入は、前年同期比でそれぞれ28.2%と31.9%増加した。貿易総額も

29.49%増加した。 
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貿易収支は、1977年度以降22年間連続で赤字であった。しかし、その後現在に至るまで状況

は改善した。2002年度以降は、貿易収支は黒字になっている。 

 

経常収支も、20年以上、赤字であった。しかし、2002年度以降は、経常収支も黒字になって

いる。 

 

• インフレ 

第1次4ヵ年計画（1992年度～1995年度）期間中の平均年間インフレ率は25.18%であった。 

 

第2次5ヵ年計画（1996年度～2000年度）期間中の平均年間インフレ率は21.13%であった。イ

ンフレ率は、1999年度の16.09%から、2000年度には1.62%に低下した。 

 

2001年4月、インフレ率が再び上昇し始めたため、これを1桁に戻す努力が行われた。その結

果、インフレ率は2005年3月には3.76%に低下したが、2006年9月には再び16.4%に上昇した。 

 

第1次と第2次の短期計画期間中では、インフレ率は約25%であった。第3次短期計画の半ばに

は、インフレ率は5%未満に低下したが、その後、再び上昇した。 

 

• 投資 

1988年度から2006年9月末までの期間では、承認された外国投資総額は138.49億US$であった。

外国投資額は、主に、アジア諸国における金融危機の間接的影響、および、一部の西側諸国

が課した制裁措置によって、1997年度から徐々に減少した。しかし、2005年度には外国投資

額が再び増加した。 

 

承認された外国投資総額は、2004年度が1億5,800万US$、2005年度が60.6億US$であった。 

 

外国投資額に占めるシェアは、アジア諸国が首位（79.5%）で、欧州諸国が17.3%、アメリカ

大陸諸国が3.2%と続いた。アジア諸国の中では、ASEANが71.2%のシェアを占めた。 

 

国家計画・経済開発省の投資・企業管理局（Directorate of Investment and Company 

Administration）（DICA）のウェブサイトによると、2007年3月末までに承認された外国投資

総額は145億6,900万US$となっている。国別と分野別の外国投資額は、それぞれ別紙Hと別紙I

に示したとおりである。 
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４． ミャンマーの鉱業 

 

 ４－１  鉱業とミャンマー経済 

 

ミャンマーで生産され、同国から輸出される主要鉱物は、銅地金、鉛地金、銀地金、亜

鉛精鉱、錫地金、錫精鉱、錫・タングステン精鉱および石炭である。金、鉄鉱石、石灰

石、工業用鉱物および重晶石も生産されるが、これらは国内で消費される。生産された

重晶石粉末は、石油・ガス部門で操業している外国石油会社および国営のミャンマー石

油ガス公社に使用されている。ルビー、サファイア、天然宝石およびヒスイなどの宝石

は輸出も行われている。鉱物資源の分布は別紙 J として添付した。 

 

国家計画・経済開発省の中央統計局（Central Statistical Organization）が発行した

「抜粋月次経済指標（2007 年 1 月）」によると、主要金属・鉱石の合計輸出量は、2002

年度が 35,000t（2 億 8,240 万チャット）、2003 年度が 30,800t（3 億 4,020 万チャッ

ト）、2004 年度が 32,800t（5 億 4,750 万チャット）、2005 年度が 29,700t（6 億 4,620

万チャット）、2006 年 4 月～2007 年 1 月が 16,200t（6 億 3,290 万チャット）と推移し

ている。輸出金額は、公定為替レート（1US$＝6チャット）で計算されている。 

 

国家計画・経済開発省の中央統計局が発行した「抜粋月次経済指標（2007 年 1 月）」に

よると、鉱物採掘量は次の表のとおりである。   
（単位：t） 

 

年度 錫精鉱 

タ ン グ ス

テ ン ・ 精

鉱 

錫、タン

グ ス テ

ン、灰重

石 

 

鉛地金 亜鉛精鉱 銀地金 

（1,000oz） 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006* 

465 

616 

492 

737 

676 

2 

7 

2 

2 

7 

375 

419 

529 

828 

695 

425 

463 

809 

577 

347 

461 

673 

400 

281 

27 

25 

36 

45 

40 

11 

*2006 年 4月～2007 年 1月の数値 

 

国家計画・経済開発省の中央統計局が発行した「抜粋月次経済指標（2007 年 1 月）」に

よると、非金属鉱物生産量は次の表のとおりである。 

 

                                                                 （単位：t） 

年度 石炭 バライト 石灰石 石膏 苦灰石 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 年 4月

～2007 年 1

月 

115,175 

169,728 

230,385 

220,942 

277,057 

15,050 

2,000 

2,229 

2,205 

2,927 

43,323 

46,932 

39,332 

20,093 

15,851 

90,002 

71,030 

66,038 

69,735 

56,151 

3,806 

4,397 

4,013 

4,400 

3,800 
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ミャンマー経済に占める鉱業部門のシェアは小さい。Ⅲ.A.の項で国家計画・経済開発相

が行った説明によると、2005 年度においては、ミャンマー経済に占める鉱業部門のシェ

アは 0.4%であった。 

USGS（米国地質調査所）の 1994 年鉱物年鑑（Minerals 1994 Yearbook）に掲載されてい

る「ビルマの鉱業」によると、1993 年度のミャンマー経済に占める鉱業部門のシェアは

約 1%である。以下同様に、1994 年度における鉱業部門の同シェアは約 1.3%、1995 年度

における鉱業部門の同シェアは約 1.3%、1996 年度における鉱業部門の同シェアは約 1.7%、

1997 年度における鉱業部門の同シェアは約 1.3%、1998 年度における鉱業部門の同シェア

は約 1.6%、1999 年度における鉱業部門の同シェアは約 1.7%、2000 年度における鉱業部

門の同シェアは約 2%、2001 年度における鉱業部門の同シェアは約 0.8%と推移している。 

 

４－２ 鉱業生産の概要 

 

鉱業省のウェブサイトによると、ミャンマーの鉱業生産の概要は以下のとおりである。 

 

ルビーおよびサファイアは、13 世紀以降、ミャンマー北部のモゴクで生産されている。

ルビー鉱山は、マンダレー管区のマンダレー北東約 150km に位置している。ヒスイは、

ミャンマー北部のカチン（Kachin）州で生産されている。 

 

銅地金は、ミャンマー北部の Sagaing 管区の Monywa に位置する Sabetaung-Kyisintaung

鉱山（S&K 鉱山）で生産されている。S&K 鉱山は、1999 年 1 月に商業生産を開始した。現

在の銅生産量は約 27,000 トンである。S&K 鉱山の操業は、カナダのアイバンホー・ホー

ルディング・リミテッドと鉱業省傘下の第 1 鉱業公社（No. 1 Mining Enterprise）がそ

れぞれ資本金の 1/2 を拠出して設立した合弁会社であるミャンマー・アイバンホー・カ

パー・カンパニー・リミテッド（MICCL）が行っている。MICCL が生産している銅地金は、

ロンドン金属取引所（LME）に登録されている。アイバンホー・マインズ（Ivanhoe 

Mines）のウェブサイトによると、アイバンホーは、リオティントとの取引の結果、2007

年 2 月に上記の 50%の持分を独立した第三者機関に譲渡した。 

 

Namtu Bawdwin 鉛・亜鉛鉱山は、15 世紀から生産を行っている。ミャンマー独立以前に

は、Namtu Bawdwin 鉱山はビルマ・マインズ・リミテッドによって操業されていた。1951

年には、合弁会社による操業になった。Namtu Bawdwin 鉱山は、現在、第 1鉱業公社によ

って操業されている。第 1 鉱業公社が操業している他の鉛・亜鉛鉱山は、Yadanatheingi

鉱山および Bawsaing 鉱山である。この 2 つの鉱山は、シャン州に位置している。

Bawdwin 地下鉱山は、独自の選鉱プラントを使用して鉛精鉱生産している。その後、精鉱

は Namtu の精錬所に送られ、鉛地金、銀地金および亜鉛精鉱が生産される。副産物とし

て、銅マット、ニッケルスパイスおよびアンチモン鉛が生産される。同じ地域には、民

間企業が所有する鉛・亜鉛鉱山もある。生産された鉛・亜鉛の大半は輸出されている。

第 1 鉱業公社が生産する銀と鉛も、LME に登録されている。 

 

戦前、カヤー（Kayah）州に位置する Mawchi 鉱山は、世界市場において、錫タングステ

ン・灰重石混在精鉱の生産で有名であった。しかし、設備の大半は戦争で破壊された。

錫・タングステン精鉱も、Taninthayi 管区のあらゆる鉱山で生産されている。錫の主要

鉱山は、Heinda、Kanbauk および Kalonta である。Thanlyin の錫精錬会社 1 社を除き、



 - 20 - 

錫とタングステンのすべての鉱山は民営化された。現在では、国営の錫・タングステン

鉱山は存在しない。 

 

国営の第 3 鉱業公社は、カレワ地下炭鉱と Nammma 露天堀炭鉱を操業している。民間部門

では、Taninthayi 管区の Mawdaung 露天堀炭鉱が年間 500,000 トン以上の石炭を採掘して

いる。この石炭はタイに輸出されている。シャン州の民間炭鉱は、州内の事業者が州内

消費のために操業している。 

 

マンダレー近くの Thazi には、重晶石粉砕プラントが 1 つ存在する。重晶石粉は、石

油・ガス部門の掘削井用に供給されている。 

 

サガイン管区の Kawlin 郡に位置する Kyaukpahto 金鉱山は、第 2 鉱業公社によって操業

されている。同鉱山は、地元の民間業者に売却する手続きが進められている。マンダレ

ー管区、サガイン管区およびカチン州に位置する民間金鉱山は、民間鉱業会社と第 2 鉱

業公社が締結した生産物分与契約に基づいて操業されている。 

 

Pyin Oo Lwin の第 1 鉄鋼プラントは、Pyin Oo Lwin 南東 26 マイルに位置する Kyatwinye

鉄鉱山から産出された鉄鉱石を精錬している。第 1 鉄鋼プラントは、海綿鉄、銑鉄、鋼

鉄、鋼鉄研磨ボール（steel grinding balls）および丸鋼を生産している。これらの製

品は、国内の建設工事で使用されている。 

 

ミャンマーでは、物理的性質が異なる 2 種類の石灰石が生産されている。カルシウム成

分が多く、外見に特徴のない石灰石は、セメント生産のための原料として使用されてい

る。一方、美しい風合いと色彩を有する成分を含んだ石灰石は、装飾用石灰石（石材と

して知られる）として使用されている。Loikaw 近くにも、良質の装飾用石灰石鉱山が位

置している。石灰石生産量は、国内のセメント産業の需要を満たしている。 

 

ミャンマーでは、多くの鉱山から、耐火粘土、黄土、陶土、石綿、ベントナイトおよび

長石等が生産されている。 

 

以下、「国の発展の記録―1988年以前と以後（2006年12月31日まで）の比較」（情報省

印刷・出版局、2007年3月）に基づいて、全国の鉱業活動の概要を示す。 

 

カチン州では、ヒスイ、銅、金および石炭が生産されてきた。1988 年以降、同州では、

滑石粉および水晶も生産されている。現在、合弁企業が操業する民間のヒスイ鉱山の数

は増加している。カチン州の 2006 年 12 月 31 日までの金の生産量は 590oz であった。 

 

カヤー州では、Mawchi 鉱山が、錫、タングステンおよび頁岩を産出している。同州では、

1988 年以降に大理石とアンチモニー鉱床が発見された。同州の 2006 年 12 月 31 日までの

大理石生産量は 212.16t、アンチモニー生産量は 260t であった。 

 

カイン州では、2006 年 12 月 31 日までに、亜鉛が 3,000t、アンチモニーが 884t、工業用

石灰石が 29,338.65t、鉄鉱石が 103,933.33t、それぞれ生産された。 
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モン州では、2006 年 12 月 31 日までに、金が 95.40oz、石灰石が 758.1t、スレートが

712.42t、御影石が 441.11t 生産された。さらに、カイン州で新たに発見された鉛・タン

グステン鉱山は、2t を生産した。1988 年の同生産量は 0.98t であった。 

 

シャン州では、40,183 カラットの宝石が生産された。さらに、石炭が 324,538t、石膏が

121,489t、鉛・亜鉛鉱石が 1,091t、亜鉛鉱石が 3,082.6t、銀地金が 129,989t、純鉛が

2,399t、鉛地金が 6,203t、重晶石が 4,438t、それぞれ生産された。 

 

サガイン管区では、2006 年には、ヒスイが 340,000 キロ、銅が 28,593t、純金が

5,178.17oz、未精製金が 1,702.68oz、石炭が 101,516.4t、それぞれ生産された。 

 

Taninthayi 管区は真珠の産地として有名である。1988 年以降、真珠生産量は

3,229,844.6 匁増加した。錫・タングステン生産量は 1,072.29t、石炭生産量は

119,162.83t、ガラス製造用の砂は 9,734.38t であった。 

 

Bago 管区では、金の生産量は 144.24oz であった。因みに 1988 年の同生産量は 9.52oz で

あった。 

 

Magway 管区では、石炭生産量は 2,595.37t、工業用石灰石生産量は 35,094.80t であった。 

 

マンダレー管区では、モゴクで宝石が生産されている。2006 年 12 月 31 日までに、260

の宝石鉱区が拡大され、2,640,557 カラットの各種宝石が生産された。金鉱山の数は、

1988 年にはわずか 2 であったのに対し、現在は 172 となっている。2006 年には、953oz

の粗金が生産された。大理石、アンチモニー、炭酸ナトリウム酸化物、石灰石およびそ

の他の鉱物も生産されている。 

 

「国境地域における通信、工業、鉱業およびエネルギー部門の持続的開発」（情報省印

刷・出版局、第 1 版、2006 年）によると、2005 年 12 月までの非鉄金属・石灰石の国内

生産量は次の表のとおりである。 

 

番号 品目 1988 年 2005 年 増加量 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

純金（oz） 

粗金：Crude Gold(oz） 

錫（t） 

鉛（t） 

亜鉛（t） 

粗鉛・亜鉛：Crude Lead  

Zinc 

（t） 

鉛・亜鉛地金 

（t） 

銅（t） 

石灰石（工業用） 

（t） 

石灰石（装飾用） 

（t） 

438.78 

818.91 

241.24 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

67416 

 

- 

4237 

2684 

493 

209 

6020 

 

4273 

 

228 

 

29 

 

215834 

 

2762 

3798.22 

1869 

252 

209 

6020 

 

4273 

 

228 

 

29 

 

148418 

 

2762 
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2005 年 12 月までの鉱物の国内生産量は、次の表のとおりである。 

 

番号 品目 1988 年 2005 年 増加量 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

石炭（t） 

アンチモニー 

（t） 

大理石（t） 

石膏（t） 

耐火土（t） 

軟質土（Soft soil） 

（t） 

砂岩（t） 

39332 

 

- 

- 

21188 

- 

 

- 

- 

367025 

 

5470 

4064 

72196 

43654 

 

7317 

10533 

327693 

 

5470 

4064 

51008 

43654 

 

7317 

10533 

 

下の表は、州および管区における鉱区と工場の数の増加状況を示したものである。 

 

番号 州・地域 1988 年 2005 年 増加数 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

カチン州 

カヤー州 

カイン州 

モン州 

ラキン州 

シャン州 

サガイン管区 

Taninthayi 管区 

Bago 管区 

マンダレー管区 

Ayeyawady 管区 

3 

2 

- 

6 

7 

10 

6 

19 

1 

16 

2 

1246 

12 

17 

31 

8 

344 

627 

54 

22 

687 

5 

1243 

10 

17 

25 

1 

334 

621 

35 

21 

671 

3 

 

鉱業省のウェブサイトによると、国営部門では、現在、第 1 鉱業公社が、Namtu Bawdwin 

鉱山、Bawsaing 鉱山および Yadanatheingi 鉱山を操業している。民間部門では、現在、

ミャンマー・アイバンホー・カンパニー・リミテッドおよびコーナーストーン・リソー

シズ（ミャンマー）リミテッドが、外国企業と国内企業の合弁という形で操業を行って

いる。 

 

鉱業省のウェブサイトによると、国営部門では、現在、第 2 鉱業公社が、Mawchi 鉱山を

操業している。民間部門では、現在、Heinda 錫鉱山において、外国企業との合弁で操業

が行われている。国内企業との合弁で操業が行われているのは、金鉱山では、

Phayaungtaung、Thayetkhon、Shwegyin 等、錫・タングステン鉱山では、Hermyingyi、

Pakayi、Kanbauk、Theindaw、Bokepyin および Maliwan である。 

 

鉱業省のウェブサイトによると、国営部門では、現在、第 3 鉱業公社が、Pyin Oo Lwin

第 1 鉄鋼プラント、カレワ炭鉱、Namma 炭鉱、Hsipaw 石膏鉱山、Patheingyi 石灰石鉱山、

Pyinmana 石灰石鉱山、Kyaukse 重晶石鉱山、Pyin Oo Lwin 重晶石鉱山、および、Heho 重
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晶石鉱山を操業している。民間部門では、現在、ミャンマーECI カンパニー・リミテッド

（Thazi 重晶石粉砕プラント）が、外国企業と国内企業の合弁という形で操業を行ってい

る。 

 

４－３ 探査・優先開発プロジェクト 

 

投資可能な鉱物探査・優先開発プロジェクトに関しては、鉱業省には、前述の鉱山以外

には 新データが存在しない。後述するとおり、鉱物探査・優先開発プロジェクトに関

する 新データを入手するためには、鉱業プロジェクトに投資を希望する外国企業は鉱

業省と調整する必要がある。 

 

米国地質調査所の 2004 年鉱物年鑑に記載されている「ビルマの鉱業」によると、リーワ

ード・キャピタル・コーポレーション、および、カナダのジェット・ゴールド・コーポ

レーションは、2004 年初め、シャン州北部のマンダレー北東 200km、中国雲南省との国

境から 90km のところに位置する Mabein 郡の Set Ga Done 金鉱山で探査を開始した。ま

た、チャイナ・ノンフェラス・メタル・マイニング＆コンストラクション・カンパニ

ー・リミテッド（中国有色金属建設集団公司）は、2004 年 7 月、マンダレー管区北部の

Thabeikkyin 郡に位置する Tagaung Taung ニッケル・プロジェクトの予備調査、探査およ

び FS に関する協定書を第 3 鉱業公社との間で締結した。また、CSA オーストラリア・プ

ロプライエタリー・リミテッドは、ミャンマー中央部に位置する Longh Keng 亜鉛プロジ

ェクトにおいて探査を実施し、ミャンマー政府から、亜鉛鉱山の開発を認められた。 
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５． 鉱業に関する法令 

 

５－１  鉱物資源政策 

 

政府の鉱物政策は、国内外から技術ノウハウと投資を引き付けるという、国の経済目標に基

づいている。そのため、鉱物政策の目標は、現在の生産量を拡大し、増大する国内需要を充

足し、外貨収入を増やすことに置かれている。したがって、銅、金、石炭、ニッケル、鉛、

亜鉛および鉄鉱石の開発、ならびに、セメント用資材、石材および砂利等の建設用鉱物の開

発に重点が置かれている。 

 

以上のことから、鉱業省は、政策として、自ら新規投資を行うことはしない代わりに、国内

外の企業による鉱業部門への投資を奨励している。 

 

５－２ 鉱業所管省庁 

 

鉱業省は、鉱業部門に関する政策の実施、および、法律・規則・規制の立案と施行を所管す

る政府機関である。鉱業省には、次の 6 つの公社と 2 つの局があり、これらが鉱業を管轄し

ている。第 1 鉱業公社、第 2 鉱業公社、第 3 鉱業公社、地質調査・鉱物探査局、および、鉱

山局である 。 

 

第 1 鉱業公社は、鉛、亜鉛、銅および銀等の非鉄金属、ならびに、アンチモン鉛、銅マット、

ニッケル・スパイス等の副産物の生産・販売を所管している。第 2 鉱業公社は、錫地金、錫

精鉱、錫・タングステン精鉱、および、錫・タングステン・灰重石混在精鉱の生産・販売を

行っている。第 3 鉱業公社は、鉄鉱石、石炭、工業用材料、および、御影石・大理石鉱山か

らの切石の生産を担っている。地質調査・鉱物探査局は、地質調査、探査、鉱山の評価、実

験プラントのテスト、FS および技術支援を担当している。鉱山局は、「ミャンマー鉱業法・

鉱業規則」（Myanmar Mines Law and Rules）に従って鉱物の探査・生産・選鉱の申請を審査

し、生産活動が法令に準拠して行われているかどうかを監視し、鉱業部門の発展を促進し、

鉱業省が定めた法律を執行し、かつ、環境問題に配慮しながら、鉱業部門の持続的発展を実

現する責務を有している。 

 

５－３ 鉱業法の歴史 

 

新鉱業法が施行される前は、宝石と鉱山に関して、次の法律が適用されていた。「1887 年ミ

ャンマー北部ルビー規則」（The Upper Myanmar Ruby Regulation of 1887）、「1923 年鉱業

法」（The Mines Act of 1923）およびその規則、ならびに、「1961 年ミャンマー連邦鉱業・

鉱物法」（The Union of Myanmar Mines and Minerals Act of 1961）である。これらの法律

は、新たに施行された「1994 年ミャンマー鉱業法」（Myanmar Mines Law of 1994）および

「1996年ミャンマー鉱業規則」（Myanmar Mines Rules of 1996）に代替され、廃止された。 
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５－４  鉱業法の概要 

 

市場経済に移行した後、ミャンマー政府は、ミャンマーの鉱業部門の発展のために外国企業

による投資を奨励することを目的として、「ミャンマー鉱業法」および「ミャンマー鉱業規

則」を1994年 9月および1996年 12月にそれぞれ施行した。 

 

「1994年ミャンマー鉱業法」（以下「鉱業法」と称す）の目標は、次のとおりである。 

(a) 政府の鉱物資源政策を促進する 

(b) より多くの鉱物を生産して、国内需要を充足し、輸出を増加させる 

(c) 鉱物資源に対する国内外からの投資を拡大する 

(d) 鉱物の調査・探査・生産を希望する個人または法人から提出された申請を管理し、検討

し、承認する 

(e) 鉱物資源の保護、利用および鉱物資源に関する調査活動を実施する 

(f) 鉱山の操業による悪影響を緩和するための環境保護活動を行う（鉱業法第3条） 

 

全 12 章、40 条で構成された鉱業法は、次に関する規定を定めている。用語の定義、法律の

目的、許認可の申請と承認、許可取得者の義務、鉱物生産のために土地と水を利用する権利、

ロイヤルティ、鉱物埋蔵区域と宝石鉱区の指定、首席監督官（Chief Inspector）の義務、行

政手続きによる措置の実施、試用期間（issue of probation）、違反行為および罰金、その

他。 

 

鉱業省は、鉱業法の第 39 条 (a) 項の規定によって与えられた権限を行使し、1996 年 12 月

30 日に政府の許可を得て、「ミャンマー鉱業規則」（以後「鉱業規則」と称す）

（No.125/96）を公布した。鉱業規則は、全 27 章、124 の規則で構成されており、鉱業法よ

り包括的なものになっている。鉱業規則は、許認可の申請と承認、許可取得者の義務と権利、

鉱物生産のために土地と水を使用する権利、許可書の譲渡・放棄・一時停止・解除、協定書

の締結、要員の指名、作業条件、安全に関する条件、環境保護、事故の報告、および、政府

による検査への協力に関する規則を定めている。 

 

鉱業法と鉱業規則の中で、留意すべき、用語の定義、許可書の申請、許可取得者の義務、許

可取得者の権利について以下に示す。 

 

• 用語の定義 

鉱業法では、鉱業場、鉱物、金属鉱物、工業用鉱物、石材、許可書、鉱物調査（mineral 

prospecting）、鉱物探査（mineral exploration）、鉱物生産、大規模生産、小規模生産、

小規模生産、および、選鉱などに関する定義が行われている（鉱業法第2条）。 

 

「鉱業場」は、採掘やその他の作業が行われる場所、掘削場または作業場、および採掘また

は掘削が行われる場所または作業場に隣接している場所で行われる採掘、選鉱のための用地

および機械設備を意味する。鉱業場には、工業用鉱物および石が採掘される採石場も含まれ

る。 
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「鉱物」は、採掘またはその他の作業によって地中から得られる、宝石用原石、金属鉱物、

工業用鉱物および石材を意味する。 

 

「金属鉱物」は、金、銀、プラチナ、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ルテニウム、

ロジウム、タンタル、コロンビウム、ニオビウム、ウラニウム、トリウム、鉄、亜鉛、銅、

鉛、錫、タングステン、ニッケル、アンチモニー、アルミニウム、ヒ素、ビスマス、カドミ

ウム、クロム、コバルトおよびマンガンを意味する。金属鉱物には、鉱業省が政府の承認を

得て、適宜、告示で金属鉱物であると指定した物質も含まれる。たとえば、2001 年 2 月 27

日付の告示（No.20/2001）により、鉱業省は、チタン、モリブデンおよびマグネシウムを

「金属鉱物」の定義に加えた。 

 

「工業用鉱物」は、石炭、石灰石、石膏、重晶石、黒鉛、二酸化マンガン、苦灰石、ホタル

石、耐火粘土、ボールクレー、工業用粘土、長石、マグネサイト、赤土、黄土、ソープスト

ーン、ベントナイト、石綿、炭酸亜鉛、白雲母および黒雲母を意味する。工業用鉱物には、

鉱業省が政府の承認を得て、適宜、告示で工業用鉱物であると指定した物質も含まれる。た

とえば、2001年 2月 27日付の告示（No.20/2001）により、鉱業省は、硫黄、ソーダ灰、リン

酸塩、ボーキサイトおよびガラス砂を「工業用鉱物」の定義に加えた。 

 

「石材」は、装飾用に使用できる品質を有する、石灰石、石英、御影石、大理石、ペグマタ

イトおよび片麻岩を意味する。石材には、鉱業省が政府の承認を得て、適宜、告示で装飾用

に使用できる品質の石であると指定した物質も含まれる。ただし、装飾用に使用できる品質

を備えていないもの、および、通常、道路建設用に使用されるものは含まない。2001 年 2 月

27 日付の告示（No.20/2001）により、鉱業省は、スレート、木化石、輝岩、蛇紋岩、角閃石

岩および安山岩を「石材」の定義に加えた。 

 

「許可書」は、鉱業法に基づいて、鉱物の調査、探査または生産に関して個別に、または包

括的に発行される許可書を意味する。 

 

「鉱物調査」は、鉱物および鉱物鉱床を調査することを意味する。鉱物調査には、土地の鉱

物成分をテストする過程も含まれる。 

 

「鉱物探査」は、鉱物鉱床の規模、形状、位置、品質および量を決定することを意味する。 

 

「鉱物生産」は、鉱物の採掘に関わるあらゆる段階の作業を意味する。鉱物生産には、採掘

および選鉱のあらゆる段階の作業が含まれる。 

 

「大規模生産」は、多額の投資と支出、または、特別な技術ノウハウと手法を必要とするよ

うな商業ベースの生産を意味する。 

 

「小規模生産」は、多額の投資と支出、または、特別な技術ノウハウと手法を必要としない

ような商業ベースの生産を意味する。 
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「 小規模生産」は、個人採掘による鉱物生産を意味する。 

 

「選鉱」は、鉱石または鉱物の品位または価値を向上させるための工程を意味する。選鉱に

は、精鉱および地金を得るための選別、濃縮、精錬および精製、ならびに、 終製品を得る

ための宝石用原石のカットおよび研磨作業が含まれる。ただし、鉱業省が政府の承認を得て、

適宜、告示で指定する小規模な宝石用原石のカットおよび研磨作業は含まない。 

 

大規模生産、小規模生産または 小規模生産の分類に関しては、鉱業省は、その裁量で特定

のプロジェクトがどの分類に該当するかを決定することができる（鉱業法第11条）。 

 

• 許可書の申請 

鉱業法は、鉱物の調査、探査および生産に関する許可書を取得するための基本的規定を定め

ている。 

 

鉱業法によると、鉱物の調査、探査および生産は、鉱業省から許可書を取得しない限り、実

施することはできない。したがって、鉱物の調査、探査および生産を行おうとする個人また

は法人は、鉱業規則に添付されている指定書式を使用して、鉱業省に許可を申請しなければ

ならない。 

 

初の許可申請は、申請のテーマに応じて、鉱業省、鉱山局、それぞれの鉱業公社、または、

鉱業法および鉱業規則に基づいて鉱業省から権限を付与されている係官の何れかに提出しな

ければならない。 

 

金属鉱物の調査、探査、大・小規模生産、あるいは、工業用鉱物または石材の大規模生産の

場合には、鉱業省に申請書を提出しなければならない。この場合、鉱業規則の書式 1 および

書式 3 を使用する必要がある（鉱業法第 4 条、鉱業規則の第 3、第 12、第 23 および第 35 項

の規定）。 

 

金属鉱物の調査、探査、大・小規模生産、あるいは、工業用鉱物または石材の大規模生産が

外国投資を伴う場合には、鉱業省は、政府の承認を得て、許可書を発行することができる

（鉱業法第7条、鉱業規則の第4、第13および第24項の規定）。 

 

工業用鉱物または石材の調査、探査、小規模生産の場合には、鉱山局に申請書を提出しなけ

ればならない。この場合、鉱業規則の書式 1 および書式 3 を使用する必要がある（鉱業法第

5条、鉱業規則の第3、第12および第35項の規定）。 

 

金属鉱物、あるいは、工業用鉱物または石材の 小規模生産の場合には、申請書は、それぞ

れの鉱業公社または鉱業省から権限を付与されている係官に提出しなければならない。この

場合、鉱業規則の書式5を使用する必要がある（鉱業法第6条、鉱業規則の第43項の規定）。 

金属鉱物または工業用鉱物または石材の調査、探査、大・小規模生産の内の複数項目に関す

る包括許可書の場合には、鉱業省に申請書を提出しなければならない。この場合、鉱業規則

の書式1および書式3を使用する必要がある（鉱業規則の第47項の規定）。 
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• 許可取得者の義務 

鉱業法には、許可取得者は鉱業法、鉱業規則およびこれらに基づいて規定された命令・指令

を遵守すると共に、許可取得者の許可書に明記されている条件を遵守しなければならないと

定められている（鉱業法第12条(a)項および(b)項）。 

 

鉱業規則は、それぞれの種類の許可取得者の義務を次のように定めている。 

 

鉱物調査許可取得者の義務 

鉱物調査許可取得者の義務は次のとおりである。 

(a) 鉱物調査許可書の条件を遵守する。 

(b) 調査区域内において、許可書に明記されている鉱物に限定した調査活動を実施する。 

(c) 鉱物調査活動の開始前と終了前に、当該区域を管轄する行政当局および鉱業省から指定

された係官に対して、事前に、作業プログラムを連絡する。 

(d) 許可書で許可されていない限り、ボーリング、掘削またはその他の地下作業は行っては

ならない。 

(e) 鉱業省または鉱山局が定めた特定の規則に従って、鉱物調査区域内で調査活動を実施す

る独占的権利を行使する。 

(f) 鉱物の分析、鉱物の品質の決定またはそれらについてのテストを行う場合を除き、鉱業

省または鉱山局から書面による許可を得ていない場合には、鉱物調査地域から鉱物を移

動させてはならない。 

(g) 承認を受けた鉱物調査プログラムに従って調査活動を実施する。 

(h) 鉱物調査区域に関して、許可書等で認められた支出額を下回らない金額を支出する。 

(i) 鉱業省または鉱山局に対し、許可書に明記されている規定で要求されている報告書、情

報および関係書類を提出する。 

(j) ミャンマー国内に連絡先となる事務所を維持し、鉱業省または鉱山局に登録する。（鉱

業規則の第50および第51項の規定）。 

 

鉱物探査許可取得者の義務 

鉱物探査許可取得者の義務は次のとおりである。 

(a) 探査許可書の条件を遵守する。 

(b) 承認を受けた探査プログラムに従って、鉱物探査活動を実施する。 

(c) 鉱物探査活動の開始前と終了前に、当該区域を管轄する行政当局および鉱業省から指定

された係官に対して、事前に、作業プログラムを連絡する。 

(d) 鉱物探査許可書の条件に従って、認められた金額を下回らない額を支出する。 

(e) 指定された人物に対し、指定された頻度と方法で、指定された報告書と情報を提出する。 

(f) 許可書の条件に従って、ミャンマー国民を雇用・訓練する。 

(g) ミャンマー国内に連絡先となる事務所を維持し、鉱業省または鉱山局に登録する。 

(h) 鉱物探査許可書の対象となっている鉱物の鉱床、あるいは、経済的価値がある可能性の

ある他の鉱物の鉱床が発見された場合には、その発見後 30日以内に鉱業省または鉱山局

に連絡する。 

(i) 発見された鉱床において商業ベースの生産が行えるか否かを判断するための FS を、1 年

以内に、あるいは、鉱業省または鉱山局が認めた期間内に実施する。 
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(j) 鉱業省または鉱山局から許可を取得しない限り、各年末以降は鉱物探査区域の半分以上の

区域を放棄する。 

(k) 鉱物探査の過程で作ったせん孔、試掘孔、溝または掘削孔を埋め戻すか、あるいは安全に

する。 

(l) 鉱業省または鉱山局に対し、鉱物探査プログラムに対する追加事項を適宜連絡する。 

(m) 鉱業省または鉱山局が受諾可能な、探査活動記録を含むすべての正確な記録を保存する。 

(n) 鉱業省または鉱山局に対し、少なくとも 3ヵ月に 1度、記録の写しおよびその記録に基づ

いて作成された報告書を提出する。（鉱業規則の第54、第55および第56項の規定）。 

 

しかし、鉱業省または鉱山局は、鉱物調査許可取得者または鉱物探査許可取得者から申請さ

れた場合には、当該の鉱物調査許可取得者または鉱物探査許可取得者の義務を制限するか、

削減するか、変更するかまたは一時停止することができる。（鉱業規則の第 52 および第 57

項の規定）。 

 

大規模鉱物生産許可取得者の義務 

大規模鉱物生産許可取得者の義務は次のとおりである。 

(a) 大規模鉱物生産許可書の条件を遵守する。 

(b) 承認を受けた鉱山開発・鉱物生産プログラムに従って、許可された鉱物の採掘を実施する。 

(c) 鉱山開発・鉱物生産プログラムに明記されている日またはそれ以前に生産を開始し、かつ、

鉱業省に対し、生産開始前と生産終了前に通知を行う。 

(d) 鉱業省が承認した方法で許可区域の境界を定める。 

(e) 鉱業省に承認される様に、採掘が終了した土地を埋め戻し、再緑化などの措置を行い、場

合によっては耕作可能にする。 

(f) ミャンマー国内に連絡先となる事務所を維持し、鉱業省または鉱山局に登録する。 

(g) 鉱業省が承認した方法で、許可区域での操業に関する正確で完全な技術記録を保存し、か

つ、すべての地図の写し、ならびに、航空写真、地質図、コア・サンプル、分析、テスト

結果、取得したその他すべてのデータ、関連する表、および、許可区域に関する地図に基

づいて作成した地質報告書の写しを保存する。 

(h) 鉱業省から権限を付与された係官が、保管されている帳簿および記録を適宜検査すること

を認める。 

(i) 適宜行われる鉱業省の要請に基づき、保管されている帳簿および記録の写しを無償で鉱業

省に提出する。（鉱業規則の第59、第60および第61項の規定）。 

 

小規模鉱物生産許可取得者の義務 

小規模鉱物生産許可取得者の義務は次のとおりである。 

(a) 小規模鉱物生産許可書の条件を遵守する。 

(b) 小規模鉱物生産許可書の条件に従って、許可区域内で小規模鉱物生産活動を実施する。 

(c) 小規模鉱物生産に関連して鉱業省または鉱山局が適宜要求するかまたは指定した情報を提

出する。 

(d) 鉱物生産における安全の確保または優れた採掘慣行の実施のために鉱業省または鉱山局が

行う指令を遵守する。 



 - 30 - 

(e) 鉱物生産の開始前と終了前に、当該区域を管轄する行政当局および鉱業省から指定された

係官に対して、鉱物生産の開始・終了を連絡する。 

(f) 鉱業省または鉱山局が承認した方法で許可区域の境界を定める。 

(g) 鉱業省または鉱山局が指定した方法で、採掘が終了した土地を埋め戻すか、耕作可能にす

る。（鉱業規則の第63項の規定）。 

 

小規模鉱物生産許可取得者の義務 

小規模鉱物生産許可取得者の義務は次のとおりである。 

(a) 小規模鉱物生産許可書の条件を遵守する。 

(b) 鉱業省または鉱山局が適宜行う通知の指示に従って、鉱物生産を行う。（鉱業規則の第

65項の規定）。 

 

包括許可取得者の義務  

鉱物調査、鉱物探査および鉱物生産の内、2 つ以上の活動を行うことができる包括許可取得

者は、(a) 包括許可書の条件を遵守し、かつ、(b) その活動の組み合わせに応じて、鉱物調

査許可取得者、鉱物探査許可取得者、大規模鉱物生産許可取得者および小規模鉱物生産許可

取得者の義務の内、然るべき義務を遵守しなければならない。包括許可取得者は、鉱物調査

から鉱物探査に移行するか、あるいは、鉱物探査から鉱物生産に移行する場合には、少なく

ともその30日前に、鉱業省に対象となる鉱区（area）を示して通知しなければならない（鉱

業規則の第67項の規定）。 

 

さらに、包括許可取得者は、要員・労働者の指名、作業条件、安全に関する条件、厚生、保

健、衛生、懲戒手続き、環境保護、事故の報告および検査への協力に関する鉱業規則を遵守

しなければならない（鉱業法第13条）。 

 

要員・労働者の雇用 

要員・労働者の雇用に関しては、すべての鉱山を対象として、その鉱山を統制・管理するた

め、指定された資格を有するマネージャーを指名しなければならない。このマネージャーの

行為は、許可取得者の行為であると見なされる。鉱物生産許可取得者は、指定された資格を

有していれば、自らマネージャーになることができる。鉱山での子供の雇用は禁止されてい

る。また、保健・社会サービスを除き、女性を地下作業場で雇用することはできない。さら

に、職務を遂行する体力があることと年齢を証明した保健当局の証明書がない限り、18 歳未

満の人物を鉱山で雇用することはできない。鉱山で雇用されているすべての人物に関して、

鉱業規則の所定の様式 8 を使用して記録を作成し、保管しなければならない。また、地下で

雇用されるすべての労働者に関して、鉱業規則の所定の様式 9 を使用して、氏名と作業時間

に関する記録を作成し、保管しなければならない。また、鉱物生産許可取得者またはマネー

ジャーは、労働者が所定労働時間を超えて働いた場合には、その労働者の通常の料率の 2 倍

の時間外勤務手当を支払い、生計費手当の支給対象者である労働者が祝日勤務を行った場合

には、通常の賃金に加えて、労働省が指定したその他の手当を支給しなければならない。労

働者が出来高払い賃金の支払いを受ける場合、許可取得者またはマネージャーは、当該労働

者の平均賃金料率にできるだけ近い時間給料率を設定しなければならない。このように設定
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された時間給料率を、当該労働者の通常の賃金料率と見なすものとする（鉱業規則の第 87、

第88、第89、第90、第92、第93および第94項の規定）。 

 

労働条件 

労働条件に関しては、鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、以下のことを遵守しなけ

ればならない。 

(a) どの労働者も週5日を超えて働かせてはならない。 

(b) 通常の場合、1 日 8 時間を超えて働かせてはならず、週 40 時間を超えて働かせてはなら

ない。ただし、作業の都合上、ある労働者が終日働く必要がある場合には週 48 時間働く

のを認めることができる。 

(c) 露天掘鉱山（surface mine）の労働時間が、休憩時間も含め、1日 10時間を超えないよう

にする。ただし、少なくとも 1 時間の休憩を取らなかった場合には、5 時間を超えて働か

せてはならない。 

(d) 地下鉱山で行われる労働の場合には、1 日 8 時間を超えて働かせてはならない。ただし、

作業の都合により、シフト労働制を採用することができる。この場合、各シフトの労働時

間は8時間を超えてはならない。 

(e) ある人物に関して登録された労働時間帯の範囲内である場合を除き、当該人物を地下鉱山

で働かせてはならない。 

(f) ある労働者がシフト労働を行い、夜中の 12 時を挟んで働いた場合、当該労働者にとって

の翌日は、そのシフトの終了時から 24時間とする。したがって、夜中の 12時を超えて働

いた時間数は前日分として計算する。 

(g) 所定の様式により露天掘鉱山および地下鉱山における作業の開始時間と終了時間を明示し

た通知、あるいは、シフト労働制を実施する場合、各シフトでの作業の開始時間と終了時

間を明示した通知を事務所の外部に掲示する。この場合、それぞれの通知の写しを、鉱山

局長である首席監督官に提出する。 

(h) これらの通知は、作業開始の7日前までに掲示する。 

(i) 作業またはシフト労働の開始時間と終了時間を変更する場合には、その変更の 7日前まで

に、所定の様式により変更通知を事務所の外部に掲示する。この場合、それぞれの通知の

写しを、変更の7日前までに首席監督官に提出する。 

(j) どの労働者も、上記の通知によることなく、鉱山で働かせてはならない。 

(k) 労働を行う土曜日または日曜日の直前または直後の 3日間以内に1日間の休暇を与えない

限り、どの労働者も土曜日または日曜日に働かせてはならない。 

(l) 代替休暇を与えることができない場合には、その労働者が取得することができなかった休

暇日数に相当する代替休暇を、取得する権利のある休暇日から起算して1ヶ月以内に与え

る。 

(m) 土曜日または日曜日、あるいは代替休暇日に関する通知は、それらの日において鉱山で作

業が開始される時間の遅くとも 24 時間前までに掲示する。どの労働者も、まる 2 日間の

休暇を取らずに連続10日間、働かせてはならない。 

(n) 土曜日または日曜日、あるいは、代替休暇日の 1日前であれば、鉱山に掲示した通知をキ

ャンセルすることができる。ある労働者を土曜日または日曜日に働かせる必要がある場合

には、当該労働者の週労働時間を計算する目的に限り、当該土曜日または日曜日はその代

替休暇日が属する週に含めるものとする。（鉱業規則の第95項の規定）。 
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ただし、鉱山またはそこで働いている人物の安全に深刻な危険が生じている緊急時には、鉱

物生産許可取得者またはマネージャーは、如何なる人物にも、上記の第 95 項の規定に反す

る義務を課すことができる。この場合、これに関する記録を直ちに作成し、首席監督官が鉱

山に対して行う次回の検査の際に同記録を提出しなければならない。また、同記録の写しは、

参考情報として直ちに首席監督官に提出するものとする。（鉱業規則の第95項の規定）。 

 

安全に関する条件 

鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、自らの統制下にある鉱山において安全を確保し、

事故を防止するために必要となる、以下を始めとするあらゆる措置を講じなければならない。 

(a) 安全な操業と健全な作業環境を確保するために、通信システムを含め、鉱山に必要な電

気・機械設備等を設計し、建設する。 

(b) 労働者等の安全と健康を損なうことなく、労働者が自らに与えられた任務を遂行できるよ

うな方法で、鉱山を操業し、維持し、かつ、一時停止する。 

(c) 労働者が作業場に向かう区域の地盤の安定性を維持する。 

(d) 可能である限り、すべての地下作業場に 2つの避難口を設置する。それぞれの避難口は、

互いに異なるルートで地表および入り口とつながるようにする。 

(e) 労働者に危険が生じる可能性がないかどうかを調べるため、作業環境を監視評価し、定期

的に検査する。 

(f) 立ち入ることが認められている地下のすべての作業場では、適切な換気を行う。 

(g) 特定の災害を招きやすい区域では、労働者保護のための操業計画と手順を策定し、実施す

る。 

(h) 火災および爆発の発生・拡大を防止、探知および沈静化させるため、鉱山操業の性質に応

じて、適切な対策と予防措置を講じる。 

(i) 労働者の健康と安全を脅かすような状況が出現した場合には、操業を中断し、労働者を安

全な場所に避難させる。（鉱業規則の第97項の規定） 

 

また、鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、鉱山ごとに、合理的に予見可能な作業関

連災害および自然災害に関する未然防止措置を作成し、維持しなければならない。さらに、

労働者が、作業場において肉体的、化学的または生物学的な危険に晒される場合には、鉱物

生産許可取得者またはマネージャーは次のことを行わなければならない。 

(a) 労働者に対し、その労働に伴う危険性および健康リスクを前もって連絡する。 

(b) かかる危険性やリスクを除去ないし 小化する上で適切な措置を定める。 

(c) 他の手段では事故または健康被害のリスクを除去ないし 小化できない場合には、労働者

にコストを負担させることなく、適切な防護用機器、防護服および防護設備を提供し、維

持する。 

(d) 負傷した労働者を、適切な治療が行なえる医療機関などに迅速に搬送する。 

(e) 負傷した労働者に無償で治療を受けさせる。（鉱業規則の第98および第99項の規定）。 

 

さらに、鉱物生産許可取得者またはマネージャーは以下のことを行わなければならない。 

(a) 作業中の労働者の安全と健康を確保し、適宜、作業に関する包括的指示を出し、かつ、適

切な訓練・再訓練プログラムを実施する。 
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(b) 鉱山の操業が法律に従って安全に行われるようにするため、シフトごとに適切な監督者を

指名する。 

(c) 地下作業場に入坑している労働者の氏名とその場所を常に明示するシステムを整備する。 

(d) 事故または災害が発生した場合には、その発生後に調査を行った上で採用すべき適切な防

止・是正措置に関して、鉱業規則に従って責任者に報告を行う。 

(e) 鉱物の生産に固有の職務上の危険に晒される労働者の健康被害を予防するために、定期健

康診断制度を活用する。（鉱業規則の第100項の規定）。 

 

さらに、鉱物生産許可取得者またはマネージャーは以下を遵守しなければならない。 

(a) 火薬および関連物質は、国防省の火薬庫立地選定委員会（Magazine Location Selection 

Committee）の承認を得て建設された火薬庫に限って保存するものとし、これらを住居に

持ち込むかまたは住居に保存することはしない。 

(b) 火薬または関連物質は、関連する任務を担当し法定帳簿に登録されている有資格者に限

って引き渡す。 

(c) 起爆剤は鍵のかかる箱に保管する。起爆剤は、火薬および関連物質と一緒には保管しな

い。起爆剤は、使用時まで爆薬筒には挿入しない。 

(d) 爆破作業はすべて、マネージャーまたは作業長から指名、または指示を受けた18歳以上

の有資格労働者であって、爆破作業に関する帳簿に登録されている労働者に行わせる。 

(e) 火薬および関連物質を使用する場合には、関係帳簿に、爆破回数、使用した火薬の量、

および、（不発した場合には）不発回数を記録する。 

(f) 未使用の火薬はすべて、遅滞なく火薬庫に戻す。 

(g) 作業者に火薬および関連物質を地下作業場に搬入させる場合、火薬および関連物質の重

量は2.5kg以下とし、安全なケース、缶または袋に入れて携行させる。 

(h) 火薬および関連物質を安全なケース、缶または袋に入れて携行させる場合、これらが安

定するよう固定させる。 

(i) 孔に火薬および関連物質を詰める際に鉄棒または鋼製の道具を使用させない。火薬およ

び関連物質は、無理に孔に詰めてはならない。 

(j) 地下作業場で爆破を行う前に近くにいる作業員に警告を出す。さらに、爆破を行う場所

につながるすべての入口を防護する。 

(k) 2 つの地下作業場が 3m 以内に接近している場合には、何れの作業場でも爆破を行っては

ならない。ただし、他方の作業場から労働者を退避させ、フェンスで防護した場合はこ

の限りではない。 

(l) 効果的信号システムを使用して、露天掘鉱山において爆破を行う前に警報を出し、行っ

た後にこれを解除する。 

(m) 火薬および関連物質を使用する場合には、爆破回数は 2 人以上の人物に数えさせる。2

人が数えた爆破回数に違いがある場合には、少ない方の数を正しい爆破回数と見なす。

ある作業場内において不発が発生した場合には、爆破終了後30分が経過するまで、誰も

当該作業場に立ち入らせてはならない。爆破を電子的手段で行った場合には、爆破終了

後20分が経過するまで、誰も当該作業場に立ち入らせてはならない。 

(n) 地下作業場において爆破を行ってから、他の人物をその場所に立ち入らせるまでの間に

おいて、爆破作業を行った人物に、または、鉱山のマネージャーから書面で指名された

有資格人物に慎重に調査を行わせ、当該作業場の安全を確認する。調査が終了し、当該
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作業場が安全であるとの宣言が行われるまで、他の人物を当該作業場に立ち入らせては

ならない。 

(o) 孔に火薬および関連物質を詰めた後、これらの物質を掻きだしてはならない。 

(p) 爆破を行った孔に再び孔を開けてはならない。 

(q) 不発であった場合、火薬と関連物質を空気で吹き飛ばすか、水で無力化するか、あるい

は、不発の孔から0.3m以上離れた所に新たな孔を掘り、必要な火薬を使用して爆破を行

うことで、不発の火薬と関連物質をも爆破する。 

(r) 火薬が不発であった孔を無力化するまでは、その孔から 0.3m未満の場所に孔を掘っては

ならない。不発の孔から0.3m以上離れた所に新たな孔を掘る場合には、火薬と関連物質

の取扱資格者が立ち会っている場合に限り、不発の孔に接触しないように注意しながら、

新たな孔を掘ることができる。 

(s) 不発であった場所の安全性が確認されない限り、その場所に労働者を立ち入らせてはな

らない。また、その場所に、付近の労働者に警告を与える労働者を配置するか、あるい

は、その場所をフェンスで分離する。露天掘鉱山の場合には、そこに赤旗を立てる。

（鉱業規則の第101項の規定）。 

 

厚生、保健、衛生および懲戒手続き 

鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、鉱物の生産を開始する前に、鉱山の関係者およ

び労働者の厚生、健康、衛生および懲戒手続きに関する計画を作成し、これらを鉱山局に提

出しなければならない。鉱山局から要求された場合には、計画に必要な変更または追加を行

う必要がある。鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、鉱山局から承認を受けた計画に

従って、鉱山の関係者および労働者の厚生、健康、衛生および懲戒手続きを実施しなければ

ならない。（鉱業規則の第102、第103および第104項の規定）。 

 

環境保護 

環境保護に関しては、鉱物探査許可取得者または鉱物生産許可取得者は、鉱業省または鉱山

局が認めるまで、せん孔、掘削孔、坑内採鉱により損傷を受けた地層部分を埋め戻すか、あ

るいは、安全化を図らなければならない。さらに、政府が所有する森林の内部で鉱物の探査

または生産を行うために樹木を伐採した場合には、植林を行うか、または、林業省に補償金

を支払わなければならない。（鉱業規則の第105項の規定）。 

 

また、鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、鉱物生産に起因する液体、廃棄物、尾鉱

および煤煙の処理過程で発生する周辺の水域、大気および土壌への汚染を抑止する上で必要

な検査を実施しなければならない。検査において有毒物質が発見された場合には、化学的手

段で毒性を低下させる必要がある。危険性がないことが確かな場合に限り、恒常的に処分を

行うことができる。（鉱業規則の第106項の規定）。 

 

事故の報告 

鉱山の内部または周辺で事故が発生し、人が死亡するかまたは重傷を負った場合、あるいは、

鉱山において爆発事故、火災または浸水が発生した場合には、鉱山の鉱物生産許可取得者ま

たはマネージャーは、事故発生から 24 時間以内に鉱業省または鉱山局に通知し、1 週間以内

に（所定の様式 13 による）詳細な報告書を鉱業省または鉱山局に送付し、かつ、この報告
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書の写しを労働省に送付し、指示を受けなければならない。また、事故により、労働者が傷

害を被ったために 48 時間を超えて仕事を休まざるを得なくなった場合には、鉱物生産許可

取得者またはマネージャーは、この欠勤を（所定の様式 14 により）記録しなければならな

い。この記録の写しは、毎月、月末から 7 日以内に首席監督官に提出しなければならない。

（鉱業規則の第107項の規定）。 

 

検査への協力 

鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、首席監督官、あるいは、首席監督官から権限を

与えられた監督官または人物による検査を受けなければならない。鉱山への立ち入り、調査

または検査に必要となる、合理的なすべての管理手段を講じなければならない。この場合、

鉱物生産許可取得者またはマネージャーは、検査を妨害するなどの干渉をしてはならない。

（鉱業規則の第108および第109項の規定）。 

 

• 許可取得者の権利 

許可取得者は、前記の義務を履行しなければならないが、鉱業規則に従い権利を享受できる。 

 

鉱業規則に基づき、許可取得者は、許可書の条件に従って鉱区の鉱物に関する独占的権利を

行使できる（鉱業規則の第62(a) および第64(a) 項の規定）。 

 

許可取得者は、既存の道路、橋梁および桟橋を利用する権利を有しており、かつ、管轄省庁

あるいは政府の管轄部局から許可を得て、作業の性質に応じて必要になる、道路、橋梁、飛

行場、桟橋およびその他のインフラ設備を建設する権利を有している（鉱業規則の第 58(c)、

第62(c) および第65(c) 項の規定）。 

また、鉱物生産許可取得者は、鉱物生産のために土地と水を利用する権利を有している。し

かし、鉱物生産許可取得者は、鉱業省の管轄下にある鉱区においては、あるいは、鉱物埋蔵

区域または宝石鉱区に位置していない鉱区においては、許可書に明記されている土地の権利

を有している個人または法人と合意書を締結し、さらに、合意された補償金を支払った後に、

鉱物の生産活動を行う必要がある。鉱物生産許可取得者は、この合意書が締結できない場合

には、鉱業省に本件を委ねることができる。鉱業省は、許可書に明記されている土地におい

ては商業規模の鉱物生産が可能であると判断した場合には、現行法に従って土地利用権の取

得を支援しなければならない。（鉱業法の第 14 条および第 15 条。鉱業規則の第 69 項の規

定）。 

 

鉱物生産許可取得者は、許可書で認められた権利を行使する場合、土地に関して以下のこと

を遵守しなければならない。 

(a) 土地が鉱物生産以外の公共目的のために留保されているものである場合、管轄の省また

は部局から書面で承認を得なければならない。 

(b) 土地が、次の種類である場合、その土地の所有者、その土地の占有者、または、その土

地の所有者の法定代理人から書面で承認を得なければならない。 

(1) 住居、住居用ビル、または、住居用ビルの建築用地から200m以内に位置している 

(2) 整地された土地、または、農作物が栽培されている土地から 50m 以内に位置してい

る 
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(3) 農作物が 近収穫された耕地である 

(4) 灌漑用水路、池、ダムまたはその他の貯水のための用地であるか、あるいは、これ

らのものから100m以内に位置している 

(c) 土地が、次の種類である場合、管轄の省・部局または政府から、書面で承認を得なけれ

ばならない。 

(1) 線路を建設するために保留されているか、あるいは、このために保留されている用

地の境界から50m以内に位置している 

(2) 郡内に位置しているか、あるいは、郡の境界から200m以内に位置している 

(3) 街路、道路または飛行場を含む用地である 

(4) 送電線、石油・ガス・飲料水パイプライン、または、灌漑用水路を建設するための

用地である 

(5) 宗教用に保留されている用地から200m以内に位置している 

(6) 養魚場、または、魚・エビの産卵場として使用する沖合用地である 

(7) 真珠の生産・養殖のために真珠貝を採取する沖合用地である 

(8) 保養・レクリエーションのためのリゾート地として使用する沖合用地である 

(9) 1994 年野生生物保護・自然地域保全法（Protection of Wildlife and Conservation 

of Natural Areas Law of 1994）に基づいて自然地域に指定されている 

(10) 1991 年淡水漁業法（Freshwater Fisheries Law of 1991）に基づいて指定された地

域である 

(d) 土地が、森林地帯に位置するか、または、森林に覆われたものであって、政府の管轄下

にあるものである場合には、林業省から事前に許可を取得しなければならない。（鉱業

規則の第70項の規定）。 

 

鉱物生産許可取得者が鉱物生産のために公共の上水を使用する必要がある場合には、詳細事

項―(a) 1 日当たりの上水必要量と年間必要量、(b) 生活用と鉱物生産用の上水必要量、お

よび、(c) 上水の接続とその利用についての基本計画―を明記した申請書を鉱山局に提出し

なければならない（鉱業法第 16 条、鉱業規則の第 71 項の規定）。鉱山局は、鉱物生産許可

取得者が公共用上水を使用する必要があると判断した場合には、現行法に基づいて公共用上

水を使用するための許可を取得する際に、政府の管轄部局との調整を行わなければならない

（鉱業法第 17 条）。鉱山局との調整後に鉱物生産許可取得者が公共用上水を使用する権利

を取得した場合には、他の人物が通常使用している上水を奪うことがないよう注意しなけれ

ばならない。さらに、政府の管轄部局から事前に許可を得ていない場合には、上水の経路を

妨害したり、変更してはならない（鉱業規則の第 72 項の規定）。鉱物生産許可取得者は、

(a)許可鉱区において、公共用上水ではない用水を無償で使用することができるが、公共用

上水を使用する場合には、公共用上水を管轄する鉱山局が定めた条件に従ってこれを使用し

なければならず、かつ、(b) 用水の使用のために環境汚染を引き起こすことがないよう注意

する責任を負わなければならない（鉱業規則の第73項の規定）。 

 

鉱物生産許可取得者は、生産された鉱物を、指定された条件に従って国内で販売、あるいは

外国に輸出する権利を有している（鉱業規則の第 62 (e)および第64 (e)項の規定）。 
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さらに、許可取得者は、鉱業省または鉱山局の許可を得て許可書を譲渡する権利を有してい

る（鉱業規則の第 74 (a)項の規定）。許可取得者は、許可書の条件に基づいて、許可鉱区の

一部または全部を放棄することができる（鉱業規則の第78 (a)項の規定）。 

 

５－５ 鉱区権（Mining Tenements） 

 

鉱業規則は、鉱区権を次のように分類している。 

 

鉱業調査に関する申請の場合には、鉱業省または鉱山局は、1 年を超えない期間を対象とし

て、鉱業規則の所定の様式 2 により許可書を発行することができる（鉱業規則の第 5 (a)項

の規定）。この許可書は、12 ヵ月間を超えない期間の延長を行うことができる（鉱業規則の

第10項の規定）。許可鉱区の面積は4,200平方キロメートルを超えないものとする（鉱業規

則の第5 (b)項の規定）。 

 

鉱業探査に関する申請の場合には、鉱業省または鉱山局は、3 年を超えない期間を対象とし

て、鉱業規則の所定の様式 2 により許可書を発行することができる（鉱業規則の第 14 (a)項

の規定）。この許可書は、それぞれ 1 年ずつ、2 回延長することができる。また、鉱業省は、

国益につながる場合には、政府の承認を得て、許可書をさらに延長することができる（鉱業

規則の第 21 および第 22 項の規定）。許可鉱区の面積は 3,150 平方キロメートルを超えない

ものとする（鉱業規則の第14(c)項の規定）。 

 

大規模鉱物生産に関する申請の場合には、鉱業省は、25 年を超えない期間を対象として、鉱

業規則の所定の様式 4 により許可書を発行することができる。採鉱予定の鉱床の予想可採年

数が 25 年未満の場合には、その年数を許可書の有効期間とすることができる（鉱業規則の

第 25(e) および第 25(f)項の規定）。許可書の有効期間は、1 回当たり 5 年を超えない範囲

内で延長することができる（鉱業規則の第29項の規定）。 

 

小規模鉱物生産に関する申請の場合には、鉱業省または鉱山局は、5 年を超えない期間を対

象として、鉱業規則の所定の様式4により許可書を発行することができる（鉱業規則の第 37 

(a)項の規定）。許可書の有効期間は、4 回を限度として、1 年を超えない範囲で延長するこ

とができる（鉱業規則の第 40 および第 41 項の規定）。許可鉱区の面積は 1 平方キロメート

ルを超えないものとする（鉱業規則の第37(b)項の規定）。 

 

小規模鉱物生産に関する申請の場合には、管轄の鉱業公社または鉱業省から権限を与えら

れた人物は、鉱業規則の所定の様式 6 により有効期間が 1 年を超えない許可書を発行するこ

とができる。この許可書は、毎年、更新することができる（鉱業規則の第44項の規定）。 

 

包括許可の申請の場合には、鉱業省は、鉱業規則の所定の様式 7 により許可書を発行するこ

とができる（鉱業規則の第48項の規定）。 

鉱区権をまとめた表を別紙Lとして添付した。 
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５－６ 鉱業課税制度 

 

鉱業に関する課税についての説明は次のとおりである。 

 

• 地代（Dead Rent） 

許可取得者は、許可書に明記された土地に関して、鉱業規則に規定されている料率で計算さ

れた地代を支払わなければならない（鉱業規則の第 12(c)項の規定）。この料率は、鉱業規

則の付属書(a)に明記されている（鉱業規則の第115(a)項の規定）。 

 

許可取得者は、許可書ごとに地代を支払わなければならない（鉱業法第 12 条(d)項）。さら

に、許可取得者は、毎年、4月 1日から 30日以内と 10月 1日から 30日以内の2回に分けて、

鉱山局に対して地代を支払わなければならない（鉱業規則の第 115(b)項の規定）。この地代

は、チャットまたは外国通貨で支払う必要がある（鉱業規則の第119項の規定）。 

 

• ロイヤルティ 

鉱物生産許可取得者は、販売時に、販売対象鉱物の価値に基づいてロイヤルティを支払わな

ければならない。これらの料率は鉱業省によって次のように定められている。 

(a) 宝石用原石については5%～7.5% 

(b) 鉱業省が、政府の承認を得て、適宜指定し、告示で料率を公表することができる、金、

銀、プラチナ、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、タンタ

ル、コロンビウム、ニオビウム、ウラニウム、トリウムおよびその他の貴金属鉱物につ

いては4%～5% 

(c) 鉱業省が、政府の承認を得て、適宜指定し、告示で料率を公表することができる、鉄、

亜鉛、銅、鉛、錫、タングステン、ニッケル、アンチモニー、アルミニウム、ヒ素、ビ

スマス、カドミウム、クロム、コバルト、マンガンおよびその他の金属鉱物については

3%～4% 

(d) 工業用鉱物または石については1%～3%（鉱業法第18条） 

 

鉱業法第 18 条の規定に従って販売鉱物の価値を試算する場合、鉱山局は販売価格を使用す

る。ただし、鉱山局は、当該販売価格と販売時点における当該鉱物の国際価格を比較する

（鉱業法第19条）。 

 

さらに、販売鉱物の価値を試算する場合において、 

(a) 鉱物が鉄鉱石の形態であるか、または、厚板鋼材などの精鉱である場合には、まず始め

に、受領した仮払金に基づいてロイヤルティを査定するものとする。 終的なロイヤル

ティは、精算払金の受領後に査定するものとする。 

(b) 鉱物が硬貨や地金などのように、精製された形態で販売される場合には、ロイヤルティ

は精算払金の受領時に査定するものとする（鉱業規則の第118項の規定）。 

 

許可取得者は、鉱物を販売した場合には、鉱山局に送り状の写しと販売価格計算書

（computation of sale price）を提出しなければならない。鉱物の販売後に仮払金のみを受

領した場合には、購入者から精算金を受領した時点で、精算金計算書（computation of 



 - 39 - 

final payment）の写しを提出しなければならない。また、鉱業規則の所定の様式 15 により

販売報告書を提出しなければならない（鉱業規則の第116項の規定）。 

 

鉱業省は、鉱物生産を促進するため、次のことを行うことができる。 

(a) 鉱物調査または鉱物探査で確認された鉱物に関して支払うべきロイヤルティを、適宜、

告示する。 

(b) 鉱物生産を促進することを目的として定められた期間中、許可取得者による鉱物のロイ

ヤルティの支払いを全額または部分的に免除する。 

(c) 評価、分析、検査のために政府の部局が採取した鉱物サンプルに関して、ロイヤルティ

の支払いを免除する。 

(d) 定められた期間、ロイヤルティの支払いを遅らせる。 

(e) 何らかの理由でロイヤルティ全額を課すことが実行不可能である期間については、全額

を下回る暫定額のロイヤルティを課す（鉱業法第20条）。 

 

許可取得者は、鉱業法および鉱業規則で定められているロイヤルティを、鉱業省または鉱山

局が指定した料率で、ミャンマーまたは外国の通貨で、あるいは、ミャンマーおよび外国の

通貨で、許可書の条件に従って支払うものとする（鉱業法第 12 条(f)項、鉱業規則の第 115 

(c)および第 119 項の 規定）。鉱業省がロイヤルティの支払通貨を決定する。国営公社が大

規模鉱物生産許可取得者であって、その鉱物生産許可書に基づいて生産された鉱物が外貨で

販売された場合、鉱業省は、ロイヤルティと手数料の支払をミャンマーの通貨で行うことを

認めることができ、許可書にその条件を詳細に明記することができる（鉱業規則の第 120 項

の規定）。 

 

鉱山局長は、支払われるべきロイヤルティ金額を査定した後、許可取得者に対し、通知受領

後 30 日以内に同額を支払うよう指示するものとする。許可取得者がロイヤルティ支払期限

の延期を申請した場合、鉱山局長は必要に応じてこの延期を認めることができる（鉱業規則

の第 117 項の規定）。ロイヤルティの支払に関して矛盾がある場合（許可取得者と鉱山局の

間で実際の販売価格に関して紛争が生じている場合を含む）、支払は会計年度終了後 30 日

以内に行うものとする（鉱業規則の第 115(d)項の規定）。販売価格に関して紛争が生じた場

合、鉱山局は、一般的な国際価格を適用する裁量を有している。 

 

• 関税 

関税に関しては、1992 年 3 月に施行された「関税法」（Tariff Law）により、「国際統一商

品分類システム」（HS）が採択された。 新版である「ミャンマーの関税率（2003 年）」

（The Customs Tariff of Myanmar (2003)）は、分類システムと関税率の査定に関する規定を

定めている。このミャンマーの関税率（2003 年）によると、関税は、関税率表に従って、評

価額に基づいて支払わなければならない。関税率は0%～40%となっている。 

 

• 外貨管理 

外貨管理に関しては、「1947 年外国為替管理法」（Foreign Exchange Regulations Act, 

1947）（FERA）と称される法律がある。1990 年ミャンマー中央銀行法（Central Bank of 

Myanmar Law of 1990）により、中央銀行は FERA を執行する権限を与えられている。したが
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って、外国為替管理は、中央銀行の外貨管理部（Foreign Exchange Management Department）

と外貨管理委員会（Foreign Exchange Management Board）が、FERA および財務・歳入省の指

示に基づいて実施している。 

 

FERA の定義によると、「外国為替」には、外国通貨、外国におけるすべての預金・債権およ

び残高、外貨で支払が行われる預金・債権および残高、ならびにミャンマーの通貨で表示ま

たは振り出されているが外貨で支払が行われる証書（documents or instruments）が含まれ

る。ミャンマー中央銀行法の定義によると、「外国為替」には、外国の銀行券と硬貨、政府

間金融機関・中央銀行・国庫・外国商業銀行への預金、外国政府・外国金融機関・政府間金

融機関の外貨建て証券、外国政府・外国金融機関・政府間金融機関が発行するかまたは保証

した証書、および、国際資金移転のために使用される証書が含まれる。 

 

特に、FERA は、中央銀行総裁でもある通貨統制官（Controller）の許可を得た場合を除き、

ミャンマー国外に居住している人物に対する外貨の支払、および、ミャンマー国外への通

貨・外貨の持ち出しを禁止している。外貨取引も制限されている。また、FERA は、事前に通

貨統制官の許可を得た場合を除き、公認ディーラー以外がミャンマー国内外で外貨取引する

ことを禁止している。ここで言う外貨取引は、外貨の売買、貸付、借り受け、譲渡、交換の

ことである。さらに、FERA は、ミャンマー中央銀行が定めたその時点で有効な公定レート以

外の交換比率で外貨取引を行ってはならないと規定している。 

 

FERA は、FERA の履行、あるいは、FERA に基づく規則、指令または命令の履行を何らかの方

法で直接的または間接的に回避することを目的とした契約または協定は無効になると規定し

ている。ただし、通貨統制官から許可を得た場合はこの限りではない。 

 

ミャンマー国内の外国人と外国企業、および、ミャンマーの国民と企業は、外貨取引を行う

場合には常に、外国からの外貨の借り入れ、借り入れた外貨の元本と利子の返済、外国に居

住する人物への支払、海外の外国銀行での口座開設、および、利益の送金に関連して、ミャ

ンマー外国貿易銀行（MFTB：Myanma Foreign Trade Bank）またはミャンマー投資商業銀行

（MICB：Myanma Investment and Commercial Bank）を通じて、外貨管理委員会から許可を得

なければ成らない。 

 

• 政府による資本参加 

政府による資本参加比率は、当初は、投資規模に応じて 20%～25%になる。しかし、政府は、

外国投資家が資本を回収した後には、株式を購入することによって、この比率を 50％まで高

めることができる。合弁事業の場合には、外国投資家の出資比率は資本総額の 35％以上でな

ければならない。 

 

５－７ 一般的な課税制度 

 

許可取得者は、鉱業規則の第 115 項の規定に基づいて地代とロイヤルティを、同 121 項の規

定に基づいて各種の活動に対して手数料をそれぞれ支払う他、現行法に従ってその他の税金、

賦課金および手数料を支払う必要がある（鉱業規則の第 122 項の規定）。許可取得者は、
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1974 年所得税法（Income Tax Law of 1974）に基づいて所得税を支払う他、1990 年商業税法

（Commercial Tax Law of 1990）に基づいて商業税を支払う必要がある。税務当局は財務・

歳入省内国歳入局（Internal Revenue Department）である。 

 

• 所得税 

課税上、外国人または外国企業は「居住（在内）」か「非居住（在外）」に分けられる。

「居住外国人」は所得税課税年度において 183 日以上ミャンマーに居住している外国人であ

り、「在内企業」は株主の全部または一部が外国人であって、ミャンマー会社法（Myanmar 

Companies Act）またはその他の現行法に基づいて設立された会社、あるいは、株主の全部ま

たは一部が外国人である団体であって、その業務の管理、運営および意思決定のすべてがミ

ャンマー国内で行われる団体であると定義されている（所得税法第3条(k)項）。居住外国人

ではない外国人は、「非居住外国人」と定義されている（所得税法第3条(l)項）。ただし、

この分類は 1988 年ミャンマー連邦外国投資法（Union of Myanmar Foreign Investment Law 

of 1988）（MFIL）に基づいて事業を行っている企業には適用されない。これらの企業は、ミ

ャンマー国内の源泉から得られた所得に対してのみ課税される。一方、居住外国人は、ミャ

ンマーの国内外で受領したすべての所得に対して所得税が課される。MFIL に基づいて投資を

行っている、非居住外国人、外国人または外国企業（foreign economic enterprise）は、ミ

ャンマー国内で受領したすべての所得に対して所得税が課される（所得税法第 3 条(n)項(i)

および(iii)）。 

 

所得税率に関しては、財務・歳入省は、政府の承認を得て、告示によって、課税総所得およ

び所得の種類ごとの所得税率、ならびに、外貨建ての課税所得および外貨建ての所得の種類

ごとの所得税率を制定、修正および追加することができる（所得税法第4条(a)項）。 

 

財務・歳入省の 2006 年 6 月 5 日付の告示（No.126/2006）により、MFIL に基づいて事業を行

っている企業に対し、その総所得に対して 30％の法人所得税が課された。この総所得を計算

する場合、所得を獲得するために発生した費用、および、所得税規則（Income Tax 

Regulations）に明記された減価償却引当金が控除される。しかし、以下のものについては、

控除は認められない。(a) 資本支出、(b) 個人的支出、(c) 事業の規模に見合わない支出、

および、(d) 専門的サービスを除き、所得税法上の企業および協同組合ではない人々の結合

体（association of persons）のメンバーに対して行った支払い（所得税法第11条）。 

 

所得税法は、「何れかの年度において、課税対象の総所得を有している人物は、その所得の

受領時に所得税を支払わなければならない」と規定している（所得税法第 15 条）。この規

定により、鉱物調査、探査または FS に従事している許可取得者は、鉱物調査、探査または

FS を実施している期間においては所得がなく、利益も発生しないので、所得税を支払う必要

はない。 

 

• 商業税 

許可取得者は商業税も支払う必要がある。商業税は、ミャンマー国内で供給される物品・サ

ービスおよび輸入される物品に課される。物品が海外から輸入された場合、陸揚げ費込み原

価（CIF価格、物品のCIF価格に対して 0.5％の料率で課される港湾使用料、および、関税の
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合計額）に基づいて商業税が課される。物品が国内で生産されたものである場合には、商業

税は売上高に基づいて課される。たとえば、次のものには売上高に対して 10％の料率で商業

税が課される 

石膏、重晶石、黒鉛、耐火粘土、ソープストーン、ベントナイト、大理石、錫精鉱、タング

ステン・精鉱、錫・タングステン・灰重石混在鉱石、鉛鉱さい、鉛地金、鉛亜流酸塩、亜鉛

精鉱、銅マット、ニッケル・スパイスアンチモニー鉛、アンチモニー鉱石（商業税法別紙

3）。 

大理石製品、銀、純金、金およびプラチナには、売上高に対して 20％の料率で商業税が課さ

れる（商業税法別紙4）。石炭には商業税は課されない（商業税法別紙1）。 

 

外貨建てで販売される物品に関しては、財務・歳入省は、政府の承認を得て、告示により、

その外貨金額に対して課される商業税率を制定することができる（商業税法第27条）。 

 

財務・歳入省の 2006 年 6 月 5 日付の告示（No.110/2006）により、物品が外貨建てで販売さ

れた場合には、一律8％の商業税を外貨で支払わなければならない。 

 

• 源泉税 

政府は、告示により、何らかの金額を支払う責任のある人物に対し、税を控除し、送金する

よう命令することができる（所得税法第16条(e)項）。 

 

財務・歳入省は源泉税に関する告示を行った。次の表は、居住外国人または非居住外国人に

対して行う支払いの金額から控除する源泉税率を示したものである（計画・財務省

（Ministry of Planning and Finance）の 1992 年 4 月 1 日付の告示 No.25、財務・歳入省

（Ministry of Finance and Revenue）の 1993 年 7 月 8 日付の告示 No.82/93、1995 年 8 月 27

日付の告示No.137/95、および、1996年 4月26日付の告示No.68/96）。 

 

                                                       （単位：%） 
番号 支払いの種類 居住外国人 非居住外国人 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

利子 

ライセンス、商標および特許権の

使用に関するロイヤルティ 

国営企業、発展評議会

（development committees）および

協同組合に対するサービスの請負

業者への支払い 

外国請負業者への支払い 

0 

 

15 

 

 

 

3 

2.5 

15 

 

20 

 

 

 

3.5 

3 

 

• 配当 

配当に対しては、所得税は課されない（所得税法第5条）。 

 

• 資本利得 

資本資産の売却、交換または譲渡によって得られた資本利得に関しては、その取引を行った

際に使用したチャットまたは外国通貨で所得税を支払う必要がある。資本利得に課される所
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得税率は、居住外国人の場合には10％、非居住外国人の場合には40％である（財務・歳入省

の2006年 6月5日付の告示No.120/2006）。 

 

「資本利得」という用語は、資本資産の売却、交換または譲渡によって得られた利益である

と定義されている。相続、無償の贈与および寄付は、「譲渡」とは見なされない（所得税法

第3条(r)項）。さらに、「資本資産」は、企業の土地、建築物、車両およびその他の資本資

産であると定義されている。資本資産には、株式、債券および類似の証書も含まれる（所得

税法第3条(q)項）。 

 

• 税制優遇措置 

ミャンマー投資委員会（Myanmar Investment Commission）（MIC）から許可を得て、MFIL に

基づいて事業を行っている企業は、次の特別な税制優遇措置の適用を受けることができる。

これらの内、(a)項は必ず適用しなければならないものである。残りの項はMICの判断で適用

することができるものである。 

(a) 物品・サービスの生産に従事している企業に対しては、物品・サービスの生産を開始し

た年を含めて連続 3 年間、所得税を免除する。MIC は国益につながる場合には、当該企業

の成功度に応じて、所得税免除期間をさらに合理的な期間に延長することができる。 

(b) 事業利益が準備金として留保され、さらに、この準備金を設定してから 1 年以内に再投

資された場合には、当該事業利益に対する所得税は減免する。 

(c) 所得税の査定に際し、事業に使用する機械、設備、建築物またはその他の資本資産を対

象として、それぞれの原価が償却されるまで、MIC が定めた料率で加速償却を行う権利

を与える。 

(d) ある企業が生産した物品が輸出された場合には、その輸出で得られた利益に対して、

高で50%の減税を行う。 

(e) 投資家に対し、その外国人従業員に代わってミャンマー政府に所得税を支払う権利、お

よび、その支払額を課税所得から控除する権利を与える。 

(f) 外国人従業員の所得に関して、ミャンマー国民に適用する料率で所得税を支払う権利を

与える。 

(g) 企業が行う事業に関連して、研究開発に関する費用がミャンマー国内で発生した場合に

は、その投資家に対して、その費用を課税所得から控除する権利を与える。 

(h) 損失が発生した場合、投資家に対し、損失が発生した年から連続 3 年間を限度として、

その損失を繰り越して相殺する権利を与える。 

(i) 事業のために使用するものであって、建設期間中に輸入して使用する必要がある、機械

設備、機器、機械構成部品、部品および資材に関して、関税またはその他の内国税を減

免する。 

(j) 建設完了後の 初の 3 年間の商業生産期間中に輸入される原材料に関して、関税または

その他の内国税を減免する（MFIL第 21条）。 

 

• 税率の維持 

外国企業は、鉱物投資協定書の中に税率の維持に関する条項を挿入することについて、鉱業

省と自由に交渉することができる。ただし、MICから許可を得なければならない。 
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５－８ 貿易・投資規則 

 

• 貿易規則 

鉱業規則によると、鉱物生産許可取得者は、生産した鉱物を定められた条件に従って国内で

販売するかまたは輸出する権利を有している（鉱業規則の第 62(e)、第 64(e)および第 68(e)

項の規定）。ただし、鉱業法は、鉱業省に対して、政府の承認を得て、生産された鉱物の購

入、取得、貯蔵、所有、輸送、販売および譲渡を禁止する権限を付与しているということに

留意する必要がある（鉱業法第29条）。 

 

輸出入に関する事項は、主に、「1947 年輸出入管理（暫定）法」（Control of Imports and 

Exports (Temporary) Act, 1947）（以後「1947 年法」）の規定によって管理されている。商

業省貿易局（Directorate of Trade）（以後「貿易局」）は、1947 年法を実施するため、多

くの命令、告示およびマスコミ向け公式発表を布告している。貿易局は、1994 年にはミャン

マー語で、1997 年には英語で、「民間企業に適用されるミャンマー輸出入規則」（Myanmar 

Export/Import Rules and Regulations for Private Business Enterprises）を刊行した。

1998年には、改訂されたミャンマー語版と英語版が刊行された。 

 

輸出業者・輸入業者としての登録および輸出入ライセンスの申請に関する手続きは、ミャン

マー輸出入規則に準拠した上記の命令、告示およびマスコミ向け公式発表の中で詳細に明記

されている。輸出入手続きの概要は次のとおりである。 

 

輸出入取引を伴う事業を行うことを希望する者は、輸出入業者として登録しなければならな

い。そして、貿易局が発行する輸出入登録証明書を取得する必要がある。輸出及び輸入の両

方について同時に登録できる。 

 

輸出入事業を行うことを希望する個人または経済組織（economic organizations）は、貿易

局に輸出入業者として登録しなければならない。(a) ミャンマー連邦の国民、準国民または

帰化国民、(b) 合資会社、(c) ミャンマー会社法および／または 1950 年特別会社法

（Special Company Act, 1950）に基づいて登録された、外国企業、その支店または合弁会社

を含む有限会社、(d) 1992 年協同組合法（Co-operative Society Law, 1992）に基づいて登

録された協同組合、(e) MFIL に基づいて許可され、その事業が外国貿易を伴う経済組織であ

る。 

 

登録後、登録した輸出業者と輸入業者は、場合によっては、輸出または輸入を行うたびに、

輸出ライセンスまたは輸入ライセンスを申請しなければならない。 

 

一般的に、指定製品を輸出するための輸出ライセンスを取得するためには、登録輸出業者は、

貿易局が指定した書式を使用し、6 チャットの収入印紙を貼付し、輸出業者の登録番号、登

録日、登録の有効期限、会社の登録番号、申請者の氏名、肩書（designation）および申請日

等の詳細を記した申請書を提出しなければならない。さらに、この申請書に、輸出方法、物

品の名称、数量、等級、仕様、価格、インコタームズ、買主とその国の名称、支払方法、出

荷時期および仕向国等の詳細事項を明記した、見積り送り状および／または売買契約書等の
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書類を添付する必要がある。貿易局は、申請書の記載事項等に不備がない場合、その裁量で、

通常は発行日から 3 ヵ月間有効の輸出ライセンスを発行する。輸出ライセンス発行手数料の

支払は不要である。 

 

また、登録輸入業者は、貿易局が指定した書式を使用し、6 チャットの収入印紙を貼付し、

輸入業者の登録番号、登録日、登録の有効期限、会社の登録番号、申請者の氏名、肩書およ

び申請日等の詳細を記した申請書を提出しなければならない。さらに、この申請書に、輸入

方法、仕様、包装、納期、インコタームズ等の詳細事項を明記した、見積り送り状および／

または売買契約書等の書類を添付する必要がある。登録輸入業者は、輸入ライセンスの申請

前に、ミャンマー外国貿易銀行（MFTB）またはミャンマー投資商業銀行（MICB）に外国為替

口座を開設し、取り消し不能信用状（L/C）を開設する必要がある。貿易局は、申請書の記

載事項等に不備がない場合、その裁量で、通常は発行日から 3 ヵ月間有効の輸入ライセンス

を発行する。輸入ライセンス発行手数料は、CIF 価格に応じて 250～50,000 チャットを支払

う必要がある。輸入ライセンスが発行される前に出荷を行うことは認められない。 

 

輸出入取引に関して、ミャンマー輸出入規則は、売買契約書の中に、ミャンマーの法律を準

拠法とし、かつ、1944 年ミャンマー仲裁法（Myanmar Arbitration Act of 1944）に基づいて

仲裁を行うとする条項を挿入することを要求している。 

 

 

• 投資規則 

MFIL は、外国投資に関する法的枠組みを定めたものである他、次のような基本的目標を有し

ている。(a) 輸出の促進と拡大、(b) 多額の投資が必要な天然資源の開発、(c) 高度技術の

取得、(d) 多額の資本が必要な物品・サービスの生産に対する支援、(e) 雇用機会の拡大、

(f) 省エネ、および、(g) 地方開発。MFIL に関する手続き（「MFIL 手続き」）は 1988 年 12

月に公示された。 

 

1989 年 3 月には、国営企業法（State-owned Economic Enterprises Law）（以後「SEE 法」）

が施行された。1989 年 12 月には、SEE 法に関する手続きが制定された。SEE 法の第 3 条は、

鉱物の探査、採掘、販売、生産および輸出を始めとする 12 種類の経済活動の実施は政府の

みに限定すると規定している。しかし、SEE 法の第 4 条は、政府が、関連する国営企業との

合弁事業という形態にすることでこのような制約を放棄することを認めている。さらに、鉱

業規則の第 84 項の規定は、外国人または外国の組織が、鉱業省傘下の国営企業との間で、

鉱物調査、鉱物探査または鉱物生産に関する合弁協定書を締結することを認めている。この

規定は、SEE法の第4条で認められている権利の放棄にあたる。 

 

したがって、採鉱は、生産物分与契約書、両当事者の出資比率に基づいた利益配分契約書、

採鉱の段階ごとのまたは採鉱のすべての段階を対象とした便益配分契約書、あるいは、鉱業

省が許可したその他の形態の契約書に基づいて実施することができる（鉱業規則の第 85 項

の規定）。また、これらの契約書は、鉱業省が定める条件に基づいて行われる競争入札また

は交渉を経て締結することができる（鉱業規則の第85項の規定）。 
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このように、鉱業プロジェクトは、MFIL に基づいて設置された MIC から許可を得る必要があ

る。MICは、外国投資に関する提案を承認する許可書（以後「MIC許可書」）を発行する。 

 

現在では、MIC 許可書を取得するためには、鉱業プロジェクトに投資したいと考える外国企

業は、まず始めに鉱業省から対象となる鉱業プロジェクトに関する情報を入手しなければな

らない。対象となる鉱業プロジェクトに関する情報を入手した後、鉱業省および／または鉱

業省傘下の国営公社と交渉し、契約書を締結しなければならない。合意された契約書案は、

コメントを得るために司法長官室（Office of the Attorney General）に送付される。司法長

官室からコメントが得られた後、契約書案は鉱業省から MIC に送付され、許可が求められる。

MICから許可が得られた後、契約書が締結され、MIC許可書が発行される。この時点で、外国

企業は、ミャンマー会社法に基づいて、ミャンマー国内で支店を登録するかまたは会社を設

立しなければならない。 

 

さらにこの時点で、外国企業は、ミャンマー会社法の第 27 条 A 項に基づいて、ミャンマー

で取引を行うための許可書を取得しなければならない。実際には、この許可書は企業に取引

を行うことを認めるものではなく、営業免許である。しかし、1950 年特別会社法に基づいて

設立された特別会社（国が資本金の一部を出資している合弁会社）は、取引許可書を取得す

る義務はない。 

 

外国企業は、MIC許可書を取得するためには、次の手続きを踏まなければならない。 

 

MIC許可書を取得するための手続き 

 

(i) 提案書の提出 

提案者（promoter）は、MFIL に基づいてミャンマー国内で事業を開始するためには、まず指

定書式で作成した提案書を MIC に提出しなければならない。提案者は、MFIL では、投資提案

書をMICに提出する国民または外国人と定義されている。 

 

MFILの手続きでは、提案者は、提案書に下記の詳細事項を明記する必要がある。 

(a) 提案者の氏名、国籍、住所、資本組織の名称、事業の種類、事業の場所、会社設立地 

(b) 投資が合弁事業形態で行われる場合には、上の(a)項の明細として、合弁事業に参加を希

望しているすべての人物および／または企業 

(c) 上の(a)項および／または(b)項に関する証拠書類 

(d) 提案者または合弁事業に参加を希望している人物の事業と財務状態に関する照会先 

(e) 投資対象の物品・サービスの生産に関する詳細事項 

(f) 投資を行う場合に想定している組織形態 

(g) 合資会社を設立する場合には、合資会社契約書案の写し、共同出資者の出資額と出資比

率、利益配分比率、および、それぞれの共同出資者の権利と義務 

(h) 建設・操業・譲渡（BOT）契約書、借地契約書、合弁事業の場合の合弁事業契約書、覚書

等の基本契約書案の写し、定款、株式の種類、株主が出資した株式の数 

(i) 設立する組織（有限会社等）の幹部の氏名、国籍、住所および肩書 
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(j) 投資によって組織を設立する場合にはその資本総額、国内資本と外国資本の比率、ミャ

ンマーに流入する外国資本の総額、様々な種類の外国資本の金額、および、外国資本が

流入する期間 

(k) 予定投資期間、建設期間 

(l) 投資を行うミャンマー国内のすべての場所 

(m) 生産・販売で使用される技術およびシステム 

(n) 使用するエネルギーの種類と量 

(o) 建設期間中に使用する必要がある、主な機械、機器、原料および類似の材料の数量と価

格 

(p) 必要な土地の種類と面積 

(q) 物品の年間の生産量と金額、および、サービスの量と金額 

(r) 事業の遂行に必要な年間外貨額、および、予想外貨獲得額 

(s) 国内外で販売する物品の年間の数量と金額 

(t) 必要となるミャンマー人と外国人の数、分野および在職期間 

(u) 予想年間収入、年間支出、年間純利益、年間投資額、投資回収期間、他の便益、新たに

雇用を行う可能性、国内外の市況、外貨節約効果等を示した、プロジェクトの採算性 

 

上記の提案書に、事業概要および信用状態を示す書類（投資を希望する人物または企業の

新の監査済み財務諸表、事業と財務の状態を示した銀行証明書）を添付する必要がある。 

 

投資の一環として土地を賃借する場合には、申請書に賃貸借契約書案を添付しなければなら

ない。 

 

(ii) 提案書の審査 

MICは、次の要領で、提案を行った投資家の信用状態を審査する。 

• 必要と判断された場合、外貨をもたらす投資家の監査済みの年間財務諸表を審査する 

• ミャンマー外国貿易銀行（MFTB）またはミャンマー投資商業銀行（MICB）に対し、それ

ぞれの外国取引銀行を通じて当該外国投資家の営業状態を調査するよう依頼する 

• 必要と判断した場合には証拠書類を要求する他、出資したミャンマー人の財務力を審査

する 

 

MICは、投資対象事業の採算性を検証するため、以下を審査する。 

• 予想年間純利益 

• 予想年間外貨獲得額・必要額 

• 投資回収期間 

• 新たに雇用を行う可能性 

• 国民所得の増加の可能性 

• 国内外の市況 

• 国内消費需要 

• 予想される外貨節約効果 
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(iii)  MIC許可書の発行 

提案書が MFIL に明記された条件を満足している場合、MIC は MIC 許可書を発行する。この場

合、秘密扱いを要する標準的条件が課される。一般的には、これらの条件には、プロジェク

トの許可期間、税金の減免、ミャンマーに外国資本（現金資本および現物資本）を持ち込ん

だ時点での MIC への報告、正式な操業開始日、プロジェクトの変更、国家計画・経済開発省

の投資・企業管理局（DICA）への企業の登録、環境保護および保険契約の維持が含まれる。 
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６． 登録・報告義務 

 

６－１ 鉱業会社の登録 

 

ミャンマーでは、鉱業会社は、有限会社の形態に限って設立することができる。また、現在

のところ、公開鉱業会社は存在せず、株式を上場している鉱業会社は存在しない。 

 

６－２ 鉱業会社の報告義務 

 

ミャンマーには、1920 年政府証券法（Government Securities Act of 1920）を除き、鉱業会

社の報告義務を規定した特定の証券法は存在しない。1920 年政府証券法は、政府が発行する

証券に関する規定のみを定めたものであるので、参考にはならない。証券法は存在しないも

のの、ミャンマー証券取引センター（Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.）が設

立されている。同センターは、ミャンマー経済銀行（Myanma Economic Bank）と日本の株式

会社大和総研によって1996年に設立された合弁会社である。しかし、ミャンマーには、公開

会社は数社しか存在しない。実際にミャンマー証券取引センターを通じて国民に株式を販売

しているのは、森林製品合弁会社（Forest Products Joint Venture Corporation）およびミ

ャンマー国民銀行（Myanmar Citizen Bank）の 2 社のみである。このように、ミャンマーの

証券市場は未発達である。証券取引に関する特定の法律が存在しないので、鉱業会社に対し

て、ミャンマーの証券監視当局またはその他の政府機関に報告を行うことを義務付ける法律

も存在しない。 
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７． 労働、雇用および入国 

  

７－１ 労使関係 

 

ミャンマーの労使慣行によると、5 人以上の従業員を雇用している民間企業がさらに従業員

を雇用しようとする場合、その雇用主は、郡労務事務所（township labor office）に対し、

指定書式を使用してその計画を通知する必要がある。郡労務事務所は、指定書式に明記され

た条件を充足している有資格候補者のリストを作成し、このリストを当該企業に送付する。

ただし、雇用主も、民間の人材斡旋会社または新聞の求人広告を利用して、独自に求人を行

うことができる。但し、独自に採用した従業員は、郡労務事務所に登録することが義務付け

られている。 

 

雇用主と被雇用者は、雇用条件を明記した標準的な雇用契約書を締結しなければならない。

雇用主は、必要に応じて、雇用契約書の中に、職場における被雇用者の業務に関する就業規

則、雇用関係、被雇用者の労働規律、職務明細、雇用場所、労働時間、賃金・付加給付、試

用期間、解雇、契約期間等を明記することができる。これらの条件すべては、ミャンマーの

法律に準拠したものでなければならない。 

 

労働者が雇用に起因してまたは雇用の過程での事故のために傷害を被った場合、雇用主は、

1923 年労働者災害補償法（Workmen’s Compensation Act, 1923）に基づき、補償金を支払う

義務がある。ただし、その傷害が、(a) 当該労働者が飲酒または薬物による影響を受けてい

たか、(b) 労働者の安全のために明示的に通知されている命令または規則を、当該労働者が

意識的に無視したか、 (c) 当該労働者が、労働者の安全確保のために供給されているもので

あることを認識しながら、その安全装置または器具を意識的に使用しなかったことに直接起

因して発生したものである場合には、雇用主は補償金を支払う義務はない。 

 

前述のとおり、労使関係に関しては、ミャンマー鉱業規則の第 87 項の規定は、「鉱山を管

理するため、鉱山ごとに、指定された資格を有するマネージャーを指名する。このマネージ

ャーの行為は、許可取得者の行為であると見なす。鉱物生産許可取得者は、指定された資格

を有していれば、自らがマネージャーになれる」と定めている。したがって、マネージャー

の行為はすべて、許可取得者の行為と見なされる。 

 

７－２ 雇用条件 

 

1976 年、労働省は、労働者の基本的な権利と義務に関する法律（Law Prescribing the 

Fundamental Rights and Duties of People’s Workers.）の第14条に基づき、告示（No.55）

によって、標準雇用契約書を定めた。さらに、2001 年、この告示（No.55）に基づいて、新

たな標準雇用契約書が定められた。現実には、1976 年の標準雇用契約書は 2001 年の新標準

雇用契約書によって廃止されたわけではないが、2001 年の新標準雇用契約書の規定は、雇用

を行う際に指針として遵守する必要がある。雇用主は、2001 年の新標準雇用契約書に基づき、

解雇、解雇補償金の支払い、および、違約金に関する標準条件を明記し、これらを厳格に遵
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守しなければならない。しかし、雇用主は、被雇用者の義務・債務に関する条件を定めるこ

とができる。 

 

雇用契約書では、2001 年の新標準雇用契約書の要求に従って、次の方法で条件を簡潔に明記

しなければならない。「雇用主は、被雇用者に対し、現行の法令に従って、(a) 労働時間、

(b) 休日、(c) 休暇、(d) 時間外勤務、(e) 賃金の支払い、(f) 雇用に起因する、あるいは

雇用の過程で事故が発生して死亡ないし障害が発生した場合の補償、および、(g) 社会保障

給付金に関する権利と特権を与えるものとする」。 

 

その他、2001 年の新標準雇用契約書は、被雇用者が以下の何れかの違法行為を行ったことが

判明した場合には、当該被雇用者を解雇することができると定めている。つまり、被雇用者

が以下の何れかの違法行為を行った場合には、当該被雇用者は補償を受け取る権利がないと

いうことである。また、このような違法行為を行った被雇用者は、補償金を支払うことなく

解雇することができる。 

(a) 窃盗または横領 

(b) 企業が所有する機械および物品に故意に危害を加えるか、または、これらを紛失させた 

(c) 当局の許可を得ずに、職場に武器を持ち込んだ 

(d) 職場において他人に重傷を負わせた 

(e) 背任行為等の犯罪を行った 

(f) 贈収賄および汚職を行った 

(g) 許可を得ずに、職場の立入禁止区域に入った 

(h) 爆発物および可燃物が貯蔵されている場所において、これらに関する規則を遵守しなか

った 

(i) 職場において騒動または混乱を引き起こした 

(g) 労働局（Directorate of Labor）から承認され、被雇用者に通知された就業規則に違反

した 

(k) 職場における自己の義務を履行しなかった 

(l) 職場において泥酔した 

(m) 職場において賭博行為を行った 

(n) 5日間を超えて無断欠勤した 

 

雇用契約書は、雇用主またはそのマネージャーと被雇用者の間で締結されなければならない。

その写しは、企業が登録を行った地域の郡労務事務所に提出する必要がある。 

 

７－３ 雇用の種類 

 

標準雇用契約書は、雇用の種類については規則を定めていない。通常、雇用形態に応じて、

給与または賃金を支払うことができる。精米産業、葉巻製造産業を除き、民間部門を対象と

した法定の 低給与または 低賃金料率は定められていない。雇用主は、高い賃金水準を設

定することができる。雇用主と被雇用者は、被雇用者の技能、資格および経験に基づいて、

公正な賃金または給与を交渉で決定することができる。雇用主は、必要に応じて、自ら定め

た基準に基づいて技能をテストすることができる。給与または賃金の支払いはすべて、国内
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通貨（チャット）、外国通貨または外国為替証書（FEC: Foreign Exchange Certificate）で

営業日に支払う必要があることに留意しなければならない。FEC は、1993 年 2 月に中央銀行

が発行したものである。FEC は、US$に固定された国内通貨で、居住者および非居住者の双方

が利用することができるものである。 

 

７－４ 解雇 

 

一般的に、従業員に対し、違反行為を行っているかまたはその義務を履行していないことを

正式に 3 回警告した場合には、退職給付金を支払うことなく当該従業員を解雇することがで

きる。 

 

2001 年の新標準雇用契約書は、従業員の解雇に関して、下記の条件を定めている。解雇する

場合、雇用主には下記の補償金を支払う義務がある。 

 

2001 年の新標準雇用契約書の第 2 項は次のように定めている。「勤続期間が 3 ヵ月に達する

前に、雇用主が従業員を解雇するか、または、従業員が自己都合退職する場合、雇用主また

は従業員は、遅くとも 1 ヵ月前までに書面で通知するものとする。雇用主による解雇の場合

には、雇用主は、従業員に 1 ヵ月前に通知を行う代わりに、1 ヵ月分の給与または賃金を支

払うことができる」。 

 

2001年の新標準雇用契約書の第3項は次のように定めている。 

「予定より早く操業が完了したため、または、予期せぬ事象が発生し、操業の一部または全

部を停止したために解雇を行う場合には、従業員は以下の補償金の支払いを受けるものとす

る。 

(a) 勤続期間が 3ヵ月以上～1年未満の場合には、1ヵ月前の通知の代わりとしての 1ヵ月分

の給与・賃金および1ヵ月分の補償金、計2ヵ月分の給与・賃金 

(b) 勤続期間が 1年以上～3年未満の場合には、1ヵ月前の通知の代わりとしての 1ヵ月分の

給与・賃金および2ヵ月分の補償金、計3ヵ月分の給与・賃金 

(c) 勤続期間が 3 年以上の場合には、1 ヵ月前の通知の代わりとしての 1 ヵ月分の給与・賃

金および4ヵ月分の補償金、計5ヵ月分の給与・賃金 

(d) 補償金は次の要領で計算するものとする。 

(i)  月給制労働者の場合には、雇用期間中の 後の月の給与 

(ⅱ) 日給制労働者の場合には、 後の日給賃金の26日分 

(ⅲ) 出来高払い労働者の場合には、 後の30日間の労働日の平均賃金の30日分 

(e) 雇用主は、上記に加え、解雇後可能な限り早く、現行の法律と指令に基づいて支払うべ

き金額を当該従業員に支払うものとする」 

 

2001 年の新標準雇用契約書の第 4 項は、「従業員が何らかの理由で解雇された場合には、前

記の(a)～(d)項に明記された、1 ヵ月前の通知の代わりとなる給与・賃金と補償金の支払い

を受ける権利がある」と定めている。換言すると、雇用主は、如何なる理由であれ、1 ヵ月

前に通知を行えば従業員を解雇できる。1 ヵ月前に通知が行われない場合には、従業員は、
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前記第 3 項の(a)～(d)項に明記された、通知の代わりとしての 1 ヵ月分の給与・賃金および

解雇補償金を受け取ることができる。 

 

前記の規定は次の様にまとめることができる。 

 

勤続期間 解雇補償金 

 

3ヵ月以上～1年未満 

2ヵ月分の給与・賃金 

（1 ヵ月前の通知の代わりとしての 1 ヵ月分

の給与・賃金および1ヵ月分の補償金） 

 

1年以上～3年未満 

3ヵ月分の給与・賃金  

（1 ヵ月前の通知の代わりとしての 1 ヵ月分

の給与・賃金および2ヵ月分の補償金） 

 

3年以上 

5ヵ月分の給与・賃金  

（1 ヵ月前の通知の代わりとしての 1 ヵ月分

の給与・賃金および4ヵ月分の補償金） 

 

   上の解雇補償金の支払いは義務的なものである。 

 

2001 年の新標準雇用契約書は、雇用主またはそのマネージャーに対し、退職したかまたは解

雇された従業員に雇用の詳細事項を記した証明書を交付することを義務付けている。 

 

７－５ 労働組合 

 

現在、1927 年に施行された「労働組合法」（The Trade Union Act）が有効である。この法律

は、労働組合の定義と登録、労働組合登録証明書の発行、登録された労働組合の権利と義務、

規則、違約金、手続き等に関する規定を定めている。この法律は現在も有効ではあるが、実

際には適用されていない。 

 

７－６ 社会保険 

 

「1954 年社会保障法」（The Social Security Act, 1954）という名称の法律が存在している。

この法律は、社会保障保険料に関する規定を定めたものであり、5 人を超える従業員を有す

る雇用主に対し、給付金を支給することを要求している。この給付金は、一般保険給付金と

業務傷害保険給付金で構成されている。社会保障法の概要は次のとおりである。 

 

社会保障法は、5 人を超える従業員を有する雇用主に対し、社会保障保険料を支払うことを

義務付けている。常勤労働者、臨時労働者、無給の見習い労働者および訓練生は、この保険

の被保険者になる。 

 

社会保障制度に基づき、雇用主と従業員は、それぞれ、従業員の給与・賃金の 2.5%と 1.5%の

割合で保険料を支払う必要がある。この場合の支払い通貨は、従業員に対する給与・賃金の

支払い通貨と同一のチャットまたはUS$・FECとする。雇用主は、従業員に支払う給与・賃金

から従業員が支払うべき保険料を源泉徴収することが義務付けられている。 
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社会保障法に基づく一般保険給付金は、指定された病院で行われる一般的な医療サービス―

疾病、出産、死亡等―を対象として支払われる。 

 

業務傷害保険では、業務上の傷害と疾病に対して保険金が支払われる。 

 

業務が原因となって従業員が病気になった場合、それぞれの病気に関して、疾病給付金とし

て、医療費および従業員の 1 日当たりの給与・賃金の約 50%に相当する現金給付金がそれぞ

れの疾病につき26週間を限度として支払われる。ただし、支払総額は3,022チャットが限度

となっている。保険料が FEC で支払われた場合には、1 日当たりの現金給付金の限度は

3.85US$となっている。 

 

出産の場合、従業員の 1 日当たりの給与・賃金の約 2/3 に相当する出産給付金が、出産の 6

週間前から 6 週間後まで支払われる。保険料がチャットで支払われた場合には、この 3 ヵ月

間の支払総額は 1,847チャットが限度となっている。保険料が FECで支払われた場合には、1

日当たりの給付金の限度は5.13US$となっている。 

 

葬儀の場合、故人の葬儀費用を負担した遺族（または他の人物）に 1,000 チャットの葬儀給

付金が支払われる。保険料が FEC で支払われた場合には、200US$の葬儀給付金が支払われる。 

 

従業員が業務上の傷害を被った場合、当該従業員は、社会保障制度に基づく休業給付金とし

て、給与・賃金の 2/3 の休業給付金の支払いを 1 年間を限度として受けることができる。た

だし、この総額の限度は 6,156 チャットとなっている。保険料が FEC で支払われた場合には、

1日当たりの給付金の限度は5.13US$となっている。 

 

従業員が永久障害を被った場合において、保険料がチャットで支払われていた場合には、毎

月、（給与・賃金に応じて）667 チャットを限度とする年金が支払われる。従業員が死亡し

た場合には、毎月、寡婦に対して 267 チャット、遺児に対して 133.5 チャットの年金が支払

われる。保険料が FEC で支払われた場合には、毎月、（給与・賃金に応じて）133.40US$を限

度とする年金が支払われる。従業員が死亡した場合には、毎月、寡婦に対して 53.40US$を限

度とする年金、遺児に対して26.70US$を限度とする年金が支払われる。 

 

７－７ 外国人従業員の処遇 

 

前述のとおり、1974 年所得税法では、外国人または外国企業は、滞在期間により、「居住

（在内）」または「非居住（在外）」に分類されている。但し、1988 年ミャンマー連邦外国

投資法（MFIL）に基づいて設立された企業で働いている外国人には、滞在期間に基づく分類

は適用されない。 

 

居住外国人が外貨で受領した給与に対しては、その総給与所得に対して、一律 15%の所得税

が課される（2006 年 6 月 5 日付の財務・歳入省告示 No.124/2006）。非居住外国人が外貨で

受領した給与に対しては、その総給与所得に対して、一律 35%の所得税が課される（2006 年

6月 5日付の財務・歳入省告示No.115/2006）。しかし、MFILに基づいて設立された企業で働
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いている外国人に対しては、その総給与所得に対して、一律 10%の所得税が課される（2006

年 6月5日付の財務・歳入省告示No.124/2006）。 

 

法律に基づき、雇用主は、従業員に対する給与・賃金の支払時にその所得税を源泉徴収する

ことが義務付けられている。 

 

７－８ 就労ビザ・就労許可に関する条件 

 

ビザの種類は多様であり、外交ビザ、公式表敬訪問ビザ（gratis official courtesy visa）、

観光ビザ、商用ビザ、通過ビザ、一次ビザ、数次ビザ、および、特定の場合に利用できる到

着ビザ等がある。 

 

1947 年ミャンマー入国（特別措置）法（Myanmar Immigration (Emergency Provisions) Act 

of 1947）は、外国人に対し、ミャンマーに入国する前にビザを取得することを義務付けてい

る。したがって、就労、事業または社会的活動を目的としてミャンマーに入国することを希

望する外国人は、ミャンマーの外務省、あるいは、海外のミャンマー大使館・領事館で適切

なビザを取得する必要がある。 

 

商用でミャンマーに入国することを希望する外国人は、海外のミャンマー大使館・領事館に

ミャンマーの関係企業が作成した身元保証書を提出して、商用ビザを取得することができる。

在留許可期間は10週間である。商用ビザの手数料は36US$である。 

 

ミャンマーでは、就労許可書の代わりに在留許可書が使用されている。したがって、外国人

がミャンマー国内に就労目的で長期間滞在する場合には、在留許可書と数次ビザを取得する

必要がある（数次ビザが発行されるのは、ミャンマー国内に勤務先があり、有効な企業登録

証明書の写し、有効な取引許可書、および、取締役と役員のリストである様式XXVI等の書類

を提出したビジネスマンに限られる）。 

 

外国人が在留許可書を取得するためには、当該外国人の外国企業がミャンマー国内に設立さ

れていなければならない。外国企業が、サービス会社（service company）としてミャンマー

の省庁と取引を行っているのではない場合には、在留許可に関する推薦状の申請は商業省に

対して行わなければならない。外国企業がミャンマーの省庁と取引を行っている場合には、

在留許可に関する推薦状の申請は取引を行っている相手先の省庁に対して行わなければなら

ない。 

 

在留許可期間の延長を希望する外国人は、申請を行って、許可を得ることができる。この場

合、その延長期間に応じて料金を支払う必要がある。在留許可期間は一般的には 6 ヵ月間で

ある。在留許可期間は、省庁が作成した推薦状が提出され、さらに、移民・人口問題省の移

民・登録局（INRD： Immigration and National Registration Department）から許可された場

合に延長される。実際には、INRD は推薦状に基づいてビザを発行している。手数料は

90US$である。在留許可期間を超えて滞在した外国人は、超過期間が 90 日以内であれば 1 日

当たり3US$、90日を超えていれば1日当たり5US$の手数料を支払わなければならない。 
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実際には、在留許可書と数次ビザの申請では 2 つの手続きが必要になる。 初に、関係省庁

に対して推薦状申請書を提出する。この推薦状を取得してから、INRD に申請を行う（これは

単に推薦状と称されているが、実際には、INRD に対して、関係省庁としては在留許可書と数

次ビザの発行に異論はなく、発行を推薦するということを通知する文書として機能してい

る）。この2つの手続きを行う場合には、以下が必要になる。 

 

• 関係省庁に申請を行うために必要な書類 

申請書は、外国企業の社用箋を使用し、業務執行取締役または取締役が署名しなければなら

ない。この申請書の中で、当該従業員が登録企業で働いていること、および、当該企業が当

該従業員に在留許可書と数次ビザを発行してもらうことを希望するということを明記する必

要がある。この申請書には、当該企業の登録番号、基本定款の日付、および、取引許可書の

日付を明記しなければならない。 

 

申請書では、INRD に在留許可書を申請するために必要になる推薦状の発行を要請しなければ

ならない。対象となる人物の氏名、同人物の説明、パスポート番号およびビザの有効期限日

を明記した申請書は、ミャンマー大使館の推薦状の原本、当該企業の基本定款の写し、取引

許可書の写し、様式 XXVI の写し、誓約書（undertaking）、申請者の履歴書、および、申請

者のパスポートの原本とその写しと共に関係省庁に提出しなければならない。 

 

• INRDに提出すべき書類 

その後、外国企業の社用箋を使用し、業務執行取締役または取締役が署名した申請書を、

INRD の局長（director general）宛に提出しなければならない。この申請書には、関係省庁

に提出した申請書の写し、当該関係省庁から入手した推薦状、ミャンマー大使館から入手し

た推薦状の写し、当該企業の基本定款の写し、取引許可書の写し、様式XXVIの写し、外国人

登録証明書の写し、写真 2 枚、および、申請者のパスポートの原本とその写しを添付する必

要がある。 

 

ビザには、一次ビザと数次ビザの 2 種類がある。一次ビザでは、在留許可期間内に一度に限

りミャンマーから出国することができる。この発行手数料は 54US$である。数次ビザは、在

留許可期間内に複数回ミャンマーから出国及び同国に入国することを希望する人物に発行さ

れる。この発行手数料は 180US$である。在留許可申請の際には数次ビザも申請することを推

奨する。 

 

MFIL に基づき、外国人居住者と外国人技術者は、ミャンマー投資委員会（MIC）が発行した

許可書に基づいて事業を行っている企業で働くことが認められている。この場合、外国企業

は、MIC に提出する指定提案書の中で雇用する外国人居住者と外国人技術者の数を明記しな

ければならない。MIC から許可書を取得した後、外国企業は、外国人従業員の在留許可とビ

ザをINRDに申請する必要がある。 
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７－９ 労働に関する法律 

 

以下に示すものは、関連する労働法の条件に従って処理する必要がある労働関連問題である。 

 

基本的な労働法は、「労働者の基本的な権利と義務に関する 1964 年の法律」（Law 

Prescribing the Fundamental Rights and Duties of People's Workers, 1964）である。以下

は、この基本法に基づく規則と見なされる法律である。「1950 年雇用・訓練法」

（Employment and Training Act, 1950）、「1959 年雇用制限法」（Employment Restriction 

Act, 1959）、「1948 年雇用統計法」（Employment Statistics Act, 1948）、「1951 年工場

法」（Factories Act, 1951）、「1951 年店舗・事業所法」（Shops and Establishments Act, 

1951）、「1951 年休暇・休日法」（Leave and Holidays Act, 1951）、「1951 年油田（労

働・厚生）法」（Oilfields (Labor and Welfare) Act, 1951）、「1936 年賃金支払法」

（Payment of Wages Act, 1936）、「1929 年労使紛争法」（Trade Disputes Act, 1929）、

「1923 年労働者災害補償法」（Workmen’s Compensation Act, 1923）、「1954 年社会保障

法」（Social Security Act, 1954）、および、前記の「1927 年労働組合法」（Trade Union 

Act, 1927）である。これらの法律の概要は次のとおりである。 

 

「1950 年雇用・訓練法」および「1959 年雇用制限法」は、人々がそれぞれの年齢と能力に適

した雇用を選択し、そのための訓練を行い、その雇用を獲得し、維持するのを支援するため、

雇用主が適切な従業員を確保するのを支援するため、および、一般的に地域社会の需要に応

じて雇用を促進するための便宜とサービスを供与し、かつ、国内での労働者の採用に関する

手続きと条件を定めるものである。「1948 年雇用統計法」は、被雇用者とその労働条件に関

する統計の収集を促進するために施行されたものである。これらの法律に基づき、雇用主は、

工場法・一般労働法監督局（Factories and General Labor Laws Inspection Department）に

対し、必要とされている工場または企業の詳細事項を連絡することを義務付けられている。

企業または外国企業の支店は、関連する郡労務事務所に対し、その郡内で雇用しているすべ

ての従業員のリストを登録しなければならない。 

 

「1951 年工場法」は、たとえば、労働時間、労働日、時間外労働、健康管理対策および安全

対策等を定めている。次に、同法の概要を示す。身体リスクが中程度の事業所―工場、油田

等―における通常労働時間数は、1日 8時間または週 44時間を超えてはならない。しかし、

工場が技術的理由のために連続操業を行う場合には、工場における 大許容労働時間数は週

48 時間になる。身体リスクが高い事業所―坑内採鉱等―における通常労働時間数は、1 日 8

時間または週 40 時間を超えてはならない。労働者は、連続 5 時間働いた場合には 低 30 分

の休憩を取ることができる。労働日数は、週 6 日間まで認められている。日曜日は、毎週の

休日と見なされている。時間外労働は認められている。時間外労働が行われた場合、通常の

賃金料率の 2 倍の賃金を支払う必要がある。緊急の作業の都合で、労働者が休日に働かなけ

ればならない場合、当該労働者は、（時間外賃金の他に）2 暦月以内に代替休暇を取ること

ができる。安全・健康管理に関しては、雇用主は、労働者を、作業場の設備、有害物質およ

び環境に関連する労働災害から保護する義務を負っている。さらに、雇用主は、従業員数に

応じて、救急処置・医療のための設備、食堂、休憩所、託児所等を用意しなければならない。 
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「1951 年店舗・事業所法」も、店舗・事業所における労働者の労働時間数、労働日数、休憩

時間および時間外労働に関する規定を定めている。同法第 2 条の定義によると、事業所には、

商業施設、娯楽施設および工業施設が含まれる。同法の概要は次のとおりである。店舗また

は商業施設における通常労働時間数は、1日 8時間、週 48時間である。労働日数は週 6日間

まで認められている。労働者は、連続 5 時間働いた場合には 低 30 分の休憩を取ることが

できる。時間外労働は認められている。時間外労働が行われた場合、通常の賃金料率の 2 倍

の賃金を支払う必要がある。同法第5条(1)項は、同法が「マネージャー」には適用されない

と規定している。したがって、マネージャーは、時間外賃金の支払いの対象外であり、同法

に基づく時間外賃金の支払いを受けることはできない。 

 

鉱山での従業員と労働者の指名、作業の割当て、年齢、賃金、給与、他の給付金の決定、お

よび、鉱山での地上作業と坑内作業の労働時間数と労働日数の決定に関しては、前述のとお

り、ミャンマー鉱業規則の第87～第96項の中で具体的な規定が行われている。 

 

「1951 年休暇・休日法」は、労働者に対し、6 日間の臨時休暇（個人的な緊急時に取得す

る）、30 日間の療養休暇、10 日間の有給休暇、および、21 日間の祝日を認めている。国家

平和発展評議会（SPDC）が 2007 年 2 月 16 日に行った告示（No.1/2007）により、ミャンマー

の新年休日（4月）は従来の5日間から10日間に変更された。したがって、現在の祝日は26

日間である。社会保障法の対象となる女性従業員は、出産の 6 週間前から 6 週間後まで出産

休暇を取ることができる。 

 

「1951 年油田（労働・厚生）法」は、油田労働者の健康、安全および厚生に関する規定を行

っている。ただし、同法の適用は油田に限定される。 

 

「1936 年賃金支払法」は、定期的に賃金を支払う期間、賃金から控除することが認められて

いるもの（罰金を含む）、賃金の支払方法、記録と報告に関する雇用主の義務等を定めてい

る。 

 

「1929 年労使紛争法」は、同法の対象となる雇用主と従業員が紛争を解決するための仕組み

を定めている。労使紛争を解決するための委員会には、様々なレベルがある。 高レベルの

ものは、中央労使紛争委員会（Central Trade Disputes Committee）である。同委員会は、そ

の裁量において、退職従業員に対する「報奨金」の支払いを命ずることができる。この場合、

関連する他の要素と従業員の勤続期間を勘案して、「報奨金」の額が決定される。 

 

「1923 年労働者災害補償法」は、ほとんどの労働者に対し、特定の職業病を含め、業務上の

傷害に対する給付金を支給することを定めている。概要は次のとおりである。雇用主の定義

は大雑把に行われているが、たとえば、(a) ある労働者（workman）の正規の雇用主から当該

労働者を一時的に雇用する雇用主、および、(b) 買取選択権付賃貸借協定書（hire purchase 

agreement）以外の契約に基づいて有償で「賃貸する」車両を所有している人物も雇用主の定

義に含まれると定義されている。さらに、雇用主には、雇用主の管理代理人も含まれる。賃

金という用語には、旅費以外の、金額を計算することができる特権または給付金、あるいは、

雇用主が年金または企業退職年金基金（provident fund）に対して支払った掛金、あるいは、
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その雇用により労働者に発生した特別な費用を弁済するために当該労働者に支払われる金額

が含まれる。労働者の定義は大雑把に行われているが、たとえば、(a) それが口頭であるか、

書面であるか、明示的なものであるか、暗示的なものであるかの如何を問わず、雇用主との

間で雇用契約または実習契約を締結するかまたはこれらに基づいて働く人物、および、(b) 

買取選択権付賃貸借協定書以外の契約に基づいて有償で「賃貸される」車両を賃借した人物

も労働者の定義に含まれると規定されている。労働省が行った告示（No.1/2005）によると、

単純労働者ではなく、その賃金が毎月 40,000 チャットを超える被雇用者は、「労働者」

（workman）の定義には含まれない。前記の定義には例外があり、一部の農業労働者

（agricultural workers）等は「労働者」（workman）の定義には含まれない。ある労働者が

その雇用に起因するかまたはその過程で傷害を負った場合、その雇用主は、「1923 年労働者

災害補償法」の規定に従って補償金を支払う義務がある。ただし、その傷害が、(a) 当該労

働者が飲酒または薬物による影響を受けていたか、(b) 労働者の安全のために明示的に通知

されている命令または規則を、当該労働者が意識的に無視したか、あるいは、(c) 当該労働

者が、労働者の安全確保のために供給されているものであることを認識しながら、その安全

装置または器具を意識的に使用しなかったことに直接起因して発生したものである場合には、

雇用主は補償金を支払う義務はない。雇用主は、「1923 年労働者災害補償法」の規定に従っ

て補償金を支払う義務がある。補償金は、傷害に関する一般的な分類―(a) 一時払い死亡給

付金、(b) 永久完全障害給付金、(c) 永久部分障害給付金、および、(d) 休業給付金―に従

って、支払う必要がある。雇用主は、一定の義務を履行しなければならない。たとえば、こ

の義務には次のものが含まれる。(a) 一部の種類の雇用主は、その事業所内に、労働者が発

生した傷害を雇用主に報告できる「通知簿」を設置することが義務付けられている。(b) 労

働者の死亡事故が雇用に起因するかまたはその過程で発生したものである場合には、雇用主

は、当該労働者の死亡に関する労働局審議官（Commissioner）による質問事項に関して 30 日

以内に回答しなければならない。(c) 雇用主は、労働者が死亡してから 7 日以内に、死亡事

故が発生した状況を明記した報告書を労働局審議官に提出しなければならない。(d) 雇用主

は、前年に補償金を支払った傷害発生件数、および、（要求された場合には）その明細を明

記した報告書を定期的に提出しなければならない。(e) 雇用主は、傷害を負った労働者との

間で締結した補償協定書を労働局審議官に提出し、登録しなければならない。「1923 年労働

者災害補償法」の第 3 条(7)項の規定により、(a) 傷害に関して、労働者災害補償委員会

（committee for workmen’s compensation）に補償請求が行われたか、あるいは、(b) 

「1923 年労働者災害補償法」の規定に従って、傷害に対して補償金を支払うことについて労

働者と雇用主の間で合意が成立した場合には、労働者は、その傷害に関して裁判所対し、い

かなる損害賠償訴訟も起こすことはできない。 
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８． 環境規則および地域の鉱業規則 

 

８－１ 環境規則 

 

1994 年 12 月、ミャンマー連邦政府は、現在と将来の世代の利益のために天然資源を保全す

ることは国とそのすべての国民の責任であり、かつ、開発を行う場合でも常に環境保護を

優先すべきであるとの認識に基づいて、環境方針を採択した。さらに、1997 年には、有効な

環境管理システムを構築するための、「ミャンマー・アジェンダ 21」が策定された。これは、

将来の国家開発計画において環境配慮を行うための枠組みとして、また、国内の部門別・地

域別開発プログラムを推進するための枠組みとして機能させることを目的としたものである。 

 

ミャンマーには、特定の統一的な環境法というものは存在しない。しかし、環境保護に関連

する規定を有する現行法はいくつか存在する。 

 

さらに、ミャンマー投資委員会（MIC）は 1994 年 6 月に指令を公布した。MIC が発行した許

可書に基づいて操業している企業は、プロジェクト地域およびその周辺の環境保全、大気・

水域・土壌の汚染およびその他の環境劣化の抑制、ならびに、プロジェクト地域の環境を損

なわないような方法で廃棄物・水処理プラントを操業し、その他の処理手続きを実施するた

めに必要な対策を講じることに関して、この指令を遵守しなければならないというものであ

る。 

 

「ミャンマー鉱業法」と「ミャンマー鉱業規則」には、前述のとおり、環境保全対策等に関

する規定が存在する。「ミャンマー鉱業法」の第 13条(d)(e)項は、許可取得者に対し、「ミ

ャンマー鉱業規則」を遵守して、鉱山において要員と労働者の厚生、健康、衛生および規律

に関する計画を策定・実施し、かつ、鉱山の操業によって悪影響が発生する可能性がある場

合には環境保全対策を実施することを要求している。「ミャンマー鉱業規則」の第 105 項の

規定は、鉱物探査許可取得者または鉱物生産許可取得者に対し、(a) 鉱業省または鉱業省鉱

山局が認める方法で、坑内採鉱の過程で作られたせん孔、掘削孔および損傷した地表を埋め

戻して安全にする他、(b) 政府の管轄下の森林地帯または森林で覆われた土地において鉱物

の探査・生産のために樹木が伐採された場合には、林業省の許可を得て、植林するかまたは

補償金を支払うことを要求している。「ミャンマー鉱業規則」の第 106 項の規定は、鉱物生

産許可取得者またはマネージャーに対し、鉱物生産に起因する液体、廃棄物、尾鉱および煤

煙の処理過程で発生する周辺の水域、大気および土壌への汚染を抑止し、かつ、生物の安全

を確保する上で必要な検査を実施することを要求している。検査において生物にとって有毒

な物質が発見された場合には、化学的手段で毒性を低下させる必要がある。危険性がないこ

とが確実である場合に限り、恒常的に処分を行うことができる。したがって、鉱業部門で操

業を行う企業は、上記の規定・規則を厳格に遵守しなければならない。 

 

前述のとおり、現行のいくつかの法律も環境保護に関する規定を定めている。したがって、

必要性と関連性に応じて、これらの法律・規則の規定にも配慮しなければならない。ミャン

マー国内での事業と投資は、かかる法律・規則を遵守して行う必要がある。以下、関連性の

あるいくつかの現行法の例を示す。 
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• 1992年森林法（Forest Law, 1992） 

「1992 年森林法」の第 3 条では、政府の環境保全政策を策定・推進することが基本原則の 1

つとされている。同法の第 4 条に基づき、林業省は、環境を保全しつつ、林産物の収量を維

持するために、環境保全や生物多様性保全等のための保護林を指定することができる。さら

に同法の第 5条に基づき、林業省は、保護林以外にも、(a) 水域と土壌の保護、(b)乾燥地帯

の森林（dry-zone forests）の保全、(c) マングローブ樹林の保全、(d) 環境・生物多様性

の保全、および、(e) 林産物の持続可能な生産、を目的として、政府の承認を得て、政府が

管理する土地に制限を設けて、これを保護公有林に指定することができる。同法の規定に違

反した人物に対しては、懲役と罰金を科すことができる。たとえば、保護林への侵入、家畜

の放牧、家畜の保護林への侵入を認めること、土地の耕作、許可を得ずに保護林において土

地を整地すること、掘削または土地の原状の損壊、水路に損害を与えること、水中に毒物を

投棄すること、保護林の水中で化学物質または火薬を使用すること、ならびに、「1992 年森

林法」に基づいて公布された規則、手続き、命令、指令または告示の規定に対する違反は、

違法行為であると規定されている。これら禁止事項を遵守しなかった場合には、懲役と罰金

が科される。 

 

• 1909年堤防法（Embankment Act, 1909） 

「1909年堤防法」の第9条(1)項は、次のように規定している。 

「何れかの堤防に堤防管理官（embankment officer）が指名されている場合には、当該堤防

管理官の許可を得ずに次の行為を行った者には、6ヵ月以内の懲役、または、200チャット以

下の罰金、あるいは、この両方の罰則を科す。 

(a) 掘削、堤防の上部または堤防に沿ってボート、樹木、材木または竹を引っ張ること、あ

るいは、その他の方法によって、堤防に損害を与えること 

(b) 堤防に関連する作業を妨害し、その作業の有効性を完全にまたは著しく損なうこと 

(c) 堤防上に構造物、建築物または機械を組み立てるか、あるいは、パイプラインを敷設す

ること 

(d) 畜牛を放牧するか、または、管理下の（または所有している）畜牛が堤防に侵入するの

を容認すること 

(e) 堤防上に生育している樹木、低木または草を伐採すること 

(f) 堤防に連結されている排水管または人工水路に損害を与えること 

さらに、関係当局がこの点に関して定めた命令に反して堤防上を車両で走行するかまたは横

断させた場合、あるいは、許可を得ずに堤防を建設するか、保守するか、修復するかまたは

堤防に何らかの追加物を設置した場合にも、懲役または罰金が科される。 

 

• 1905年運河法（Canal Act, 1905） 

「1905 年運河法」の第 75 条は、次のものは違法行為であり、懲役および／または罰金を科

すと定めている。運河・排水路の損害、変更、拡張または妨害、運河・排水路への水の供給

量の増加または減少、運河・排水路からの水の流出量の増加または減少、河川・小川への水

の流出の妨害または変更により、運河・排水路の有効性を著しく損なうかまたは損なうこと、

運河・排水路における水の損失を防止するための適切な対策を講じないこと、運河・排水路

の水を無許可で使用すること、固定されている水位計の破壊または移動、運河・排水路の工

事現場、堤防または水路を動物に通過または横断させるか、車両で通過または横断するか、
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または、これらが通過または横断するのを黙認すること、動物を運河の堤防で放牧すること、

自らが所有するかまたは管理する動物が放牧されているのを黙認すること、および、同法の

規定に違反すること。 

 

• 2006年水資源・河川保全法（Conservation of Water Resources and Rivers Law, 2006） 

「2006 年水資源・河川保全法」の目的は、国民による有益な利用のために水資源・河川を保

全・保護すること、および、環境に対する負荷を軽減することである。この目的のため、同

法はいくつかの禁止事項を定めている。たとえば、同法の第 8 条、第 9 条、第 11 条、第 13

条、第14条、第22条および第24条により、以下の行為が禁止されている。 

- 水資源、河川および小川を破壊する行為または水路を変更する行為 

- 故意に水量を減少させること 

- 河川の導流壁を全面的または部分的に破壊すること、損害を与えること、または、これ

に船舶を衝突させること 

- エンジン・オイル、化学物質、有毒物質またはその他の物質を投棄して環境に損害を与

えること、あるいは、堤防から、または、航行中の船舶から、または、停泊・座礁・沈

没している船舶から火薬を投棄すること 

- 砂の吸引、砂の浚渫、砂の掘削、河川の砂利の吸引、砂金を得るために選鉱鍋を使用す

ること、水資源・河川改良局（Directorate of Water Resources and Improvement of 

River Systems）から許可を得ずに、河川・小川の境界、堤防の境界または川岸の境界で

金等の鉱物を得るために浚渫を行うこと、または、商業目的で何らかの資源の生産を行

うこと 

- 河川の導流壁を造成する工事のために留保されている砂州、河川・小川の中の禁止区域

または水路において、砂の吸引、砂の浚渫、砂の掘削、河川の砂利の吸引を行うこと、

砂金を得るために選鉱鍋を使用すること、金等の鉱物を得るために浚渫を行うこと、ま

たは、何らかの資源の生産を行うこと 

- 堤防または川岸において、営業目的で、砂、砂利またはその他の重量物質を堆積させる

こと 

- 水資源・河川改良局が水資源、河川および小川の保全のために指定した河川または小川

において、船舶航行条件に違反すること 

- 水資源・河川改良局が河川および小川の汚染を防止するため、かつ、これらの水路の変

化を防止するために定めた条件に違反すること 

 

同法の禁止規定に違反した者には懲役および罰金を科すことができる。 

 

• 1994 年野生生物保護・自然地域保全法（Protection of Wildlife and Conservation of 

Natural Areas Law, 1994） 

「1994 年野生生物保護・自然地域保全法」の第 35 条と第 36 条は、以下を違法行為とし、こ

れらの禁止規定に違反した者には懲役および罰金を科すことができると規定している。免許

を取得せずに狩猟を行うこと、狩猟免許の条件に違反すること、1 年を通じてまたは季節的

に保護されている野生動物を無許可で商業目的で肥育すること、自然地域において水域また

は大気を汚染するか、または、水路に損害を与えるかまたは水路に毒物を投棄すること、自
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然地域において汚染物質／鉱物の汚染物質を携行するかまたはこれらを投棄すること、ある

いは、自然地域の生態系または自然条件を破壊すること。 

 

• 1998 年文化遺産地域保護保全法（Protection and Preservation of Cultural Heritage 

Regions Law, 1998） 

「1998 年文化遺産地域保護保全法」の第 20 条は、文化遺産地域において以下を禁止してい

る。(a) 古代遺跡の破壊、(b) 古代遺跡の原形、原構造または当初の出来栄えを故意に変化

させること、(c) 古代遺物を探索するために発掘を行うこと、および、(d) 石油、天然ガス、

宝石または鉱物を探査すること。さらに、同法の第 21 条は、この法律に基づいて事前に許

可を得ていない場合には、文化遺産地域において以下を禁止している。(a) 古代遺跡の修

復・保守を行うこと、(b) 考古学目的の発掘を行うこと、(c) 道路、橋梁、灌漑用水路また

は堤防の建設、あるいは、これらの延伸、および、(d) 井戸、池、養魚池の掘削、あるいは、

これらの拡張。これらの他にも禁止行為がある。これらの禁止規定に違反した場合には懲役

および罰金が科される。 

 

• 1972年公衆衛生法（Public Health Law, 1972） 

「1972 年公衆衛生法」の第 3 条により、政府は、環境保護を目的として監督を行い、禁止事

項を定めることができる。公衆衛生および環境保護に関して布告された命令または指令に違

反した場合には、懲役および罰金が科される。 

 

• 1995 年伝染病予防管理法（Prevention and Control of Communicable Diseases Law, 

1995） 

「1995 年伝染病予防管理法」の第 8 条は、環境衛生に関して次のように規定している。伝染

病の発生を防止するため、かつ、発生した伝染病を効果的に沈静化させるため、国民は、関

連地域の保健担当官の監督の下で、次の環境衛生対策を講じる責任がある。(a) 屋内外また

は垣根の内外での衛生対策、(b) 井戸、池および排水設備に関する衛生対策、(c) ゴミの適

切な処理およびゴミの焼却処分、(d) 衛生的なトイレの設置・利用、および、(e) 必要なそ

の他の環境衛生対策。 

 

• 1881年航路障害物法（Obstructions in Fairways Act, 1881） 

「1881 年航路障害物法」の第 2 条は次のように規定している。ミャンマー連邦の港湾に至る

航路において、船舶が沈没するか、座礁するかまたは遺棄されるか、あるいは、漁業用の杭

または材木等が設置された場合には、元首は、これらの全部または一部を除去させることが

できる。同法の第 8 条により、元首は、ミャンマー連邦の港湾に至る航路において、漁業用

の杭の設置、隆起ないし隠れた障害になる可能性のあるようなバラスト、廃棄物またはその

他の物を投棄すること、あるいは、航行を妨害するかまたはこれに危険を及ぼす可能性のあ

るようなその他の行為を行うことを規制または禁止する権限がある。これらの規定に違反し

た場合には、懲役および／または罰金を科すことができる。 
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• 1905年ヤンゴン港湾法（Yangon Port Act, 1905） 

「1905 年ヤンゴン港湾法」の第 65 条により、ヤンゴン港湾局（Yangon Port Authority）は、

港湾／河川からの難破船の撤去、港湾／河川／河川の堤防の清掃、これらへの汚物・ゴミの

投棄の抑制、および、罰金の設定等に関する総合的な条例を定めることができる。 

 

• 1908年港湾法（Ports Act, 1908） 

「1908 年港湾法」もいくつかの禁止行為を定めている。たとえば、同法の第 21 条は、堆な

いし州を形成するか、あるいは、航行を妨害する可能性のあるようなバラスト、廃棄物また

はその他の物は港湾に投棄してはならないということ、および、石油または石油が混入され

た水は港湾に投棄してはならないと定めている。これらの禁止規定に違反した場合には罰金

が科される。 

 

• 2000年幹線道路法（Highways Law, 2000） 

「2000 年幹線道路法」の第 7条、第 8条および第 9条は、禁止行為を定めている。以下、禁

止行為の例をいくつか示す。これらの禁止規定に違反した者には、懲役および罰金を科すこ

とができる。 

- 幹線道路を横断して建造物を建設する 

- 幹線道路の境界内に建造物を建設するか、または、池を造成する 

- 建設省公共工事局（Public Works）から許可を得ずに、幹線道路の境界内で植林または

農作物の栽培を行うか、または、これらを伐採・廃棄する 

- 幹線道路に対する損害を抑止するために定められた禁止規定に違反する 

- 幹線道路の交通を妨害するかまたはこれに危険を及ぼす可能性があるような物質を故意

に放置する 

- 建設省公共工事局から許可を得ずに、幹線道路の境界内に広告板を設置する 

 

• 1964年自動車法（Motor Vehicles Law, 1964）および自動車規則 

「1964 年自動車法」の第 5 条は、すべての自動車は常にこれを運転する人物が効果的に制御

できるような方法で製造・整備されなければならないと規定している。同法第 6 条により、

自動車に機械的欠陥があるか、あるいは、自動車が同法第 5 条の規定または同法に基づいて

定められた「自動車規則」の規定を遵守していない場合には、登録当局はその自動車の登録

を拒否することができる。同法に基づき、包括的な規則を網羅した「自動車規則」が1989年

11 月に制定された。以下、その一例を示す。同規則の第 46(a)/(b)項は、車体およびエンジ

ンから発生する騒音は周辺環境に悪影響を与えてはならないとし、かつ、エンジンの騒音を

抑制するために自動車に消音器を設置しなければならないと定めている。排気消音器が騒音

を抑制できない場合には、中央登録局（Central Registering Authority）は登録を拒否する

ことができる。同規則の第 47 項に基づき、大気中に排気ガス・煙を排出する自動車に対し

ては、その登録を拒否することができる。同規則の第 48 項により、地表を汚染するエンジ

ン・オイルの漏出が止められない場合には、中央登録局はその自動車の登録を拒否すること

ができる。 
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• 1951年工場法（Factories Act, 1951） 

「1951 年工場法」は全 109 条で構成されている。同法の規定は、健康対策：工場を清潔で衛

生的な状態に維持すること、廃棄物・漏出物の除去、換気、寒暖調整、加湿等、に関する規

定を含む包括的なものである。同法の第 16 条は、工場内の従業員に危険を及ぼす恐れのあ

る微粒子、煤煙または蒸気が過度に放出される場合には、これらの煤煙または蒸気の吸入を

防止し、かつ、部屋の内部にこれらの煤煙または蒸気が蓄積するのを防止するために 善の

努力を行わなければならないと規定している。さらに、これらの煤煙、蒸気または廃棄物を

外部に放出するために開口部（排気口）を設置する必要がある場合には、その開口部（排気

口）は煤煙または蒸気の排出場所の近くに設置するものとし、これらの排出場所は可能な限

り閉鎖しておくものとする。 

 

• 1990年民間製造企業法（Private  Industrial Enterprise Law, 1990） 

「1990 年民間製造企業法」の第 3 条(f)項の規定に基づき、民間製造企業は、一定の基本的

原則、たとえば、環境を汚染させるような技術ノウハウの利用を回避する、または削減する

等に従って操業しなければならない。さらに、民間製造企業は、同法の第 11 条(d)項に規定

された基本的原則を遵守しなければならない。同法に基づいて設置された監督機関

（Supervisory Body）は、民間製造企業の監督・検査を実施する。同法の第 11 条(c)項によ

り、監督機関は、民間製造企業の登録許可に関してこれを推奨する際、次の要素を考慮する

権限および義務を有している。すなわち、民間製造企業の周辺住民の健康に有害にならない

かどうか、火災が発生する危険性がないかどうか、周辺環境に迷惑を及ぼさないかどうか、

汚染源にならないかどうか、民間製造企業の労働者の健康に有害にならないかどうか、危険

な事態が発生しないかどうか、および、現行法を遵守しているかどうかである。同法には、

違法行為ごとに罰則が明記されている。 

 

• 1884年爆発物法（Explosives Act, 1884） 

「1884 年爆発物法」の第 5 条により、元首は、爆発物または特定種類の爆発物の製造、保有、

使用、販売、輸送および輸入を規制または禁止する規則を制定することができる。これらの

規則の違反者には、罰金を科すことができる。同法の第 7 条により、元首は、何れかの場所、

車両または船舶で発見された爆発物を、差し押さえ、留置、除去、または、必要に応じて廃

棄する権限を係官に付与する規則を定めることができる。同法第 13 条により、同法または

同法に基づいて制定された規則に従って処罰されるべき行為を行ったと判断され、さらに、

その行為により、爆発物が製造または貯蔵された場所またはその周囲で、あるいは、鉄道、

港湾、車両、船舶またはボートで爆発または火災を引き起こす可能性がある場合には、違反

者を令状なしで逮捕することができる。 

 

• 1908年爆発性物質法（Explosive Substances Act, 1908） 

「1908 年爆発性物質法」の第 4 条は、次の行為には懲役および罰金を科すと規定している。

すなわち、違法に、しかも、悪意を持って、爆発性物質を使用して人命に危険を及ぼし、財

産に深刻な損害を与える可能性のある爆発をミャンマー国内で引き起こす目的で何らかの行

為を行うこと、あるいは、人命に危険を及ぼし、または財産に深刻な損害を与える可能性の

ある爆発をミャンマー国内で引き起こす目的で爆発性物質を作成、保有、または自らの管理

下に置くこと、あるいは、他の人物が人命に危険を及ぼし、財産に深刻な損害を与える可能
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性のある爆発をミャンマー国内で引き起こすことを可能にすることである。この場合、爆発

が実際に発生したか否か、あるいは、人間または財産に実際に損害が発生したか否かは問わ

ない。この外にも、違法行為ごとに罰則が定められている。 

 

• 1922年ヤンゴン市法（City of Yangon Municipal Act, 1922） 

「1922 年ヤンゴン市法」は全 241 条で構成されている。同法には、排水管の洗浄、汚水の処

分、建物の排水処理、清掃・洗浄、汚染の禁止、公衆衛生および安全対策等に関する規定が

定められている。ヤンゴン市発展評議会（Yangon City Development Committee）は、同法の

包括的な規定を実施している。 

 

• 1990年ヤンゴン市発展法（City of Yangon Development Law, 1990） 

「1990 年ヤンゴン市発展法」の第 7 条により、ヤンゴン市発展評議会は公衆衛生対策を実施

することができる。ヤンゴン市発展評議会が布告する命令または指令を遵守することは法律

で義務付けられている。 

 

• 環境および衛生に関するヤンゴン市発展評議会規則（Yangon City Development 

Committee Rules relating to Environmental and Sanitation） 

「1990 年ヤンゴン市発展法」の第 33 条(a)項によって付与された権限に基づき、ヤンゴン市

発展評議会は、1999 年 12 月、告示（No.10/99）により、「環境および衛生に関するヤンゴ

ン市発展評議会規則」を制定した。この規則には、環境保全、企業・工場・作業場の所有者

による大気、水域または土壌の汚染の抑制、および、ヤンゴン市発展評議会が布告した指令

の遵守等に関するものが含まれている。 

 

• 1992年マンダレー市発展法（City of Mandalay Development Law, 1992） 

「1992 年マンダレー市発展法」に基づいて設立されたマンダレー市発展評議会は、飲料水の

供給および公衆衛生に関する対策を実施し、かつ、疾病を予防するための対策および公衆衛

生対策を実施する義務を有している。 

 

• 1993年発展評議会法（Development Committees Law, 1993） 

「1993 年発展評議会法」の第 20 条により、同法に基づいて設立された発展評議会は、建物

または土地の所有者、あるいは、その居住者に対し、関連する法律、規則および条令に従っ

て、井戸、湖沼、排水および汚水に関して以下のことを行わなければならない。非衛生的な

井戸・湖沼・貯水タンク・貯水用容器の清掃、修理、埋立てまたはこれへの蓋の設置、工

場・作業場・建物等からの適切な排水を確保し、街路または公共の財産に損害を与えないよ

うにするための排水路または排水管の建設またはこれらの修理、工場・作業場・建物からの

適切な排水を確保するための地中の溝の修理または改良、ならびに、工場・作業場・建物等

において、貯水タンク、排水管および浄化槽を備えた水洗トイレを設置すること。同法は、

いくつかの禁止行為も定めている。これらの禁止規定に違反した場合には、懲役および罰金

が科される。 

 

要約すると、ミャンマーにおいて投資および／または事業を行う外国の投資家・企業は、ミ

ャンマーの関連法に従って、プロジェクト拠点とその周辺において、大気・水域・土壌への
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汚染およびその他の環境劣化の抑制、下水処理プラント・工場排水処理プラントの建設、そ

の他の汚染対策の実施ならびに衛生規則の遵守等を通じて環境保全を図る義務がある。 

 

８－２ 社会・地域規則 

 

社会・地域規則としては、1993 年 8 月、前記の「1993 年発展評議会法」の他に、「国境地

域・民族発展法」（Development of Border Areas and National Races Law）が施行された。

「国境地域・民族発展法」の目的は、国境地域の民族の経済的・社会的条件、道路、通信手

段の開発、民族の文化、文学、慣習の保護・保全、および、異なる民族間の友好関係を強化

することに置かれている。この法律の目的を実現するため、1989 年に「国境地域・民族中央

発展協議会」（Central Committee for the Development of Border Areas and National 

Races）が設立された。同協議会の任務は、法律に規定された目標の実施のための方針の策定、

辺境開発・民族省が策定し、「国境地域・民族発展作業部会」（Work Committee for the 

Development of Border Areas and National Races）に提出された短・長期マスタープランの

追認、これに関する指針の作成および同プランの実施、国境地域において直ちに実施すべき

開発工事の策定と実施、民族の文化、文学、慣習を保護するための対策の策定と実施、国境

地域における開発工事を恒久的に実施できるようにすることを目的とした、安全、治安、地

域の平和と静穏を維持するための対策の策定と実施、および、拡大すべき開発対象地域の決

定である。「国境地域・民族発展法」の主たる管轄省庁は辺境開発・民族省である。同省は、

作物栽培、畜産、家内工業を強化するための対策の策定、および、開発対象地域における医

療、復興を促進するための特別プロジェクトの策定と実施を始め、包括的な任務と権限を有

している。したがって、環境保護対策および社会・地域対策は、これらの法律の規定に従っ

て実施されている。 

 

８－３ 環境と社会の現状 

 

操業にあたっては環境保護・保全に関するそれぞれの現行法の規定を遵守しなければならな

い。これらの法律に基づく環境保全活動の中には、野生動物保護対策、たとえば、日本の自

然環境研究センターからの支援・協力およびミャンマーの森林局（Forest Department）から

の協力を得た「野生生物保護区域」（shwesettaw 野生生物保護区域等）の指定、英国の NGO

団体からの支援を得た「虎保護プログラム」の実施、ならびに、森林破壊からの保護も含ま

れる。また、NGO 団体であるフォレスト・リソース・エンバイロンメント・ディベロプメン

ト・アンド・コンサーベーション・アソシエーション（Forest Resource Environment 

Development and Conservation Association）（FREDA）は、日本の海外林業コンサルタンツ

協会の協力を得て、焼畑農業の増大、デルタ地帯のマングローブ樹林の農地への転換、およ

び、薪・木炭の生産を目的としたデルタ地帯のマングローブ樹林の過度の伐採による一部地

域における森林の減少を抑制することを目的として、社会経済調査を実施した。これに基づ

いて、同 NGO 団体は農村開発プロジェクトを作成した。さらに、同 NGO 団体は、農村住民の

所得を増やすため、雨季に作付けするアボカドとコーヒーの苗木を配布した。 
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８－４ NGOが鉱業に与える影響 

 

NGO は、その目的・目標を実施するために、ミャンマーの現行法に基づいて設立されなけれ

ばならない。環境保全に関しては、フォレスト・リソース・エンバイロンメント・ディベロ

プメント・アンド・コンサーベーション・アソシエーション（FREDA）という NGO 団体が存在

する。FREDA は、内務省から許可を得て、1996 年 1 月に設立された。FREDA の主目的は、森

林部門の開発、野生動物保護、自然環境および農村地域の厚生に関連するあらゆる形態の活

動を促進し、かつ、これらに参加することに置かれている。その詳細は以下に示すとおりで

ある。FREDA の構成メンバーは、森林局およびミャンマー木材公社（Myanma Timber 

Enterprise）の退職者、植物動物研究所（Botany and Zoology）を退職した元教授、農業・畜

産分野の専門家、地質学者、木材業者、映画監督、退役軍人、および、自然環境の保全に関

心のある人々である。具体的には、FREDAは次の目的・目標を有している。 

(a) ミャンマーにおける森林資源開発を促進する 

(b) 市場志向型経済政策に沿って、国際基準の林産物の効率的な製造と販売を支援する 

(c) 木材、薪および木炭等の林産物の持続可能な供給が可能になるよう、地域社会を育成、

組織する 

(d) 国際団体や民間企業から森林部門の開発のための支援・協力を受け、かつ、専門知識を

習得する 

(e) 森林資源の開発、野生生物、自然環境および農村地域に関する小規模なプロジェクトと

プログラムを実施する 

(f) 様々なシナリオに従って、森林部門の開発に関する評価、分析およびアドバイスを行う 

(g) 緑あふれる近代的国家を建設するための活動に積極的に参加する 

FREDA は、その目的・目標に従って、主に野生生物保護、虎の保護および森林破壊からの保

護等の活動を行っている。FREDA の他にも、内務省から許可を受けた NGO がいくつか存在し

ている。しかし、これらの NGO の大半は、鉱業とはほぼ関連性のない目的や任務を有してい

る。 
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別紙Ａ  ミャンマーの地図 
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別紙 B 

 

ミャンマーの農業部門の発展 

1988 年以前と以後（2006 年 12 月 31 日まで）の比較 

 

項目 単位 1988 年 
2006 年 

12 月 31 日 
増加 

土地資源 

- 耕作面積 

- 未利用・空閑地 

 

水供給 

- ダム、湖、貯水池、放水路 

- 完成分 

- 建設中 

- 受益面積 

 

河川揚水プロジェクト 

- 完成分 

- 建設中 

- 建設予定 

- 受益面積 

 

小川の堰き止め 

- 平均受益面積 

深堀井戸 

- 受益面積 

 

受益面積の合計 

 

二毛作面積 

 

水稲栽培 

- モンスーン水稲面積 

- エーカー当たりの収量 

- 夏季水稲面積 

- 総生産量 

- 地域の米自給率 

豆類 

 

100 万エーカー 

100 万エーカー 

 

 

個 

個 

個 

エーカー 

 

個 

個 

個 

個 

エーカー 

 

個 

エーカー 

個 

エーカー 

 

エーカー 

 

エーカー 

 

 

エーカー 

バスケット 

エーカー 

1,000 バスケット 

% 

エーカー 

23.8 

26.1 

138 

138 

- 

1336199 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1336199

 

3899178

11807160

56.4 

- 

630925 

 

1802961 

 

46.34 

16.4 

 

 

371 

331 

40 

3947349 

 

390 

298 

52 

40 

768935 

 

1100 

189165 

7544 

90542 

 

4995991 

 

16843889 

 

 

17037275 

72.01 

581898 

1031880 

152% 

9065880 

22.54 

耕作面積が増加 

233 

193 

40 

2611150 

 

390 

298 

52 

40 

768935 

 

1100 

189165 

7544 

90542 

 

3659792 

 

12944711 

 

5230115 

15.61 

581898 

400955 

152% 

7262919 



 

サトウキビ 

トウモロコシ 

ゴム 

油やし 

茶 

胡椒 

コーヒー 

 

食用油 

- 落花生 

- ゴマ 

- ヒマワリ 

- 辛子 

- ニガー種子 

アブラギリ（Physic nut） 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

 

 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

123227 

340645 

191916 

18493 

143746 

- 

33811 

1355211 

2994372 

523562 

43194 

95837 

2297 

369241 

795589 

726588 

197698 

209900 

93699 

49006 

 

 

 

1683035 

3370594 

1169800 

173802 

286097 

1471441 

246014 

454944 

534672 

179205 

66154 

93699 

15195 

327824 

376222 

646238 

130608 

190260 

1469144 
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別紙 C 

ミャンマーの畜産部門の発展 

1988 年以前と以後（2006 年 12 月 31 日まで）の比較 

 

項目 単位 1988 年 
2006 年 

12 月 31 日 
増加 

 
畜産 

- 水牛 

-畜牛 

-羊／山羊 

-豚 

-鶏 

-アヒル 

-七面鳥、ガチョウ、タイワンアヒル 

-ウズラ 

 

 
魚・エビの養殖 

- 魚養殖池 

- エビ養殖池 

 

ハチミツ生産 

-ミツバチの巣 

-ハチミツ生産量 

-受粉面積 

 

 

頭 

頭 

頭 

頭 

羽 

羽 

羽 

羽 

 

 

エーカー 

エーカー 

 
 

個 

ポンド 

エーカー 

 

 

2241000 

10079000 

1462000 

3112000 

32690000 

6191000 

847000 

- 

 
 
 

6300 

- 

 
 

3357 

96238 

98831 

 

 

2818000 

12541000 

2756000 

6736000 

102603000 

10651000 

1080000 

437000 

 
 
 

205292 

224591 

 
 

20362 

886955 

201910 

 

 

577000 

2462000 

1294000 

3624000 

69913000 

4460000 

233000 

437000 

 
 
 

198992 

224591 

 
 

17005 

790717 

103079 

 



 

別紙 D 

ミャンマーの林業部門の発展 

1988 年以前と以後（2006 年 12 月 31 日まで）の比較 

 

項目 単位 1988 年 
2006 年 

12 月 31 日 
増加 

 

保護林 

保護公有林 

自然地域 

 

森林の構成 

-特別チーク林 

-商業用の森林 

-村の森林 

-工業用の森林 

-流域の森林 

-Thitseint の森林 

 

地域社会による植林本数 

 

平方マイル 

平方マイル 

平方マイル 

 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー 

エーカー  

エーカー 

エーカー 

 

本 

38839 

- 

2073.93 

 
79115 

- 

42083 

16630 

13690 

6712 

- 

 

4.51 

 

47355 

13683.21 

10275.26 

 
1381791 

160000 

557578 

303624 

138995 

221594 

19250 

 

248.89 

 

8516 

13683.21 

8201.33 

 
1302676 

160000 

515495 

286994 

125305 

214882 

19250 

 

244.39 
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別紙 E 

 

 

ミャンマーのエネルギー部門の発展 

1988 年以前と以後（2006 年 12 月 31 日まで）の比較 

 

項目 単位 1988 年 
2006 年 

12 月 31 日 
増加 

 

- 油田（内陸） 

 

- 油田（沖合） 

- 天然ガス・パイプライン 

- 原油生産量 

- 天然ガス生産量 

- 圧縮天然ガス（CNG）ステーション 

- 原油精製量 

 

 

個 

 

個 

マイル 

バレル 

100 万立方メートル 

個 

100 万ガロン 

 

18 

- 

250.91 

6165641 

41913.97 

5 

156.46 

 

20 

 

3 

2183.62 

7663236 

429784.435 

25 

219.9 

2 

3 

1932.71 

1497595 

387870.460 

20 

63.44 
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別紙 F 

 

 

ミャンマーの工業部門の発展 

1988 年以前と以後（2006 年 12 月 31 日まで）の比較 

 

目 単位 1988 年 
2006 年 

12 月 31 日 
増加 

 

工業部門の内訳 

- 工業地区 

 -企業（Industries） 

- 民間企業（Private industries） 

- 家内工業（Cottage industries） 

国営企業 

 

 

個 

社 

社 

社 

社 

 

- 

- 

15357 

- 

624 

 

 

21 

9915 

43374 

8595 

799 

 

21 

9915 

28017 

8595 

175 
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別紙 G 

 

ミャンマーの電力部門の発展 

1988 年以前と以後（2006 年 12 月 31 日まで）の比較 

 

項目 単位 1988 年 
2006 年 

12 月 31 日 
増加 

電力消費量 

最大出力（Maximum load megawatt） 

発電能力（Generating power） 

 

電力供給 

- 完成済みプロジェクト 

- 大規模（10MW 超） 

- 中規模（1-10MW） 

- 小規模（1MW） 

- 建設中のプロジェクト 

 -大規模（10MW 超） 

 - 総発電能力（installed generator） 

 

その他の発電プラント 

- 複合サイクル発電プラント 

- 気力発電プラント 

- 天然ガス燃焼式発電プラント 

- 石炭燃焼式発電プラント 

- ディーゼル発電プラント 

 

 

- バイオガス発電プラント 

- 自家発電プラント 

- 太陽エネルギー発電プラント 

- 風力発電プラント 

100 万 

kWh 

MW 

 

 
個 

個 

個 

個 

個 

個 

MW 

 

 

個 

個 

個 

個 

個 

 

 

個 

個 

個 

個 

 

1517.570 

363.678 

701.423 

 

 

14 

2 

1 

11 

- 

- 

- 

 

 

- 

3 

8 

- 

588 

 

- 

- 

- 

- 

5296.891 

999.643 

1866.075 

 

 

49 

11 

10 

28 

17 

17 

10455.5 

 

 

4 

3 

11 

1 

503 

 

 

247 

6253 

35 

18 

 

3779.321 

635.965 

1164.652 

 

 

35 

9 

9 

17 

17 

17 

10455.5 

 

 

4 

- 

3 

1 

(-) 85 

（電力供給量は増加） 

 

47 

6253 

35 

18 
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別紙 H 

 

 

許可を受けた企業による外国投資（2007 年 3 月 31 日現在） 
 

(国・地域別) 
                                                                                               （単位：100 万米ドル） 

許可を受けた企業 
番号 国・地域 

数 許可金額 % 

1 タイ 57 7375.623 50.63 

2 英国* 50 1860.954 12.77 

3 シンガポール 70 1515.213 10.40 

4 マレーシア 33 660.747 4.54 

5 香港 31  504.218  3.46 

6 中国 27 475.443  3.26 

7 フランス 3  470.370  3.23 

8 米国 15 243.565  1.67 

9 インドネシア 12  241.497  1.66 

10 オランダ 5  238.835  1.64 

11 韓国 36  231.308  1.59 

12 日本 22 211.634  1.45 

13 フィリピン 2  146.667  1.01 

14 インド 4 82.575 0.57 

15 オーストラリア 14  82.080 0.57 

16 オーストリア 2 72.500 0.50 

17 カナダ 14 39.781 0.27 

18 ロシア連邦 1 33.000 0.23 

19 パナマ 1 29.101 0.20 

20 ドイツ 1  15.000 0.10 

21 デンマーク 1 13.370 0.09 

22 キプロス 1  5.250  0.04 

23 マカオ 2  4.400  0.03 

24 ベトナム 1 3.649 0.03 

25 スイス 1  3.382  0.02 

26 バングラデシュ 2  2.957  0.02 

27 イスラエル 1  2.400 0.02 

28 ブルネイ 1  2.040  0.01 

29 スリランカ 1  1.000  0.01 

  合計 l 411 14568.559 100.00  
* 英領バージン諸島、バーミューダ諸島およびケイマン諸島に設立されている企業を含む。 

 



 

別紙 I 

 
 

許可を受けた企業による外国投資（2007 年 3 月 31 日現在） 

 

（部門別） 

                                                                                                     （単位：100 万米ドル） 

許可を受けた企業 番

号 
部門 

数 許可金額 % 

1 電力 2 6311.222 43.32 

2 石油・天然ガス 82 3106.478 21.32 

3 製造 152 1610.408 11.05 

4 不動産 19 1056.453 7.25 

5 ホテル・観光 43 1034.561 7.10 

6 鉱業 58 534.890 3.67 

7 運輸・通信 16 313.272 2.15 

8 畜産・漁業 24 312.358 2.14 

9 工業団地 3 193.113 1.33 

10 建設 2 37.767 0.26 

11 農業 4 34.351 0.24 

12 その他のサービス 6 23.686 0.16 

 合計 411 14568.559 100.00 
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別紙Ｊ ラオスの鉱物資源分布 

別紙 K 
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別紙Ｋ 

 

ミャンマーの鉱区権（Mining Tenements） 

事業内容  鉱物調査 鉱物探査 鉱物生産（大規模） 鉱物生産（小規模） 

鉱区権 鉱物調査許可 鉱物探査許可 

 

大規模鉱物生産許可 

 

小規模鉱物生産許可 

許可の内

容 

指定された条件

に従って、4,200 

km2 を超えない調

査区域において

調査活動を実施

する独占的権利 

3,150 km2 を超えない

指定区域において探

査活動を実施する独

占的権利 

指定区域において採

鉱を行う独占的権利 

 

指定区域において採

鉱を行う独占的権利 

 

許可書の

有効期限 

有効期間は 1 年

以下。ただし、12

ヵ月間を限度とし

て延長可能。 

 

有効期間は 3 年以

下。ただし、2 度、延長

可能（それぞれ 1 年以

上）。 

有効期間は 25 年以

下。ただし、1 回につき

5 年以内の延長が可

能。 

有効期間は 5 年以

下。ただし、4 度、延長

可能（1 年以内）。 
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