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ミャンマー 
 

主要データ 

国名(英名) ミャンマー連邦(Union of Myanmar) 

面積(km2) 678,500 

海岸線延長(km) 1,930 

人口(百万人) 47.8(2008 年 7 月推定) 

人口密度(人/km2) 70.4 

GDP(10 億 US$) 91.1(2007 年) 

一人当り GDP(US$) 1,900 

一人当り銅使用量(kg/人) N/A 

主要鉱産物：鉱石(t) 銅:14.7、鉛:2.0、亜鉛:0.1、錫:1.0、タングステン:35(t) 

主要鉱産物：地金(千 t) 銅:14.7、鉛:0.5 

鉱業管轄官庁 鉱山省(Ministry of Mines, Myanmar:MMM) 

鉱業関連政府機関 
鉱山局(Department of Mines:DOM) 
地 質 調 査 鉱 物 探 鉱 局 (Department of Geology Survey & Mineral 
Exploration:DGSE) 

鉱業法  

ロイヤルティ N/A 

外資法 外国投資法（1988 年 2 月） 

環境規制法 (環境影響調査制
度、環境・排出基準の有無等)

N/A 

鉱業公社 

第 1 鉱山公社 ME1(No.1 Mining Enterprise:ME1) 
第 2 鉱山公社 ME2(No.2 Mining Enterprise:ME2) 
第 3 鉱山公社 ME3(No.3 Mining Enterprise:ME3) 
ミャンマー宝石公社 
ミャンマー真珠公社 
ミャンマー塩･海洋化合物公社 

鉱業活動中の民間企業 Ivanhoe 

近年の鉱業関連問題 (資源
ナショナリズム、労働争議、
環境問題等) 

N/A 

2007 年のトピックス 

2007 年、欧米諸国の鉱山企業として唯一ミャンマーへ鉱業投資していた
Ivanhoe は、Monywa 銅鉱山を含む全事業資産を第三者の信託機関に預け入
れ、同国から完全に撤退した。 
8 月上旬、政府による燃料統制価格の突然の値上げに抗議して、ミャンマ
ー全土で僧侶や学生による値上げ反対運動や民主活動家による反政権運
動が頻繁に発生し、国軍による僧侶、市民への武力弾圧が顕在化、表面化
した。 

 

1.鉱業一般概況 

非鉄金属状況については、情報開示がほとん

どなく不明である。2007 年の主な政治情勢は次

のとおり。 

3 月 27 日、政府は Nay Pyi Taw で国軍記念日

式典を開催し、政府機能の完全移転を内外にア

ピールした。7 月 18 日、1993 年から始まった国

民会議の最終会期が始まった。国民議会は、2003

年8月30日に政府が発表した民主化ロードマッ

プ(①新憲法の基本原則を議論する国民会議の

再開、②憲法の基本原則の取りまとめ、③憲法

の起草、④憲法の草案の可否を問う国民投票、
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⑤新憲法下における議会選挙、⑥議会の召集、

⑦新政権の樹立)を受け、憲法の基本原則を審議

するために組織された機関で、2007年 9月 3日、

14 年間に及ぶ審議を終了し、次の基本方針を策

定し閉会した。 

ミャンマーは、複数政党制の下で国家元首と

して大統領を任命し、軍が国政の指導的役割を

担う。正副大統領は 3 名とし、そのうち一人を

軍から選出する。国会は、二院制で議席数は 664

議席、うち 4 分の 1 の議席は軍人が当たる。立

法・司法の地方分権化を促進する。政府は、憲

法起草委員会を設置し憲法草案を作成する。

2008 年 5 月、国民投票を実施し憲法の是非を問

う。新憲法の下で議会選挙を実施し新政権を樹

立する、という内容になっている。 

社会情勢では、2007 年 8 月上旬、政府は、世

界的な原油価格の高騰を受けてディーゼル重油、

燃料油、天然ガスの公定価格の値上げを行い、

ミャンマー全土で燃料値上げに反対する僧侶や

学生によるデモが各地で発生した。8 月 22 日、

政府は、デモを計画・主導したとして有力な反

体制活動家 13 人を逮捕した。逮捕者の中には、

最大野党、国民民主連盟(National League for 

Democracy)書記長アウン・サン・スー・チー女

史(Aung Sang Suu Kyi)(ノーベル平和賞受賞)

に並ぶ知名度をもつ民主化運動家のミン・コ

ウ・ナイン氏(Min Ko Naing)が含まれていた。9

月 18 日、Yangon で数百人の僧侶による最大規

模の反政権デモが発生した。9 月 26 日、軍事政

権・国家発展平和評議会(SPDC: State Peace and 

Development Council)は、僧侶らのデモに対し

威嚇射撃、催涙ガスの発砲など武力による沈静

化を図った。同日、国連安保理は、緊急の非公

式会合を開催し、事態への懸念を表明する非公

式声明を発表した。9 月 27 日、日本人ジャーナ

リストが国軍の兵士により至近距離で射殺され

る事件が発生。9 月 29 日、イブラヒム・ガンバ

リ(Ibrahim Gambari)国連事務総長特別顧問は、

ミャンマー入りし政権幹部と面談し、翌日、ア

ウン・サン・スー・チー女史と面会し対話によ

る問題解決を求めた。2007 年、ミャンマーは、

燃料の統制価格の値上げを契機に緩やかな民主

化容認政策から国軍による民衆弾圧へと劇的に

変化した。 

 

2.鉱業政策の主な動き 

MMM(鉱山省：Ministry of Mines, Myanmar)

は、第 1 回日本－ミャンマー官民合同フォーラ

ムにおいて同国における鉱物資源開発に関する

鉱業投資のガイドラインを提示した。同ガイド

ラインは以下のとおり。 

(1) ミャンマーで鉱物資源開発を申請する場合、

投資家は地域名と投資計画を記した書面を

MMM(住所：No19, Nay Pyi Daw)宛てに FAX す

る。FAX 番号は次の通り。 

095-67-409009 

095-67-409373 

(2) MMM は、申請内容を確認し、所管する国営

鉱山公社の担当者と投資家のための会合をセ

ットする。 

(3) 投資家が現地調査を希望する場合、必要な

調整を行う。 

(4) 投資家は、ミャンマーへの投資を決定した

場合は、MMM に詳細な提案書を提出する。 

(5) MMM は、提出された提案書を綿密に調査し

交渉を開始する。 

(6) 両者が基本事項に合意すると投資家は契約

書のドラフトを作成し、それを基づきさらに

交渉を進展させる。 

(7) 両者が合意した事項は契約書に記載される。 

(8) 契約書は、法律事務所(Attorney General’s 

Office)へ提出し、法令審査を行う。 

(9) 申請地域が森林地域に該当する場合、森林

局(Department of Forest)との協議が必要に

なる。 

(10) 法令審査の結果、契約が妥当と認められた

後、投資家は下記書類を添えて様式 1 に従っ

て、予想利益、減益期間、キャッシュフロー

などを示した計画書をミャンマー投資委員会

(Myamar Investment Commission)へ提出しな

ければならない。 

① 会社定款、会計監査報告、財政計画書 

② 新規雇用規模、雇用配置計画、雇用賃金

計画書、 

③ 国家歳入貢献試算書 

④ 内部収益率、収益開始予定期間 

(11) 鉱業投資が計画書に基づき合弁有限会社

を設立しなければならない場合、定款、提携

条件などを併せて提出しなければならない。 

(12) 国営鉱山公社は、これら申請書類が投資委
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員会に提出された後、意見書を提出すること

になっている。 

(13) 投資委員会は、プロジェクトの可否を決定

する。投資ライセンスを発行する場合、契約

書を書名交換し、合弁会社を設立する。合弁

会社が有限会社の場合、投資会社管理部

(Department of Company Administration 

Directorate of Investment and Company 

Administration)に定款、提携条件書を提出し

なければならない。国家計画経済省(Ministry 

of National Planning and Economic 

Development)が会社登録証を発行する。 

(14) 貿易許可は申請が必要である。投資家は、

これらの手続きを実施後、作業に着手できる。 

(15) 投資委員会は優遇措置の取り扱いを通知

する。 

(16) 投資家は、作業の着手日を届けなければな

らない。 

 

なお、JETRO J ファイルによれば、天然ガス・

石油の採掘・販売、金属の採掘・精錬・輸出は、

民間の参入が制限される規制対象業種で、国営

鉱山公社との合弁の場合は外資比率最大 50％

までとなっている。個人との合弁も認められて

いる。ただし、いずれの場合も外資は総資本の

35％以上でなければならない。なお、合弁相手

が民間企業の場合はミャンマー会社法(The 

Myanmar Companies Act)に基づき、また国営企

業の場合は特別会社法(The Special Company 

Act 1950)に基づき設立される。パートナーシッ

プは、外国企業が合弁契約に基づき企業形態を

取らずに行う合弁事業で、無限責任を負う。天

然ガス・石油・鉱物資源の開発でミャンマー国

営企業と生産分与契約を結ぶケースが代表例で、

開発品は契約上の割合で分与される。外国人、

外国法人は土地所有ができず、不動産移転規制

法によるリース(10〜30 年間、ただし 50 年まで

延長可能。5,000 エーカーを限度)契約により土

地使用権を得る。原則としてすべての土地は国

有地であり、10〜30 年のリース形態で取引され

る(再延長可能)。外国人は土地使用権を取得し、

工場・事務所を建設することができる。 

 

3.主要鉱産物の生産・輸入・消費・輸出動向 

中央統計局発行の STATISTICS YEARBOOK 

2004(同国最新統計資料)によれば、2003 年末の

金属鉱山は 333 ヶ所で、Kachine 省 31 ヶ所、

Kayah 省 8 ヶ所、Kayin 省 1 ヶ所、Sagaing 管区

21 ヶ所、Tanintharyi 管区 13 ヶ所、Bago 管区 3

ヶ所、Mandalay 管区 224 ヶ所、Mon 省 11 ヶ所、

Shan 省 21 ヶ所となっている。2003 年の鉱山従

業員数は 2 万 2,116 人(男性：1 万 7,033 人、女

性：5,083 人)で、坑内掘り鉱山は 3,329 人(男

性：3,329 人)、露天掘鉱山(Open Working)8,540

人(男性：7,672 人、女性：868 人)、地表鉱業は

1 万 247 人(男性：6,032 人、女性：4,215 人)と

なっている。 

 

 

(1) 生産量 

2006年 2007年 増減（％）
銅鉱石（千ｔ） 19.5 14.7 -24.62
銅地金（千ｔ） 19.5 14.7 -24.62
鉛鉱石（千ｔ） 2.0 2.0 0.80
鉛地金（千ｔ） 0.5 0.5 -1.60
錫鉱石（千ｔ） 1.0 1.0 -4.00
タングステン鉱石（ｔ） 35.0 35.0 0.00
亜鉛鉱石（千ｔ） 0.1  0.1 -4.00  

                出典：World Metal Statistics 2008 

(2) 我が国への輸入量 

2006 2007 増減（％）
銅地金（千ｔ） － 699 －  

出典：貿易統計 2007.12 
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4.鉱山会社活動状況 

MMM は DOM(鉱山局：Department of Mines)及

び DGSE(地質調査鉱物探鉱局：Department of 

Geology Survey & Mineral Exploration)の 2

局と、6 社(ME1、ME2、ME3、貴石、塩海洋化学、

真珠)の国営鉱山会社から構成される。DGSE は、

各地で組織的な地質調査と探鉱を行い、国土の

約 85％(2004 年末現在)の地質図を作成してい

る。中国の国際科学技術協力局(International 

Scientific and Technological Cooperation 

Department)と鉛一亜鉛一銀、銅、および金の鉱

床の共同探査について合意を結び、ミャンマー

北部の金、その他鉱物の鉱床の調査を行ってい

る。また政府の方針に応じて石炭発電所の導入

を進めるため、ミャンマー中央部の石炭および

亜炭の探査を継続して行っている。 

ME1 は、銅、鉛、亜鉛、銀の生産、製錬、精

錬、市場販売を管轄している。ME2 は、金・錫・

タングステンのほか戦略希少金属の前記鉱業事

業を管轄している。ME3 は、鉄、鋼鉄、石炭、

亜炭、アンチモン、クロム鉄鉱、ニッケル、そ

の他、産業用鉱物を担当している。 

 

(1) ME1(No.1 Mining Enterprise) 

1951 年に設立の Burma Corporation Ltd が 1965

年 1 月 18 日に国有化され、People’s Bawdwin 

Industryに変わり、2回の社名変更ののち、1989年

5月1日に現在のNE1 になる。 

Shan 州 で Namtu Bawdwin 、 Bawsaing 、

Yadanatheingiの 3鉛亜鉛鉱山を保有している。

Mandalay の北東約 260km に位置する。Namtu 

Bawdwin 鉛亜鉛鉱山は、ミヤンマー最大の鉛・

亜鉛鉱山であり、露天掘りおよび坑内堀により、

精製鉛、精製銀、亜鉛精鉱の生産を行っている。

MEI は、亜鉛スラグを中国雲南省の精錬所に輸

出している。亜鉛スラグの販売によって外貨を

獲得している。MEI のその他の鉛一亜鉛鉱山 2

カ所の生産量は減少している。 

Monywa 鉱山は、 Myanmar Ivanhoe Copper 

Co.Ltdと ME1とが 50:50で折半出資する Mynmar 

JV Co が操業していた。中央西部 Sagaing 管区

Monywa 地域に位置し、Sabetaung、Kyisintaung

鉱体を主体にヒープリーチ・溶媒抽出電解採取

(SX-EW)法により銅カソードを生産している。 

 

(2) ME2(No.2 Mining Enterprise) 

1972 年 3 月 15 日、Mineral Development 

Corporation か ら 独 立 す る 形 で Myanmar 

Tin-Tungusten Corporation が発足した。その

後、1976年 4月1日に No2 Mining Corporation

に改名され、1989 年 5 月 1 日に ME2 になる。同

社は、Kyaukpahto 金鉱山を主力とし、Mawchi

鉱山を操業している。その他、地場企業との合

弁で、Phayangtaung、Thayetkhon、Shwegyin、

Hermyingyi、 Pagaye、Kanbauk、Theindraw、

Bokepyin、Mailwan 鉱山を保有する。外資との

合弁事業はーつで、タイの Myanmar Pongpipat 

Co Ltd と Heinda 錫鉱山を運営している。 

 

(3) ME3(No.3 Mining Enterprise) 

1972 年、Industrial Mineral Corporation

が設立され、2 回の社名変更ののち、1989 年 4

月 1 日から NE3 になる。現在、Pyin-Oo-Lwin

鉄鋼所、2 ヶ所の石炭鉱山(Kalewa、Namma)、6

ヶ所の工業原料鉱物鉱山などを保有する。これ

らの生産量は減少してきており、実績は低迷し

ている。石炭と亜炭の開発は重視されているが、

外国はほとんど関心を示していない。 

同社は、China Non-Ferrous Metal Mining and 

Construction Co.,Ltd.との間で、Mandalay 北方

約 200km の Tagaung Taung 地区におけるニッケル

の探査・FS 実施に係る協定を締結した。埋蔵鉱量

3,000万 t(Ni品位：1.19％)あるいは 8000万 t(Ni

品位:0.53～1.0％)が見込まれている。 

 

(4) Ivanhoe 

2006 年 10 月 18 日、Ivanhoe は、モンゴル Oyu 

Tolgoi 鉱山の開発を推進するため Rio Tinto の

意向を受けてミャンマーからの撤退を表明し、

Monywa 銅プロジェクトを含むすべての事業資

産を第三者へ売却することを決定した。2007 年

2 月 27 日、Ivanhoe は、すべての事業資産を独

立した信託機関に預け入れると発表。10月 3日、

Ivanhoe は、社員の撤退を完了し事業資産は信

託基金へ預け入れし、ミャンマーにおける鉱山

活動からいかなる収入も得ていないと発表した。

信託機関が発行した無担保約束手形は、現在、

Ivanhoe の子会社が保管している。Ivanhoe は、

資産の売却に関し最低価格(reserve price)を

信託機関に提示しているが、同社の利害に関係
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するとして公表は行っていない。事業資産が売

却できない場合、Ivanhoe はその損失を通常の

財務処理により処理する予定である。Ivanhoe

による Monywa 銅プロジェクトへの投資額は 1

億 US$以上にのぼるが、資金回収には至らず利

益をもたらすものとはならなかった。Monywa 銅

鉱山を操業、運営する JV 会社(MICCL：Myamar 

Ivanhoe Copper Corporation Lmited)は、ほぼ

9 年間、無配の状況であった。2007 年第 1 四半

期、Ivanhoe は Monywa 銅鉱山の配当金として

1,500 万 US$の収益を上げている。法律上、

Ivanhoeは、Monywa鉱山の権益 50％を所有する。

2007 年の配当金は、信託基金が受領し、信託機

関へ Ivanhoe の資産を販売するため信託機関に

よって発行された約束手形の額面を 6,600 万

US$まで削減するため使用されることになって

いる。2007 年 8 月 10 日、配当金の受領を公表

した。 

 

5.鉱山・製錬所状況 

(1) Monywa 鉱山 

同鉱山は中央西部Sagaing管区Monywa市の西

5km、Chidwin 川右岸に位置する。Mandalay から

は約 110km 西に当たり首都 Yangon からは車で

832km を要する。同鉱山は Sabetaung〔S〕(埋蔵

鉱量 5,700 万 t、銅品位 0.39％)、Kyisintaung

〔K〕(埋蔵鉱量 1 億 9,100 万 t、銅品位 0.36％)

と Letpadaung 鉱床(埋蔵鉱量 8 億 300 万 t、銅

品位 0.43％)の 3 鉱床からなる。S 鉱床と K 鉱床

は隣接しているため、S&K 鉱山として最初に開

発された。Letpadaung 鉱床は、S＆K 鉱山から南

東 7 km に位置するため、第 2 次拡張計画となっ

ている。S&K 鉱山は 1997 年 9 月から建設が始ま

り、銅カソードの初生産は1998年1月であった。

建設コストは総額 1 億 5,000 万 US$、そのうち

9,000 万 US$を丸紅 UK、日商岩井ヨーロッパが

融資した。建設の完了は 1999 年 8 月であった。

同鉱山はヒープリーチ・溶媒抽出電解採取

(SX-EW)法により、銅カソードを生産している。

銅カソードの年間生産能力は、3 万 9,000t とな

っている。2006 年の生産量は、前年比 43％減の

19,544t であった。 

 

2005年 2006年 増減（％）
銅カソード生産量（ｔ） 34,478 19,544 -43.31  

 

Monywa 鉱山における Letpadaung 鉱体の開発

(銅カソード 5 万～12 万 5,000t)計画は、資金調

達が難しいため、S&K 鉱山のキャッシュフロー

を利用して開発できる規模、電力供給策などの

検討を GRD Minproc 社を使用し進めている。 

 

(2) Kyaukpahtoe 金鉱山 

Sagaing 管区 Kawlin の東、Banbwegon 村近く

に位置する露天掘り鉱山である。1980 年に豪州

企業が実現性調査を行い、1993 年には開発が開

始されている。 

 

(3) Bawdwin 鉛亜鉛鉱山 

中国国境から約 100km に位置する。露天及び

坑内掘り鉱山である。露天採掘により生産され

た酸化鉱は、Bawdwin 選鉱場(処理能力 1000t/

日)で、坑内堀の硫化鉱は、Namtu 選鉱場(同

500t/日)で処理されている。生産された鉛精鉱

は Namtu 製錬所において処理される。近年、中

国雲南省から製錬設備を購入し生産能力の改善

を図ったと言われる。生産は、鉛 2,500t/年程

度が目標となっている。 

同鉱山の生産開始は小規模ながら 12 世紀に

遡るが、1911 年鉛製錬所が建設され、戦前は東

洋一の鉱山といわれた。1965 年国有化された。 

 

(4) Yadanatheingin 鉛亜鉛鉱山 

Maymyo の北東 80Km に位置する。方鉛鉱物を

生産している。埋蔵鉱物は11万t、鉛品位3.9％、

亜鉛品位 1.13％と推定される。 

 

 (5) Heinda 錫鉱山 

Tanintharyi管区 Daweiから東約 45kmに位置

する。1999 年 7 月、ME2 とタイ企業 Myanmar 

Pongpipat Ltd が鉱産物分配契約(PSC)を締結し、

2 基の比重選鉱設備(生産能力 1,500 t/年)を設

置し、錫精鉱(錫品位 72％)の生産を行っている。

2003-2004 年の錫精鉱生産量は 415t。 2004 年

-2006年度の 9月累計は171tで生産量は減少し

つつある。 
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(6) Tagaung Taung ニッケル鉱開発 

中 国 Non-Ferrous Metal Mining & 

Construction Co. Ltd(CNMC)は 2004 年 7 月、ME3

と Tagaung Taung ニッケルプロジェクトに関す

る実現性調査を共同で実施することに合意した。

Tagaung Taung 地域は、中国雲南省 Liangjiang

から 120km に位置する Thabeikkyin(Mandalay

地区)にあり、 Ayeyarwady 川から数 km のとこ

ろにある。露天掘り鉱山の立地条件を備えてい

る。CNMC は政府より 5 億 US＄を投資する条件で

面積 40km2 の開発権を取得している。鉱山計画

によれば年産3万tのプラントを計画している。

埋蔵鉱量 3,000 万 t(サプロライト鉱 Ni 品位：

1.19％)および 8,000 万 t(リモナイト鉱 Ni 品

位:0.53～1.0％)が見込まれている。電力省

(Ministry of Electricity)は、Shan 州北部の

Nam Khan 町で、400MW 規模の Shweli Hydel 水力

発電所プロジェクトを手掛け、このうち 100MW

が Tagaung Taung 用の電力として供給されるこ

とになっている。すでに鉱山に電気を供給する

ための 230kV の送電線が敷設されている。電力

の供給は 2005 年から開始されている模様。

Tagaung Taung では、ケイ酸ニッケル鉱に関連

して、クロム鉄鉱も埋蔵が確認されている。ME3

は、1986～91 年の間に約 20,000t のクロム鉄鉱

を生産し、1990年代後半には13,000t生産した。

ME3 はまた、採鉱した約 500t/年のクロム鉄鉱を

No.1 プラントに送り、クロム鉄を生産している。

 

出典：金属鉱業事業団 1996 
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6.我が国との関係 

2007 年 7 月 24 日、日本側から大使館、経済

産業省、JETRO、JICA、在ヤンゴン企業が参加し、

首都 Nay Pyi Taw において、ミャンマーで初め

てとなる日－ミャンマー官民合同フォーラムを

開催した。日本側は投資上懸念される阻害要因

の改善を要望するとともに、ミャンマー政府か

らは、石油天然ガスの開発状況及び鉱物資源開

発に係る投資ガイドラインの説明があった。定

期的な開催が期待されている。 

 

7.その他のトッピクス 

(1) 2007年 6月 8日、新首都 Nay Pyi Tawの Royal 

Kumudra Hotelにおいて MMMが事務局を務める第

1回 ASEAN+3鉱物協力協議会合が開催された。

この会合は、ASEAN 鉱物高級事務レベル会合

である ASOMM と日本、韓国及び中国の 3 か国

(＋3)により開催される初めての会合であっ

た こ と か ら 、 正 式 名 称 は ASOMM ＋ 3 

Consultations と呼ばれる。会合は、ミャン

マー鉱山省のThan Myint鉱山局長の議長の下、

ASEAN 加盟のインドネシア、マレーシア、フ

ィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ・

ダルサラーム、ベトナム、ラオス、ミャンマ

ー、カンボジアの 10 か国に加え、日本、韓国

及び中国の 3 か国を加えた 13 か国が参加し、

各国の鉱業を所管する省庁高官及び ASEAN 事

務局関係者が出席した。 

(2008.9.29/ジャカルタ事務所 池田 肇)

 

 




