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はじめに 

現在、ミャンマー連邦共和国は「東南アジアの残されたフロンティアマーケット」と

して世界中から注目を浴びている。2000 年初頭以降、欧米諸国は総選挙結果によらな

い軍事政権体制を継続する同国に対し経済制裁措置をとっていた。その後、2008 年憲

法に基づき 20 年ぶりの複数政党制民主主義制度に基づく選挙が 2010 年 11 月に実施さ

れた。これにより成立したテイン・セイン政権（2011 年 3 月～）は、民主化路線を進

め、諸外国は民主化の進捗を高く評価している。2012 年に米国は経済制裁措置を事実

上全面解除した。また、2014 年には ASEAN の議長国に就任することも決定しており、

国際社会への復帰に向け着実にステップを踏んでいる。 

同国は金属鉱物資源分野においても銅、鉛・亜鉛、錫、金・銀、鉄鉱石など多種多様

の鉱物資源ポテンシャルを持つ国である。GDPに占める鉱業の割合はまだ低いものの、

今後の投資が期待されている。 

本報告書は、世界の注目を集める同国の金属鉱物資源分野における投資環境を明確化

するため、JOGMEC ジャカルタ事務所が現地コンサルタントの協力を得て取りまとめ

たものである。 

本報告書がミャンマー連邦共和国で探鉱活動に携わる者及び今後の投資を検討する

関係各位の参考になれば幸甚である。 

平成 25 年 3 月 
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金属資源開発本部 金属企画調査部 
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I. ミャンマー連邦共和国の概要 

1.1. 一般情報 

ミャンマーは東南アジア地域に位置し、北緯 9 度 32 分と 28 度 31 分の間、そし

て東経 92 度 10 分と 101 度 11 分の間にある。ミャンマーは 7 つの州と 7 つの管区

から成る連邦国で、南はアンダマン海、西はベンガル湾が国境である。ミャンマー

の隣国は北と北東が中国、東がラオス、南東がタイ、そして西がインドとバングラ

デシュである。南北 1,275mi（2,051km）、東西 582mi（936km）に広がるミャンマー

の総面積は 261,228mi2（677,000km2）である。ミャンマーの国境線は約 5,200mi で

あるが、周辺諸国と接している国境線は 3,808mi である。隣国との国境線の長さは、

中国が 1,357mi、タイが 1,314mi、インドが 857mi、バングラデシュが 152mi、そし

てラオスが 128mi である。ミャンマーの海岸線は、北のナット川（Nat river）か

ら南のコータウン（Kawthoung）まで、1,385mi にわたって途切れなく続いている。

海岸から排他的経済水域（special economic zone）までの領海（territorial waters）

面積は、14,000mi2を超える。 

古来、ミャンマーには 100 を超える民族（national races）がおり、そのうちで

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）及びシャン（Shan）が主な民族として認められて

いる。2010 年の統計によれば、ミャンマーの人口は約 5,974 万人で、年率 1.84％

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

る。宗教については、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、仏教及びアニミズム

（精霊信仰）など、ミャンマーでは信仰の自由が認められており、様々な宗教が実

践されている。仏教徒が人口の 89.3％を占め、その他はキリスト教徒、イスラム教

徒、ヒンズー教徒あるいはアニミストである。宗教的な行事は大々的に行うことが

できる。 

ヤンゴンは 2005 年までミャンマーの行政首都だったが、その後、政府機関がヤ

ンゴンの北方約 240mi にあるピンマナ近郊の都市に移転した。この新行政首都は今

では「ネーピードー（Nay Pyi Taw）」と呼ばれている。行政省庁はすべてこの首都

に移転しており、行政に関する政府の職務はすべてここから遂行される。 

 

1.2. 地理 

ミャンマーはフランスと同程度の国土面積で、東部はタイ、ラオス及び中国と、

西部はインドと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が

ミャンマーの沿岸部に接している。ミャンマーの地理は、エーヤワイディ川の肥沃

な渓谷と複雑な山系が特徴である。ミャンマーは大きく三つの地域、すなわち、西

部山岳地域、中央平原地域、そして東部丘陵地域に分けることができる。チベット
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とヒマラヤ山脈に接する国境は国の西部である。ミャンマーの景観は、山岳地域及

び大小の河川が流れる盆地で構成されている。国で一番高い山は北端の西部山岳地

域にあって、カカボラジ山と呼ばれ、標高 5,881m である。もう一つの高山である

サラマイティ（Saramayti）山は 3,826m である。西部山岳地域はインドとミャンマー

の境界で、Rakhine Yoma 山脈が南北方向にミャンマーとインドを隔てている。中央

平原地域には、最大のデルタ地帯である有名なエーヤワイディ・デルタがあり、三

つの区域に分けることができる。すなわち、1 番目の区域は上部からマンダレーま

で、2番目の区域はマンダレーから Pyay まで、3番目の区域は、Pyay からデルタ地

帯までである。中央平原地域には Sittoung 盆地と Chindwin 盆地、及び Zeebyu 山

脈、Minwon 山脈、Hmankin 山脈及び Gangaw 山脈がある。Bago 山は中央に位置して

いる。東方には Shan 高原が広がり、標高が 1,000m 前後であるため、東方山脈とも

呼ばれている。Shan 高原には標高の高い山々も位置している。Thanlwin 川は Shan

高原を通って北から南の Taninthayi 海岸地帯まで流れている。Zawgyi 川、Myitnge

川及び Panlaung 川は Shan 高原が源であり、南部でエーヤワディ川に合流している。

ミャンマーの四大河川は、エーヤワディ川、チンドウィン川、サルウィン川及びシ

ッタン川である。エーヤワディ川は北から南まで約 1,600m を超える長さであり、

世界でも広く知られている河川の一つである。 

 

1.3. 地質と鉱床 

1.3.1 地質 

ミャンマーはインドシナ半島の東部に位置しており、大まかに次のような構造発

達史を持つ。すはわち、古生代前期に南半球にあったゴンドワナ大陸の一部が分裂、

ジュラ紀にかけて古テーチス海を北上し、やがて、分裂したブロックである

Indochina Block、South ChinaBlock および Sibumasu Block が再度合体した。その

西側では、白亜紀後期にインド・プレートが衝突し、Sibumasu Block の西側に褶曲

帯（West Burma）を形成した（図 1）。 
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図 1 南中国－インドチャイナーインド東部の地質構造区分 

（Carte and Clift, 2008） 

 

1970 年代に作成された地質構造区分図（Goossenes, 1974）によると、ミャンマー

の地質構造は図 2に示すように、西から東にかけて、Arakan Coastal Plain、Arakan 

Chain Ranges,、Central Belt、Northeastern Belt および Eastern Highlands に

区分されている。この区分は既述の地質構造発達史とほぼ合致している。Arakan 

Coastal Plain、Arakan Chain Ranges および Central Belt が West Burma に、

Northeastern Belt および Eastern Highlands が Sibumasu Belt に相当する。West 

Burma では西側からのインドプレートの沈み込みにより、Central Belt でカルクア

ルカリ岩系火成活動が起こり Monywa ポーフィリー銅鉱床を形成した。一方更に東

側の Sibumasu Block 中の Eastern Highlands ではイルメナイト系花崗岩が貫入し、

マレーシアから連続する錫ベルト（マレー錫ベルト）を形成し、Bawsaing 鉱床に代

表されるミシシッピー・バレー型鉛亜鉛鉱床が知られている。また Arakan Chain 

Ranges は付加体で、オフィオライトが発達する。オフィオライト中の超塩基性岩が

ラテライト化を受け Tagaung Taung や Mwetaung などのラテライト・ニッケル鉱床

を産する。またオフィオライト中の沈積岩には白金族元素鉱床が期待される。 

 

(1) Arakan Coastal Plain 

Arakan Cain Range のフリッシュ相の上位に不整合に重なる新生代の堆積盆

からなり、泥岩、砂岩、礫岩からなる。 

(2) Arakan Chin Ranges 

白亜紀から始新世のフリッシュ相が厚く堆積し、インド・プレート衝突に伴

う褶曲帯をなす。 
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(3) Central Zone 

先新第三紀の基盤を覆う前弧海盆堆積物および西側からのインドプレート

沈み込みに伴う島弧型（カルクアルカリ岩系）の流紋岩、斑岩が南北方向に

発達する。また白亜紀末の花崗岩類が北部に小規模に分布する。 

(4) Northeastern Belt 

Lasio 断層から北側の地帯で、先カンブリア時代の花崗岩類、超塩基性岩体

などから構成される。 

(5) Eastern Highlands 

先カンブリア時代の変成岩類、古生代から中生代の堆積岩類およびマレー半

島に続く花崗岩類からなる。 

 

1.3.2 鉱床 

主要な鉱床・鉱徴地リストを表 1に、位置を図 2に示す。 

 

表 1 主要鉱床・鉱徴地リスト 

番号 鉱床名 金属 

1 Mwetaung Ni 

2 Monywa Cu 

3 Dokhta Chaung  Cu 

4 Kyaukpahto Au 

5 Kwinthonze Au 

6 Bawdwin Pb, Zn 

7 Yadanathainigi Pb, Zn 

8 Phayaung Au 

9 Bawsaing Pb, Zn 

10 Lebyin Sb 

11 Mawchi W, Sn 

12 Ywa Gaing Goung Sb 

13 Natsan Sb 

14 Kanbauk W, Sn 

15 Hemyingyi W, Sn 

16 Heinda W, Sn 

17 Yadanabon W, Sn 

（番号：図 2中の位置） 
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図 2 ミャンマーの地質構造区分と主要鉱床・鉱徴地 
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(1) 銅 

Eastern Highlands の島弧型火山活動に伴って、銅鉱化作用が見られる。ポー

フィリー銅鉱床である Monywa は、南北系のマグマ弧と NNW-SSE 系の Lashio

断層の交錯部に発達する。これ以外に、Arakan Chain Belt のオフィオライ

トには火山性塊状硫化物鉱床が存在する。 

(2) 鉛・亜鉛 

オフィオライトに伴われる火山性塊状硫化物鉱床（Bawdwin）及びミシシッ

ピー・バレー型鉱床（Bawsaing）が知られている。 

(3) 金 

Central Zone中のカルクアルカリ岩系火山岩類には浅熱水性金鉱床が期待さ

れる。各地質体の境界にあたる断層にそって多くの金鉱徴が知られている。 

(4) 錫・タングステン 

Eastern Highland には、マレー半島から連続するイルメナイト系花崗岩が発

達し、多数の錫、タングステン鉱床（鉱脈鉱床、風化残留鉱床、漂砂鉱床が）

が知られている。 

(5) アンチモン 

錫・タングステン鉱床と同様に Eastern Highlands の古生代後期から中生代

前期の石灰岩や砕屑岩中に多数の鉱脈状アンチモン鉱床が知られている。 

(6) ニッケル 

Arakan Chin Ranges のオフィオライトを構成する超塩基性岩のラテライト化

に伴うラテライト・ニッケル鉱床が知られている。オフィオライト中にはポ

ディフォーム型クロム鉱床や白金族金属鉱床が期待される。ニッケル鉱徴の

主なものは次の通りである。 

• Tagaung Taung ニッケル鉱床 

Tagaung Taung ニッケル鉱床はマンダレーの北方約 200km に位置し、南北

に約 12km、東西に約 18km の幅で広がる。蛇紋岩化したハルツバージャイ

トとダナイトを母岩とするラテライト鉱床である。平均的化学組成は以下

の通りである：Ni - 2.02％、SiO2 - 42.00％、Al2O3 - 2.00％、Fe2O3 - 19.00％、

MgO - 19.00％、Cu2O3 - 1.00％、灼熱減量 - 13.00％。カットオフ品位 1.40％

で、資源量：4,000 万 t、品位：2.02％と推定されている。 

 

 

• Mwetaung ニッケル鉱床 

Mwetaung ニッケル鉱床は、Mandalay の北西 380km に位置する。蛇紋岩化

したかんらん岩のラテライト化したもので、平均的化学組成は Ni - 1.21％、

Fe - 3.70％、SiO2 - 46.42％、CaO - 0.77％、MgO - 26.76％、Al2O3 - 0.16％、

Cu - 29.99 ppm、Pb - 26.67 ppm、Co - 150.00 ppm である。10km の範囲

内に 6つの鉱体が発見されており、このうち鉱体 No.4 と No.6 が最も重要
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である。鉱体 No.4 は Ni 含有率が 1.19％で、資源量は約 3,000 万 t と推定

されている。一方、鉱体 No.6 は Ni 含有率が 1％で、地質学的資源量は 8,000

万 t と考えられている。 

 

1.4. 気候と気象 

ミャンマーには一般的に三つの季節があり、気候は熱帯性である。ミャンマーは

3月から 5月が夏季（暑季）、5月から 10 月が雨季、そして 11 月から 2月までが乾

季である。ミャンマーは熱帯性モンスーン帯に属しているが、多様な地勢の影響で

気象条件は場所によって異なっている。たとえば、ミャンマー中央部の年間降雨量

は 1,000mm 未満であるが、ラキン海岸地域では約 5,000mm である。ミャンマー中央

部の都市と他地域の都市の間では、場所と標高によって気温も異なっている。ミャ

ンマー中央部の気象条件を快適なものとするために、政府は緑化プロジェクトを優

先課題と位置づけた。  

 

1.5. ミャンマーの言語 

ミャンマーでは、各民族の文化、伝統及び言語を保存するために多大な努力を払

っている。国の公用語はミャンマー語で、コミュニケーションの手段として認めら

れ、すべての学校で教えられている。人口の約 80％がチベット・ビルマ語族に属す

るミャンマー語を話している。33 の子音とグループ分けされた 25 文字（各グルー

プごとに 5 文字）があり、グループ分けされていない文字が 8 文字ある。さらに、

11 個の子音組み合わせ記号がある。これらの記号は、Bagan 王朝期からミャンマー

語の書き言葉で使われていた。ミャンマー語には、パーリ語とサンスクリット語か

らの借用単語があると考えられており、そのまま取り入れた単語もあれば、ミャン

マー語の発音と音声に適合させたものもある。パーリ語とサンスクリット語の非母

音化傾向がミャンマー語に入り込み、ミャンマー語の非母音化を促した。ミャン

マーでは、パーリ語やサンスクリット語に由来する非母音化要素を 11 世紀の Bagan

時代の文学にさかのぼって確認することができる。  

ミャンマー文字の起源と発達を研究している学者によれば、ミャンマー語のアル

ファベットとミャンマーの書き言葉は、約 500BC から 300AD にかけてインドで栄え

た Brahmi に起源がある。最初の Brahmi 文字が 500BC 頃に見られ、300BC までにア

ショカ王の統治下でインド全土に普及したことも記録に残っている。後に北インド

のGupta王朝において、Brahmi文字は次第に変化して、書式も異なるものとなった。

これらの Brahmi に基づくインド文字は、スリランカ、ミャンマー、タイ、カンボ

ジア及びインドネシアなどの国々に広がり、これらの地域における固有の文字の発

達に影響を与えた。100AD から 1200AD の期間に、Brahmi 文字はインドにおいて次

第に Brahmi 由来文字に発展し、Pyu、ミャンマー、Mon 及び Rakhine で文明が発達
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した。これらの文明は東西の国々と交流があり、特に西方のインドとは陸路と海路

による特別な交流経路があった。この交流を通じて、仏教が非常に早くミャンマー

に伝来し、Brahmi 文字や Brahmi 由来文字も伝えられた。ミャンマーの原住民はこ

れらの文字を使って、パーリ語やサンスクリット語で仏陀の教えを学んだ。土着の

言語が文字で表記されるようになると、既に馴染んでいた Brahmi 由来の文字に基

づいて、子音と母音の記号や符号を適合・考案し、自らの諸言語の音声に近づけた。

Rakhine、Pyu 及び Mon などの古代の文書がミャンマー語の文書として幾つか残って

いる。最初期のミャンマー文書は、11 世紀から 12 世紀の Bagan 時代のものである。

Bagan時代にミャンマー王がAnawrahta王からAlaung-sithu王の統治に移行した頃、

仏塔で絵馬を捧げることが流行した。絵馬を奉納する人はパーリ語、Mon、Pyu ある

いはミャンマー語で自分の功徳について数行を記すことになっていた。このような

記録によれば、ミャンマー語の書法が 11 世紀までにしっかり確立されていたこと

がわかる。ミャンマーの人々は、ミャンマー語の書法が発達する前に、サンスクリ

ットやパーリ語の文学や Pyu 及び Mon の書法に馴染んでいた。Bagan 時代に、ミャ

ンマー文字は Mon 文字に近くなったが、この Mon 文字は Brahmi 文字に由来するイ

ンド文字に基づいている。ミャンマー文字を発展させた人達は、適切な文字として

サンスクリット、パーリ、Pyu 及び Mon 文字を手本にして、12 世紀以降のミャンマー

語の言葉に発展させたのである。  

ミャンマー語のアルファベットは Mon 文字から発展したが、この Mon 文字は、南

インドの文字を改造したもので、発見されているミャンマー文字で書かれた最古の

碑文は 11 世紀のものである。 

 

1.6. 歴史 

アジア大陸南東部の半島に位置するミャンマーには長い歴史がある。その概要を

以下に示す。 

1 世紀に、Pyu と呼ばれるミャンマー原住民族が、Beikthanoe、Hanlin、Tagaung、

Tharekhittaya及びThaton又はSuvanabonmiとして知られている都市から成る都市

文明を築いた。その後、Bagan 王朝を築いた Anawrahta 王（1044-1077）が最初のミ

ャンマー王国を築き、西暦 1044 年から 1297 年にかけて存続した。2 番目のミャン

マー王朝（1552-1581）は、Toungoo 時代に Bayintnaung 王が開き、西暦 1552 年か

ら 1599 年の期間に栄えた。3 番目のミャンマー王朝は Kongbaung 時代に

Alaungmintaya 王（1752-1760）が築いて、西暦 1752 年から 1885 年にかけて存続し

た。大英帝国との間に 3 度の戦争が勃発した。第 1 次英緬戦争は 1824 年から 1826

年までであった。第 2 次は 1852 年から 1854 年まで、そして第三次は 1885 年から

1886 年まで続いた。第 3次英緬戦争の後、ミャンマーは完全に英国の統治下に置か

れ、インドの一地方となった。その後、ミャンマー人たちは再び独立を勝ち取るた

めに継続的な抵抗運動を続けた。1937 年 4 月、ミャンマーはインドから分離された
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が、依然として英国の統治下にあった。1945 年 3 月 27 日、日本のミャンマー占領

に反対する革命が勃発した。ミャンマーは、1948 年 1 月 4 日に主権を回復した。1948

年から 1950 年までの期間に議会制民主主義が実施され、1958 年から 1959 年にかけ

て、軍事政権が権力を掌握した。1962 年 3 月、革命政府が登場して国の責任を担い、

1962 年から 1988 年まで続くことになる社会主義体制を敷いた。1974 年、新憲法が

採択され、それに伴って Pyithu Hluttaw（議会又は国会に相当）及び国家評議会並

びに人民評議会が様々なレベルで設立された。社会主義経済は 1974 年から 1988 年

まで続き、1988 年 9 月 18 日、「国家法秩序回復評議会」政府（The State Law and Order 

Restoration Council）が登場した。9 年後の 1997 年 11 月 15 日、政権が交代し、

国家平和発展評議会（SPDC）が登場して、SPDC が行政を担当するようになった。 

新憲法が 2008 年に国民投票により発効し、2010 年の選挙で、軍事政権から文民

政治へ移行した。2012 年に行われた補欠選挙で、野党の国民民主連盟（NLD）が議

会で 43 議席を獲得した。  

 

1.7. 文化 

ミャンマーの文化は多くの民族が混成して発達したもので、ミャンマーという名

のもとに国内に居住する様々な民族グループが統合されている。様々な民族がミャ

ンマーで生活していることから、諸民族の文化も多種多様である。主要な人種は、

カチン、カヤー、カイン、チン、バマール、モン、ラキン及びシャンであるが、お

互いに異なる文化生活を尊重し合い、多くの点で宗教的な信仰に結びついている。

民族に関係なく、ミャンマー国民は寛容で人を歓迎する国民と言われている。ミャ

ンマーには多くの興味深い文化的行事があり、男子の「見習い僧になる儀式」、女

子の結婚時ピアス儀式、新築祝いの儀式及び布施儀式などがその例である。ミャン

マー国民の重要な文化的特徴として、訪問者がいつでも予告なしに逗留できること

が挙げられる。また、ミャンマーは、文化や伝統並びに季節の祝祭を保持している

国として認識されている。1 年を通じて、毎月重要な祝祭があり、ミャンマーの若

い世代に現代的なライフスタイルが普及しても、伝統的な催しは今でも行われてい

る。ミャンマーの暦では、最初の月は Tagu（4 月）であり、Thingyan つまり放水祭

が開催される。2 番目の月は Kason（5 月）で、仏陀が聖なる Bo 又は Bodhi の樹の

下で悟りを開いたことを祝って満月の日に Bo 又は Bodhi の根に給水する祝祭が執

り行われる。3 番目の月は Nayon（6 月）と呼ばれ、僧侶のための Tipitaka（経典）

試験が行われる。4 番目の月は Wazo（7 月）で、聖職受任式が開催される。5 番目

の月である Wagaung（8月）には、食事を施す祭が挙行される。6番目の月は Tawthalin

（9 月）で、レガッタ（ボートレース）祭がある。7番目の月は Thadingyut（10 月）

であり、ミャンマー仏教徒の四旬節が終了し、光の祝祭が執り行われる。8 番目の

月である Tazaungmone（11 月）には、最も有名な祝祭がある。この祭は kahtein と

呼ばれ、僧侶に特別な kahtein 聖職衣が贈られる。9番目の月は Nattaw（12 月）で、
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文芸祭があるほか、文芸に秀でた人たちを表彰する時でもある。10 番目の月は

Pyatho（1 月）と呼ばれ、馬術競技会が行われる。11 番目の月は Tabodwe（2 月）

で、ミャンマーの軽食である htamanair を祝って、地域社会で祝祭が開催される。

12 番目の月である Tabaung（3 月）は仏塔祭の月であり、仏陀をたたえる地域祭が

開催され、サンドストゥーパ祭として知られている。伝統的に、これらの祝祭時に

は幾つかの演劇も開催される。全般的に、ミャンマーの文化生活は、様々な要素が

混在しているために極めて豊かである。誰にでも何か祝う対象があり、誰も取り残

されることがない。 
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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。当時の政治体制は議会制民主主義で

あった。1947 年の旧憲法により、ミャンマーはカチン、カヤー、カイン及びシャン

州で構成される準連邦国家として形成され、政府では内閣が国民議会(Chamber of 

Deputies)と民族議会(Chamber of Nationalities)から成る二院制議会に責任を負

う体制であった。与党内に分裂があったため、議会は 1958 年 10 月 28 日に軍の参

謀長を政府の首班に任命し、公平で自由な議会選挙を実施する任務を委ねた。これ

により、1960 年 2 月 6日に議会選挙が行われ、1960 年 4 月 4 日に政権が Pyidaungsu

党に移行した。しかし、政治情勢は悪化し、軍事クーデターを経て 1962 年 3 月 2

日に革命評議会政府が樹立した。新革命評議会政府は社会主義の原則に基づく独裁

体制を採用し、ビルマ社会主義計画党(Burma Socialist Program Party (BSPP))を

結成した。新政府は 1971 年に最初の議会を招集し、憲法の草案作成を決議した。

この憲法は国民投票にかけられ、1974 年 1 月 3 日に採択された。  

その後、選挙が行われ、革命評議会は 1974 年 3月 2日に政権を BSPP に委譲した。

こうして、1962 年から 1974 年までと、1974 年から 1988 年までの政治体制は社会

主義体制に基づくものとなった。1988 年 9 月 18 日、軍事政権である国家秩序回復

評議会(State Law and Order Restoration Council (SLORC))が登場して社会主義

政治体制と社会主義計画経済を廃止し、市場経済に転換して民間企業と貿易に対す

る規制を緩和し、海外からの投資を引き寄せるための優遇措置を講じた。SLORC は、

政権末期に複数政党からなる民主主義国家を建設する方針を発表し、1990 年 5 月

27 日に自由選挙を実施した。1993 年 1 月 6日に国民会議(National Convention)が

招集され、新憲法の草案が作成された。1997 年 11 月 15 日、SLORC は国家平和発展

評議会(State Peace and Development Council (SPDC))として再編された。総じて、

1988 年から現在までの期間は、民主主義国家を建設するための振興と努力の期間と

見なすことができる。  

2010 年、ミャンマーは軍事政権が草案を作成して 2010 年まで適用された 2008 年

の憲法のもとで、複数の政党で構成される民主主義に転換した。最初の選挙は 2010

年 11 月に実施され、ミャンマーの現大統領は U Thein Sein となった。2012 年 4 月、

補欠選挙が行われ、国民民主連盟(National League for Democracy (NLD))という

民主化を志向する政党が議席の 25%を獲得した。残りの 75%の議席は連邦団結発展

党(Union Solidarity Development Party、旧軍事政権)が保持している。 
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2.2. ミャンマー議会 

議会は 1947 年の憲法に基づいて、1948 年から 1962 年まで存続した。1974 年に

新憲法が公布されてからは、国家の最高機関が Pyithu Hluttaw（国民代表院）とな

り、1974 年から 1988 年まで存続した。1974 年の新憲法により、立法権、行政権及

び司法権は、国会又は議会に相当する人民議会に付与されたが、人民議会は行政権

と司法権を中央と地方の機関に委譲した。ただし、立法権は人民議会だけが単独で

行使した。1988 年、この社会主義体制は SLORC に代わった。政権掌握後、SLORC は

主権を行使したが、立法権は SLORC だけが行使したのに対し、行政権は国、管区、

地域、郡区、区及び村のレベルでそれぞれの行政機関が行使し、司法権は最高裁判

所及び従属する様々なレベルの裁判所に委ねられた。前政権の SPDC は主権を行使

しているが、実際は立法権だけを行使しており、行政権と司法権はそれぞれの行政

機関と最高裁判所に委譲されている。 

2008 年の新憲法は国民投票で採択され、ミャンマーは行政、司法及び立法の三権

分離体制と議会制民主主義体制を確立した。この議会制民主主義体制は、Pyithu 

Hluttaw(下院)、Amyotha Hluttaw(上院)及び Pyidaungsu Hluttaw(連邦議会：Union 

Assembly)で構成されている。 

憲法の規定によれば、議会の役割は国家と国民のために古くなった法律を廃止し、

見直し、新しい法律を制定することである。 

 

2.3. 行政 

現在、国家権力の最高機関は SPDC であり、Than Shwe 議長(上級大将)、Maung Aye

副議長(上級副大将)、Thura Shwe Mann 大将、Soe Win 大将(首相兼任)、及びその

他の中将並びに Thein Sein 中将(書記)で構成されている。SPDC は内閣を改造し、

現在は Soe Win 首相(大将)及び以下の省の大臣で構成され、これらの閣僚はいずれ

も SPDC の統制下にある。政府行政機関は、国防省、軍事省、農務省、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、鉄道省、保健省、商業省、観光省、財務・歳入省、通信・郵便省、宗教省、

建設省、科学技術省、文化省、移民・人口省、情報省、協同組合省、辺境・民族・

開発問題担当省、第 1 電力省、第 2 電力省、スポーツ省、環境・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 議長室及び首相府から成

る。 

現憲法のもとで、連邦の行政首長は大統領で、連邦の権力は連邦、地方及び州に

分権されている。自己施政(自治)権限は、憲法の規定に従って自己施政地域に分権

されている。連邦政府は、大統領、副大統領、連邦諸大臣及び連邦司法長官で構成

されている。大統領は、連邦政府の諸大臣を指名する権限を持ち、連邦議会の承認

を得て、必要に応じて大臣の数を増減できる。大統領は、国家防衛安全評議会
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(National Defense and Security Council)の推奨に従って恩赦や特赦を与える権

限を有する。 

 

2.4. 司法 

当初は、SLORC が政権に就いた後の 1988 年 9 月に「1988 年裁判所法」(Judiciary 

Law of 1988)が制定されたが、SLORC が再編されて SPDC が登場した後の 2000 年 6

月に制定された「2000 年裁判所法」(Judiciary Law, 2000)に改訂された。こうし

て、以前の裁判所制度と司法制度は再編されて、現在は「2000 年裁判所法」に従っ

て運用されている。 

「2000 年裁判所法」は、司法を以下の原則に従って運用するように規定している。 

(a) 法律に従って、司法を独立的に運用すること 

(b) 国民の利益を保護し、法秩序と地域の平和と安寧を保持すること 

(c) 法律を理解して順守できるように国民を教育し、法律を順守する習慣を

育むこと 

(d) 法律の枠内で訴訟の解決を行うこと 

(e) 法律で禁止されていない限り、公開の法廷で司法を執行すること 

(f) 法律のもとで、あらゆる訴訟における抗弁と上訴の権利を保証すること  

(g) 違反者を処罰する際に、道徳観を改めさせることを目指すこと 

 

「2000 年裁判所法」のもとで、ミャンマーの裁判所は、最高上訴裁判所である連

邦最高裁判所、そして下級裁判所としての地方/州裁判所(Regions/States Courts)、

地域裁判所(District Courts)及び郡区裁判所(Township Courts)に分類される。 

最近制定された「2010 年裁判所法」のもとで、連邦最高裁判所は最終上訴裁判所

とされた。地方/州裁判所、地域裁判所及び郡区裁判所は、いずれも連邦最高裁判

所に従属する下級裁判所である。  

  

2.4.1. 連邦最高裁判所 

裁判長 1名、副裁判長及び裁判官計 3名で構成される最高裁判所は、以下の

裁判権を有する。 

(a) 刑事訴訟と民事訴訟を裁定する 

(b) 移送された訴訟を独自の判断で裁定する 

(c) 下級裁判所から別の下級裁判所への上訴を裁定する 

(d) 地方又は州裁判所による判決や命令を不服とした上訴を裁定する 

(e) 下級裁判所による判決や命令を不服とした再審を裁定する 

(f) 地方又は州裁判所が下した死刑判決を確定し、死刑判決を不服とした上

訴を裁定する 

(g) 法律に準拠していないと思われる下級裁判所の判決や命令を吟味して、
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必要に応じてこれを変更又は差し止める 

(h) 国民の法的権利に関して、法律に準拠していないと思われる下級裁判所

の判決や命令を吟味して、必要に応じてこれを変更又は差し止める 

(i) 海事訴訟を裁定する 

(j) あらゆる現行法の下で、裁判権の範囲内の訴訟を裁定する 

 

上記の裁判権のほかに、最高裁判所は、国内のすべての司法行為と行政機能に関

して、下級裁判所を監視する権限も有している。 

 

特別上訴法廷(Special Appellate Bench)に関して、「2010 年裁判所法」の第 20

条と 21 条は、最高裁判所が裁判権を行使して最終裁定を下した訴訟、あるいは下

級裁判所が最終裁定した訴訟について最高裁判所が最終裁定した訴訟は、手順に従

って特別法廷(Special Bench)から特別上訴が認められた場合、最高裁判所の裁判

長、副裁判長及び裁判官の計 3名の裁判官、あるいは最高裁判所の裁判長及び裁判

官 2名の計 3名の裁判官、あるいは最高裁判所の副裁判長及び裁判官 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と再度の裁定を受けることができ

る、と定められている。特別上訴法廷で裁定された訴訟を除き、最高裁判所が裁定

した訴訟に関して裁判長が国民の利益に鑑みて重大な疑義があると判断した場合、

裁判長はその疑念を特別上訴法廷で審理させ、改めて裁定させることができる。連

邦最高裁判所は、その裁判権を行使する際に、裁判官 1名あるいは裁判長の決定に

よる複数の裁判官で構成される法廷による訴訟の審理と裁定を行うことができる。

また、連邦最高裁判所は、地方又は州裁判所、地域裁判所及び郡区裁判所において、

複数の裁判官で構成される法廷による審理と裁定を指示することもできる。  

さらに連邦最高裁判所は、必要に応じて、地方又は州裁判所、地域裁判所及び郡

区裁判所の刑事訴訟と民事訴訟に関する裁判権を定めることができる。「2010 年裁

判所法」は、憲法に対して、地方又は州裁判所、地域裁判所及び郡区裁判所を設置

して、司法官を任命し、これらの司法官に地方又は州裁判所、地域裁判所及び郡区

裁判所の裁判官として機能する適切な司法権を与え、それぞれの機能と任務を定め

る権限を委ねている。 

連邦最高裁判所の裁判官は、「2010 年裁判所法」に従って、それぞれ Nay Pyi Taw 

と Mandalay で公判を開く。「2010 年裁判所法」は最高裁判所が他の適切な場所で公

判を開くことを認めているため、最高裁判所の裁判官たちは新首都の「Nay Pyi Taw」

で公判を開いている。 

 

2.4.2. 州地方裁判所、地域裁判所及び郡区裁判所 

「2010 年裁判所法」に基づき、地方又は州、地域及び郡区レベルにおいて、

地方裁判所又は州裁判所、地域裁判所及び郡区裁判所が設置され、以下の裁

判権が付与されている。 
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(a) 民事訴訟を裁定する 

(b) 刑事訴訟を裁定する  

(c) 法律のもとで裁定する 

 

地方や州のレベルでは、地方裁判所や州裁判所は民事訴訟に関して無制限の罰金

を課すことができ、地域裁判所が下した判決や命令について裁定又は変更をするこ

とが認められているほか、管轄の地方や州の範囲内で、移送された訴訟を独自の判

断で裁定でき、あるいは下級裁判所から別の下級裁判所に移送することを決定でき

る。  

地域裁判所レベルでは、地域裁判所は最高 500,000,000 チャットの罰金を課すこ

とが認められており(地域裁判所裁判官は最高 3,000,000 チャット、地域裁判所副

裁判官は最高 100,000,000 チャットの罰金を課すことができる)、郡区裁判所が下

した判決や命令に対して上訴や変更を裁定できるほか、管轄地域の範囲内で、移送

された訴訟について独自の判断で裁定するか、あるいは下級裁判所から別の下級裁

判所に移送することを決定できる。 

郡区レベルでは、郡区裁判所は最高 5,000,000 チャットの罰金を課すことが認め

られている(郡区裁判所裁判官又は副裁判官は最高 5,000,000 チャット、郡区裁判

所裁判官補佐は最高 3,000,000 チャットの罰金を課すことができる)。 

刑事訴訟管轄権については、地方又は州裁判所の裁判官又は副裁判官は、最高裁

判所から治安判事の権限を与えられている。地域裁判所の裁判官又は副裁判官も治

安判事の権限を与えられている。郡区裁判所の裁判官又は副裁判官あるいは裁判官

補佐は、「刑事訴訟法」に規定されているそれぞれの裁判官の経験に応じた刑事権

限、すなわち、特別権限(7 年以下の懲役を科す権限)、第一種権限(1 年以下の懲役

を科す権限)、第二種権限(6 ヶ月以下の懲役を科す権限)が与えられている。 

上記の権限に加えて、最高裁判所の裁判長、副裁判長及び裁判官、地方又は州裁

判所及び地域裁判所の裁判官には、「2000 年裁判所法」によって、既決囚及び拘留

中の人物が、法律に基づいて又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、また訴訟の審理を不当に遅延させないために、刑務所、矯正施設及び警

察の留置場を検査する権限が与えられている。 

概して、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」及び「ミャンマー裁判所

マニュアル」の規定を厳格に順守して、刑事訴訟及び民事訴訟を審理することが義

務付けられている。そしてすべての訴訟において、被告が出廷した審理において、

証拠能力のある証拠に基づいて裁定が下される。しかし、被告不在の場合や被告が

出廷しない場合、裁判所は一般的に、原告の主張だけに基づいて一方的に審理する

ことが認められている。  
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2.5. 地方行政 

SPDC と政府の監督下で、州・管区、地域、郡区及び区・村のレベルにおいて、そ

れぞれ行政権限が委譲されており、地方行政が実施されている。すなわち、「地方・

州の平和発展協議会」、「地域平和発展評議会」、「郡区平和発展評議会」並びに「区・

村の平和発展評議会」である。  

議会制民主主義体制が確立された後は、地方行政は内務省が管理し、各地方、州

及び自治地域は、地方行政を行うための独自の機関を有している。 

 

2.6. 外交関係 

ミャンマーは 1948 年 4 月に国際連合に加盟し、1997 年 7 月には東南アジア諸国

連合(ASEAN)に、そして 1997 年 12 月には東南・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、以下の諸外国と正式な外交関係を樹立して

いる。 

英国、パキスタン、米国、インド、ロシア連邦(旧ソ連)、フランス、タイ、オラ

ンダ、スリランカ、インドネシア、中国、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、イスラエル、オーストラリア、エジプト、ベル

ギー、ドイツ、フィンランド、日本、ポーランド、デンマーク、カンボジア、チェ

コ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、イラク、フィリピン、モ

ンゴル、アフガニスタン、スェーデン、ノルウェー、ラオス、スイス、マレーシア、

ギリシャ、カナダ、トルコ、ニュージーランド、ネパール、シンガポール、スペイ

ン、イラン、アルジェリア、モルディブ、ナイジェリア、バングラデシュ、シリア、

アルゼンチン、韓国、ベトナム、メキシコ、モーリタニア、キューバ、ポルトガル、

アルバニア、コスタリカ、モロッコ、モーリシャス、チリ、パナマ、ブラジル、キ

プロス、バヌアツ、コロンビア、ペルー、ベネズエラ、パプアニューギニア、ブル

ネイ、ガーナ、南アフリカ、ケニア、クウェート、ウクライナ、アゼルバイジャン、

ジョージア、トルクメニスタン、クロアチア、ベラルーシ、カザフスタン、タジキ

スタン、ジャマイカ、キルギス、ウズベキスタン、ウルグァイ、マケドニア、アイ

ルランド、スーダン、サウジアラビア及び北朝鮮。  

 

現在、ミャンマーは世界 32 カ国に大使館を設置しており、ミャンマーのヤンゴ

ンには 27 カ国の外国大使館がある。  

ミャンマーには、以下の国連諸機関の事務所がある。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)、国連食糧農業機関

(FAO)、世界保健機関(WHO)、国際薬物犯罪事務所(UNODC)、国連難民口頭弁務官事

務所(UNHCR)及び国際労働機関(ILO)。 
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2.7. 最近の政治情勢 

2010 年 11 月、20 年ぶりの総選挙が実施され、その後、2011 年 3 月に前テイン・

セイン首相が大統領就任の後、ミャンマーに新政権が誕生し、民政移管が行われた。

一方で、総選挙では、軍事政権が総選挙のために創設した「連邦団結発展党」が約

8 割の議席を制するなど、この時点では、欧米諸国は総選挙自体が民主的に実施さ

れていないなどとし、経済制裁の解除には至らなかった。 

2012 年に入り、新政権発足後の一部政治犯の釈放や、4月に行われた国会補欠選

挙で民主化運動の指導者アウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟が 45 議

席中 43 議席を獲得し、圧勝する結果などを踏まえ、新政権による民主化の進展が

国際的に評価されつつある。2012 年 4 月、EU 外相理事会がミャンマーに対する制

裁について、武器禁輸を除き一時停止することで合意、同年 7月に、米政府が対ミ

ャンマー経済制裁の一部を緩和すると正式に発表するなど、経済制裁解除に向けた

動きが進展している。他方、テイン・セイン政権後、独立や自治を求める地方少数

民族の武装勢力との停戦合意が進展しているものの、恒久的な和平に向けた交渉が、

今後の民主化・市場経済化における大きな課題とされる。 
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3. ミャンマーの経済 

3.1. 現在の経済情勢 

現在の経済情勢に関する以下の内容は、農業、畜産及び漁業、林業、エネルギー、

鉱業、工業及び電力などの部門についてミャンマー政府が公表した最新情報に基づ

いてまとめたものである。 

 

3.1.1. 概要 

ミャンマー経済の経緯は、次の三つの時期に分けることができる。第 1期は 1948

年から 1962 年までの市場経済期である。第 2 期は 1962 年から 1988 年までで、社

会主義経済体制に基づく中央計画経済の時代である。そして第 3 期は 1988 年から

現在までの期間で、市場経済体制が実践されている。 

ミャンマーの会計年度は、4月 1日に始まり、翌年の 3月 31 日に終了する。1986

年度以来、ミャンマーの国内総生産(GDP)は 3 年間連続して減少し、1988 年度には

15.8％減少した。この景気の悪化によって政治は不安定になり、政権交代に至った。

1988 年末には、経済体制が社会主義経済から市場経済へ移行した。 

政府は国家の安定と統合に重点を置いたため、1989 年度から 1991 年度までの 3

年間に、国内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％に回復し、経済規模は 1.1 倍となった。 

安定性を回復したため、1992 年度に、経済成長を加速させるための短期計画が策

定された。  

第 1 次 4 ヵ年計画(1992 年度から 1995 年度まで)では、年平均成長率の目標が

5.1％に設定された。この第 1次 4ヵ年計画の間、年平均成長率は 7.5％に達し、経

済規模は 1.3 倍に拡大した。また、一人当たりの所得も、4,496 チャットから 13,515

チャットに増加した。  

続く第 2 次 5 ヵ年計画(1996 年度から 2000 年度まで)では、年平均成長率の目標

が 6％に設定された。この第 2次 5ヵ年計画は成功を収め、平均経済成長率は 8.5％

に達し、経済規模は 1.5 倍となった。一人当たりの所得もまた、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。農業部門の年平均成長率

は 7.3％、工業部門では 11.4％、サービス部門では 8.5％となった。 

第 3 次 5 ヵ年計画(2001 年度から 2005 年度まで)では、年平均成長率の目標が

11.3％に設定された。同計画期間中の年平均成長率は 12.8％に達し、経済規模は

1.83 倍になった。一人当たりの所得も、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。農業部門の年平均成長率は 9.8％、工業部門

では 23.5％、サービス部門では 13.9％となった。 

第 4 次 5 ヵ年計画(2006 年度から 2010 年度まで)では、高い経済成長率を安定的

に持続し、国の健全な経済・財政基盤を維持して、均衡のとれた地域開発を目指す
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とともに、人材育成を促進することが目標とされた。  

第 4 次 5ヵ年計画の具体的な目標は下記の通りである。  

- 工業国家の建設に向けて農業関連産業とその他の必要となる産業を拡大

すること 

- 産業の発展動向に合わせて電力部門とエネルギー部門を発展させること 

- 国内需要を満たす自給自足と輸出を拡大するために、農業、畜産及び漁

業部門を強化すること 

- 指定作物の 1エーカー当りの目標収量を達成するため努力すること 

- 新しい農耕用地を開拓拡大すること 

- 緑化のために森林区域を設定し、自然環境を保護すること 

- 人材開発のために教育・保健部門を強化すること 

- 商業と貿易を活発にするために道路と通信設備を改善するとともに、異

なる民族間の有効を促進すること 

- インフラ部門を継続的に発展させること 

- 特別開発区域の目標を達成すること 

- 農業地域の開発を継続すること 

- 貧困を緩和すること 

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

- 均衡のとれた経済と経済全体の発展を実現すること 

 

第 4 次 5 ヵ年計画では、年平均成長率 12％を達成すること、経済規模を 1.77 倍

にすることを目標にしている。 

 

ミャンマーの経済状況と部門別の開発状況を以下に述べていく。 

 

3.1.2. 農業部門 

ミャンマー経済は、主に農業部門を基盤としている。2005 年度には、農業部門が

経済全体の 40.2％を占めていた。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指して、民間事業者と企業

は、空閑地、遊休地、未利用地及び湿地帯を開拓することが認められている。  

正味作付面積は、1988 年度の 805.4 万 ha から、2005 年度には 1.5 倍の 1,185.8

万 ha に増大した。混作・多毛作農地は、1988 年度の 157.8 万 ha から、2005 年度

には 4.3 倍の 679.9 万 ha に増大した。こうして、総作付面積は、963.2 万 ha から

1.9 倍の 1,865.7 万 ha に広がり、作付集約度は、119.6％から 157.3％に増加した。

合計 1,740.2 万 ha の農耕用地全体のうちで、正味作付面積は 1,088.6 万 ha で、全

体の 62.6％だった。この数字は、国土総面積の 16.1％に過ぎない。従って、農業

部門にはさらに大きく成長する余地がある。灌漑耕地は、1988 年度の 102.0 万 ha

から、2005 年度には 223.4 万 ha に広がり、2009 年度には 235.9 万 ha に増加して、
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2 倍超の増加となった。作物生産については、作付面積の増加に伴って、主要作物

の生産量が増加した。生産量は、水稲が 2.1 倍、豆類が 11 倍、油脂作物が 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 次及び第 3 次短期計画において、それぞれ、7.3％、

6.3％及び 8.5％の年平均成長率を示した。この発展は、農業部門の開発に集中して

取り組んで弾みをつけたことの成果である。 

「国の発展の記録：1988 年以前と以後(2010 年 12 月 31 日まで)の比較」(情報省

印刷出版局、2011 年 3 月)に記載された、農業部門の成長状況を示す表を付属資料

1として添付してある。 

 

3.1.3. 畜産・漁業部門 

第 1 次、第 2 次及び第 3 次短期計画では、畜産・漁業部門の年平均成長率は、そ

れぞれ 4.6％、12.7％及び 17.2％であった。食肉生産量、魚類及びエビの漁獲生産

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(2010 年 12 月 31 日まで)の比較」に記載

された、畜産部門の成長状況を示す表を付属資料 2として添付してある。 

 

3.1.4. 林業部門 

ミャンマー国土の約 57％は、森林に覆われている。森林保護地域は、1988 年度

の 14.9％から、2005 年度には 1.6 倍の 23.2％に増加した。森林面積と植林数は、

ともに 2.7 倍に増加した。第 1次、第 2次及び第 3次短期計画では、林業部門の年

平均成長率は、それぞれ 5.4％、3.2％及び 3.6％であった。環境保護・保全の必要

性を考慮して、第 1次、第 2次及び第 3次短期計画では、平均成長率は相対的に小

さく、約 3％に抑制された。 

「国の発展の記録：1988 年以前と以後(2010 年 12 月 31 日まで)の比較」に記載

された、林業部門の成長状況を示す表を付属資料 3として添付してある。 

 

3.1.5. エネルギー部門 

原油と天然ガスの国内需要を満たして輸出を行うため、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 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 8,500ft3から、2005 年度には 4,028 億 9,800

万 ft3に大幅に増加し、10.3 倍の伸びとなった。第 1 次、第 2 次及び第 3 次短期計

画では、エネルギー部門の年平均成長率は、それぞれ 0.4％、27.27％及び 13.9％

であった。 

「国の発展の記録：1988 年以前と以後(2010 年 12 月 31 日まで)の比較」に記載

された、エネルギー部門の成長状況を示す表を付属資料 4として添付してある。 
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3.1.6. 鉱業部門 

鉱業部門は現在、ミャンマー経済全体の 0.4％を占めている。鉱種別では、金と

銑鉄の生産量がそれぞれ 23.1％と 5.1％増加した。精錬銅生産量は、2010 年には約

70,000 トンに達した。第 1次、第 2次及び第 3次短期計画では、鉱業部門の年平均

成長率は、それぞれ 21.2％、20.9％及び 15.1％であった。  

「国の発展の記録：1988 年以前と以後(2010 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。 

 

3.1.7. 工業部門 

GDP 全体に占める加工・製造部門の割合は 15.4％である。鉱業部門の発展を促進

するために、9 つの州と管区に 18 の工業地区が設置され、同地区では 1995 年度か

ら2006年3月末までに、計9,849の工場が操業した。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、51,747 の工場が新たに操業を開始した。政

府の奨励と支援によって、28 の工業地区が設置、48,189 企業が設立された。民間

工場の総数は 43,408 に増加し、綿花産業では 11,743 工場に成長した。第 1次、第

2次及び第 3次短期計画では、鉱業部門の年平均成長率は、それぞれ 9.1％、10.4％

及び 23.8％であった。  

「国の発展の記録：1988 年以前と以後(2010 年 12 月 31 日まで)の比較」に記載

された、工業部門の成長状況を示す表を付属資料 5として添付してある。 

 

3.1.8. 電力部門 

電力部門に関して、政府は、灌漑網や発電設備などの開発プロジェクトに重点を

置いてきた。 

灌漑網については、ダムと貯水池の総数は、1988 年の 475 から 2006 年 9 月には

644 に増加し、189 のダムと貯水池が加わった。 

発電設備について見ると、1988 年から 2006 年 9 月にかけて、27 の水力発電所が

建設され、2010 年 12 月時点でさらに 15 の大型水力発電所が建設されている。建設

済の水力発電所の発電能力は 746MW で、建設中の 16 の水力発電所が完成すると、

総発電能力は 10,413MW となる。さらに、10 のガス火力発電所の建設が完了し、こ

れらの合計発電能力は 561MW である。ガス火力発電所の総発電能力は、1988 年の

685MW から、2006 年 9 月には 1,701MW に増加し、2.5 倍となった。発電量は、1988

年の 22 億 2,600 万 KW から 2005 年度(2006 年 3 月末)には 2.7 倍の 60 億 1,500 万

KW に増加した。また、電力消費量も 3.7 倍増加した。送電線と配電線は、1988 年

の 17,337km から、2006 年 9 月末には 33,251km となり、1.9 倍となった。電化され

た町村の数はそれぞれ、1988 年の 286 と 741 から、2006 年 9 月末には 473 と 1,267

に増加し、町村の増加数はそれぞれ 187 と 526 であった。 

第 1次、第 2次及び第 3次短期計画では、電力部門の年平均成長率は、それぞれ

16.2％、10.6％及び 10.6％であった。 
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「国の発展の記録：1988 年以前と以後(2010 年 12 月 31 日まで)の比較」に記載

された、電力部門の成長状況を示す表を付属資料 6として添付してある。 

 

3.1.9. 結論 

全体として、経済計画は三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 5ヵ年計画は 8.5％、そして第 3次 5ヵ年計画は 12.8％の年平均成長率を達

成した。これら 3 回の経済計画によって、経済規模は、それぞれ 1.3 倍、1.5 倍及

び 1.83 倍に拡大した。一人当りの GDP は、第 1次 4ヵ年計画開始前の 1991 年度に

は 4,496 チャットだったが、第 1 次 4 ヵ年計画の終了時には 13,515 チャットに、

第 2 次 5 ヵ年計画と第 3 次 5 ヵ年計画の終了時には、それぞれ 50,927 チャットと

221,217 チャットに増加した。 

 

2006年度の GDP成長率は、2006年 4月から 6月までの第 1四半期において14.4％

であった。農業部門は 12.3％、工業部門は 17.5％、そしてサービス部門は 14.2％

の成長率を示した。2006 年 7 月から 9月までの第 2四半期になると、GDP 成長率は

12.8％となった。農業部門は 11.9％、工業部門は 16.9％、そしてサービス部門は

11.9％の成長率を示した。まとめると、同年上半期(2006 年 4 月から 9 月まで)の

GDP 成長率は 13.4％となり、農業部門は 12％、工業部門は 17.2％、そしてサービ

ス部門は 12.9％の成長率を示した。 

 

3.2. 貿易と投資の状況 

国家計画・経済開発相は、2006 年 12 月 17 日の記者会見で、貿易と投資の状況に

関しても説明を行った。  

以下の内容は、貿易と投資の状況に関する国家計画・経済開発相の説明に基づく

ものである。 

 

3.2.1. 貿易 

第 1 次 4 ヵ年計画(1992 年度から 1995 年度まで)の期間中、輸出及び輸入の年平

均増加率は、それぞれ 17.7％と 21.1％であった。 

第 2 次 5 ヵ年計画(1996 年度から 2000 年度まで)の期間中、輸出及び輸入の年平

均増加率は、それぞれ 17％と 4.8％であった。  

第 3 次 5 ヵ年計画(2001 年度から 2005 年度まで)の期間中、輸出の年間増加率は

20％を超えたが、2003 年度は、欧米諸国の諸銀行が取引に米国通貨を使用してミャ

ンマーに金融サービスを提供することを禁じられたため、輸出はマイナス成長とな

った。同年度は輸入も減少した。第 1次及び第 2次短期計画では貿易収支は赤字と

なったが、2002 年度以降は 4 年連続で黒字に転じた。そして 2005 年度になると、

輸入が増加し始めた。 
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ミャンマーの貿易相手国は主にアジア諸国であり、国の貿易に占める割合は 90％、

続いて欧州諸国が 4.8％、アメリカ大陸諸国が 1.5％である。ASEAN 諸国は 51.3％

を占める。 

2006 年 9 月時点で、輸出総額と輸入総額は、前年度の同時期に比べてそれぞれ

28.2％及び 31.9％増加した。総貿易額も 29.49％増加した。 

全体として、貿易収支は、1977 年度以降 22 年連続して赤字であった。しかし、

状況はその後改善され、2002 年度以降は貿易収支が黒字となっている。 

また、経常収支も 20 年以上にわたって赤字であった。しかし、2002 年度以降は

経常収支も黒字になっている。 

 

3.2.2. インフレ 

第 1 次 4 ヵ年計画(1992 年度から 1995 年度まで)の期間中、年平均インフレ率は

25.18％であった。 

 

第 2 次 5 ヵ年計画(1996 年度から 2000 年度まで)の期間中、年平均インフレ率は

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 月にインフレ率が再び上昇し始めたため、これを一桁台に戻すための努

力がなされている。その結果、インフレ率は 2005 年 3 月に 3.76％に低下したが、

2006 年 9 月には再び 16.4％に上昇した。 

要約すると、第 1 次と第 2 次の短期計画期間中、インフレ率は約 25％であった。

第 3 次短期計画期間の中頃に、インフレ率が 5％未満に低下したが、その後再び上

昇し始めた。  

 

3.2.3. 投資 

1988 年度から 2006 年 9 月末までの期間、認可された外国投資総額は 138.49 億

US$であった。外国投資流入額は、アジア諸国における通貨危機の間接的影響、及

び一部の西側諸国が課した制裁措置によって、1997 年度から年々減少した。しかし、

外国投資は 2005 年度になると再び増加した。  

認可された投資総額は、2004 年度が 1億 5,800 万 US$、2005 年度が 60.6 億 US$で

あった。そして、プレッジされた外国直接投資（FDI）累積総額は、2012 年 9 月時

点で 410 億 9,753 万 9,000US$であった。 

外国投資に占める出資国の割合では、アジア諸国が 79.5％で最も高く、続いて欧

州諸国が 17.3％、そしてアメリカ大陸諸国が 3.2％である。アジア諸国のうち、ASEAN

の占める割合は 71.2％である。 

国家計画経済開発省の投資・企業管理局(DICA)のウェブサイトによると、認可さ

れた外国直接投資総額は、410 億 9,753 万 9,000US$である。国別と部門別の外国投

資額を示す表を、それぞれ付属資料 7と付属資料 8に示してある。 
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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 

ミャンマーにおいて生産され、輸出される主要な鉱物は、電気銅地金（cathode 

copper）、鉛地金（refined lead）、銀地金（refined silver）、亜鉛精鉱（zinc 

concentrate）、錫地金（refined tin）、錫精鉱（tin concentrates）、錫・タング

ステン混合精鉱及び石炭である。金、鉄鋼（iron and steel）、石灰石、工業用鉱

物及び重晶石（barites）は、国内消費用に生産されている。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ならびに国営ミャンマー石油ガ

ス公社（Myanmar Oil and Gas Enterprise）が使用している。ルビー、サファイア、

色石（colored gemstone）及びヒスイ（jade）などの宝石も輸出されている。 

国家計画・経済開発省中央統計局が発行し 2012 年 5 月に改訂した「月次経済指

標抜粋：2007 年 1 月」によると、汎用金属と鉱石の輸出量は、2002 年度が 35,000

ｔで 282.4 百万チャット、2003 年度が 30,800ｔで 340.2 百万チャット、2004 年度

が 32,800ｔで 547.5 百万チャット、2005 年度が（数値調査時において） 29,700ｔ

で 646.2 百万チャット、そして 2006 年 4 月から 2007 年 1 月までの統計では数量が

16,200ｔ及び金額が 632.9 百万チャットであった。 

国家計画・経済開発省中央統計局が発行した「月次経済指標抜粋：2007 年 1 月」

によると、鉱物採掘量は下表の通りである。 

 

表 2 鉱物採掘量 

（単位：ｔ） 

会計年度 

(4 月-3 月) 

錫精鉱 タングステ

ン精鉱 

錫、タン

グステン

(灰重石)

軟鉛 亜鉛精鉱 銀地金 

OZ 

（1,000Oz）

2002-2003 

2003-2004 

2004-2005 

2005-2006 

2006-2007 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

465 

616 

492 

737 

676 

729 

730 

653 

799 

89 

2 

7 

2 

2 

7 

8 

10 

1 

- 

- 

375 

419 

529 

828 

695 

454 

457 

736 

625 

165 

425 

463 

809 

577 

347 

191 

- 

- 

- 

- 

461 

673 

400 

281 

27 

199 

20 

- 

- 

- 

25 

36 

45 

40 

11 

7 

1 

- 

- 

- 

国家計画・経済開発省中央統計局が発行して 2012 年 5 月に改訂した「月次経済

指標抜粋：2007 年 1 月」によると、非金属鉱物の生産量は下表の通りである。 
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表 3 非金属鉱物生産量 

（単位：ｔ） 

会計年度 

（4月-3月） 
石炭 重昌石 石灰石 石膏 ドロマイト

2002-2003 

2003-2004 

2004-2005 

2005-2006 

2006-2007 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

115,175 

169,728 

230,385 

220,942 

277,057 

241,299 

231,271 

235,743 

351,770 

56,102 

15,050 

2,000 

2,229 

2,205 

2,927 

6,889 

7,008 

14,119 

31,791 

3,229 

43,323 

46,932 

39,332 

20,093 

15,851 

16,071 

10,783 

924 

- 

- 

90,002 

71,030 

66,038 

69,735 

56,151 

91,013 

84,516 

76,391 

76,669 

12,664 

3,806 

4,397 

4,013 

4,400 

3,800 

4,429 

4,429 

2,313 

1,300 

170 

 

鉱業部門がミャンマー経済に占める割合は小さい。上記 3.1.項に記載した国家計

画・経済開発省の説明によると、2005 年度において鉱業部門がミャンマー経済に占

める割合は 0.4％であった。 

米国地質調査所（US Geological Survey）発行の Minerals Yearbook に掲載され

ている「ビルマの鉱業」によると、1993 年度にミャンマー経済において鉱業部門が

占めた割合は約 1％であった。同様に、1994 年度が約 1.3％、1995 年度が約 1.3％、

1996 年度が約 1.7％、1997 年度が約 1.3％、1998 年度が約 1.6％、1999 年度が約

1.7％、2000 年度が約 2％、そして 2001 年度が約 0.8％となっている。 

 

4.2. ミャンマーにおける鉱業活動の概要 

鉱山省のウェブサイトによると、ミャンマーにおける鉱業活動の概要は以下のと

おりである。 

ルビーとサファイアは、13 世紀以来ミャンマー北部のモゴク（Mogok）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 150mi に位置してい

る。ヒスイ輝石は、ミャンマー北部のカチン（Kachin）州で生産されている。  

電気銅地金は、ミャンマー北部のサガイン（Sagain）管区にあるモニワ（Monywa）

の Sabetaung & Kyisintaung 鉱山（通称 S&K 鉱山）において生産されている。S&K

鉱山は、1999 年 1 月に商業生産を開始し、2011 年の銅の生産量は約 12,000ｔであ

った。生産する電気銅地金は、ロンドン金属取引所（London Metal Exchange）に

登録されている。S&K 鉱山は、カナダのアイバンホー・ホールディング・リミテッ

ド社と鉱山省傘下にある第 1 鉱業公社（No. 1 Mining Enterprise）による資本出
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資比率 50:50 の合弁会社であるミャンマー・アイバンホー・カッパー・カンパニー・

リミテッド（MICCL）が操業していたが、アイバンホー社はリオティント社との取

引に従って、上記合弁会社に投資した 50％の持分を 2007 年 2 月に信託機関 Monywa 

Trust に寄託し撤退。その後、中国有数の軍需産業企業グループである中国北方工

業公司（NORICO：China North Industries Corporation）がその権益を取得し、

Sabetaung、Sabetaung South、Kyisintaung の 3 つの鉱床開発を目的とした生産分

与契約（Product Sharing Contract：PSC）の下、2012 年 3 月に鉱床開発及び建設

に着手した。建設期間は 17 か月の予定。なお、Ivanhoe Mines Ltd.は 2011 年 8 月

に Monywa Trust から権益譲渡金として 1.03 億 US$を受領したと発表している。 

ナムツ・ボードウィン（Namtu Bawdwin）鉛・亜鉛鉱山は、15 世紀から操業して

いる。ミャンマーの独立以前は、ナムツ・ボードウィンは、ビルマ・マインズ・リ

ミテッド社（Burma Mines Ltd）が運営していたが、1951 年に合弁会社による操業

となった。現在、ナムツ・ボードウィン鉱山は、第 1鉱業公社が操業している。第

1 鉱業公社が操業しているその他の鉛・亜鉛鉱山としては、Yadanatheingi 鉱山と

Bawsaing 鉱山があり、ともにシャン州に位置している。Bawdwin 坑内採掘鉱山は独

自の選鉱プラントを保有しており、 鉛の硫化鉱が精鉱の後にナムツ精錬所に持ち

込まれ、鉛地金、銀地金及び亜鉛精鉱が生産されている。副産物として、銅マット、

ニッケルスパイス及びアンチモン鉛が生産されている。同地域には、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

業公社で生産される銀と鉛も、ロンドン金属取引所に登録されている。 

第二次世界大戦以前、カヤー（Kayah）州に位置するモーチ（Mawchi）鉱山は、

世界市場において、錫・タングステン（灰重石）混合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・タングステン混合精鉱は、タニンタ

リー（Taninthayi）管区内で生産されている。錫の主要鉱山は、Heinda、 Kanbauk

及び Kalonta である。タンリン（Thanlyin）にある錫精錬所 1社を除いて、錫とタ

ングステンの鉱山はすべて民営化されており、現在では国営の錫とタングステンの

鉱山は存在しない。 

国営の第 3 鉱業公社は、カレワ（Kalewa）坑内掘石炭鉱山とナンマ（Namma）露

天掘石炭鉱山を操業している。民間部門では、タニンタリー管区の Mawdaung 露天

掘石炭鉱山が年間 500,000ｔ以上の石炭を生産してタイに輸出している。シャン州

の民間石炭鉱山は、州内企業が州内消費のために操業している。  

マンダレー近郊のタージー（Thazi）には重晶石粉砕工場が 1 つ存在する。粉砕

された製品は、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 郡区に位置する Kyaukpahto 金鉱山は、第 2鉱業公社が操

業している。この鉱山は、地元の民間企業に売却する手続きが進められている。マ

ンダレー管区、サガイン管区及びカチン州にある民間金鉱山は、複数の民間鉱業会

社と第 2鉱業公社の間で締結された生産物分与契約に基づいて操業されている。  

ピン・ウー・ルウィン（Pyin Oo Lwin）の第 1鉄鋼プラントは、ピン・ウオール
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ウィンの南東 26mi に位置する Kyatwinye 鉄鉱山から採掘された鉄鉱石を製鉄して

いる。第 1鉄鋼プラントは、海綿鉄、銑鉄、鋼鉄、鋼鉄研磨ボール及び丸鋼を生産

している。これらの製品は、国内の建設工事に使用されている。 

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

ウムの含有率が高く外観の特徴がない石灰石は、セメント生産用の原料として使用

されている。これに対して、美しい風合いと色彩を醸し出す成分を含んだ石灰石は、

定尺石と呼ばれる装飾用石灰石として使用されている。ロイカウ（Loikaw）近郊に、

良質の装飾用石灰石鉱山がある。石灰石の生産量は、国内セメント産業の需要を十

分に賄っている。 

ミャンマーでは、数多くの鉱床から、耐火粘土、黄土、カオリン、石綿、ベント

ナイト及び石英などが生産されている。 

以下に、「国の発展の記録：1988 年以前と以後（2010 年 12 月 31 日まで）の比較」

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、金及び石炭が採掘されてきた。1988 年以降、この州

では滑石と水晶も生産されている。現在、合弁事業による民間のヒスイ鉱山数が増

加している。カチン州では、2006 年 12 月 31 日までに、590oz の金が生産された。 

カヤー州では、モーチ鉱山において、錫、タングステン及び頁岩が生産されてい

る。この州では、1988 年以降、大理石とアンチモン鉱床も発見された。2006 年 12

月 31 日までに同州での大理石とアンチモンの生産量は、それぞれ 212.16ｔ及び 260

ｔであった。 

カイン州では、2006 年 12 月 31 日までに、亜鉛が3,000ｔ、アンチモンが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。 

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、それぞれ生産された。さらに、カイン州で

新たに発見された鉛とタングステンの混合鉱床から、2ｔが生産された。1988 年同

生産量は 0.98ｔであった。 

シャン州では、40,183ct の宝石が生産された。また、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 129,989oz、

高品位鉛地金が 2,399ｔ、鉛地金が 6,203ｔ、そして重晶石が 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 340,000kg、銅が 28,593ｔ、純金が

5,178.17oz、未精製金が 1,702.68oz、そして石炭が 101,516.4ｔ、それぞれ生産さ

れた。 

タニンタリー管区は、真珠の産地としてよく知られている。1988 年以降、真珠の

生産量は 3,229,844.6 匁増加した。錫とタングステンの生産量は、1,072.29ｔに達

した。石炭は 119,162.83ｔ、ガラス生産用の砂は 9,734.38ｔが、それぞれ生産さ

れた。 

バゴー（Bago）管区では、 金の生産量が 1988 年の 9.52oz から 144.24oz に増加
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した。   

マグウェー（Magway）管区では、石炭が 2,595.37ｔ、工業用石灰石が 35,094.80

ｔ、それぞれ生産された。 

マンダレー管区には、モゴクという宝石の産地がある。2006年 12月 31日までに、

260 の宝石鉱区が拡大され、様々な宝石が総計 2,640,557ct 採掘された。金鉱山は、

1988 年にはわずか 2であったのに対し、現在では 172 に拡大し、2006 年には 953oz

の粗金が生産された。大理石、アンチモン、炭酸ナトリウム酸化物、石灰石及びそ

の他の鉱物も採掘されている。 

また、「国境地域における通信、工業、鉱業及びエネルギー部門の持続的開発」

によると、2005 年 12 月までの貴金属の生産量推移は下表の通りである。 

 

表 4 貴金属の生産量 

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 (oz) 

錫 (t) 

鉛 (t) 

亜鉛 (t) 

粗鉛・亜鉛 (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 

- 

- 

- 

- 

- 

67,416 

- 

4,237 

2,684 

493 

209 

6,020 

4,273 

228 

29 

215,834 

2,762 

3,798.22

1,869 

252 

209 

6,020 

4,273 

228 

29 

148,418 

2,762 

 

2005 年 12 月までに全国で採掘された鉱物量の伸びを下表に示す。 

 

表 5 採掘鉱物量 

番号 品目 1988 年 2005 年 増加量 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

石炭 (t) 

アンチモン (t) 

大理石 (t) 

石膏 (t) 

耐火土 (t) 

軟質土 (t) 

砂岩 (t) 

39,332 

- 

- 

21,188 

- 

- 

- 

367,025 

5,470 

4,064 

72,196 

43,654 

7,317 

10,533 

327,693 

5,470 

4,064 

51,008 

43,654 

7,317 

10,533 
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下表は、州及び管区における鉱区数の増加状況を示している。 

 

表 6 鉱区数 

番号 州及び管区 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 

タニンタリー管区 

バゴー管区 

マンダレー管区 

エーヤワディー管区 

3 

2 

- 

6 

7 

10 

6 

19 

1 

16 

2 

1,246 

12 

17 

31 

8 

344 

627 

54 

22 

687 

5 

1,243 

10 

17 

25 

1 

334 

621 

35 

21 

671 

3 

 

2012 年 7 月時点で、外資による鉱山投資は 7件を数え、豪州、中国、ロシア、タ

イ、ベトナム企業により、亜鉛、鉄鉱石、ニッケル、金、錫、大理石鉱山への投資

が行なわれている。 

 

ミャンマーでの大規模又は外資による主要な鉱山は、次のとおりである。 

○Monywa 銅鉱山 

ミャンマーの Myanmar Yang Tse Copper 社が操業。SX-EW により銅地金を生

産。年産能力は 2.5 万ｔ。資源量は銅品位平均 0.136％で約 10 億ｔ。 

同鉱山の権益の 50％を保有していた Ivanhoe Mines Ltd の撤退後、中国有数

の軍需産業企業グループである中国北方工業公司（NORICO：China North 

Industries Corporation）がその権益を取得し、Sabetaung、Sabetaung South、

Kyisintaung の 3 つの鉱床開発を目的とした PSC の下、2012 年 3 月に鉱床開

発及び建設に着手している。 

○Tagaung Taung ニッケル鉱山 

中国有色鉱業集団公司（CNMC：China Nonferrous Metal Mining （Group） Co. 

Ltd.）と鉱山公社との PSC による操業。2011 年 3 月に採掘を開始し、現在製

錬プラントを建設中であり、ニッケル・マットを生産する計画。 

○Heinda 錫鉱山 

タイ資本の Myanmar – Pongpipat 社が第 2鉱山公社との PSC により操業。 

○その他 

錫・タングステンは Mawchi 鉱山、Kanbauk 鉱山などで、鉛・亜鉛は Baudwin

鉱山、Yadanar Theingi 鉱山などで生産されている。また、アンチモンは 40
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カ所での小規模採掘が実施又は計画されており、そのうち、Thabyu 鉱床及び

Lyhamyar 鉱床は大規模開発となる期待が寄せられている。 

この他、外資によるものとして、ベトナム企業の Simco Songda 社が第 3 鉱

山公社との PSC により砕石鉱山を操業している。 

 

4.3. 探鉱及び開発プロジェクト 

2012 年 7 月時点で、中国、カナダ、ロシア、豪州、日本の企業が、鉱山省 DGSE

との JV による探鉱プロジェクトを実施又は実施の申請を行っている。プロジェク

ト数は 16 件を数え、内訳は次のとおり。 

(1) 探鉱実施中：2件 

・Nobel Gold Ltd（露）：Banmauk 地域金プロジェクト 

・North Mining Ltd（中）：Mwe Taung 地域ニッケル・プロジェクト 

(2) 探鉱許可申請中：14 件 

・Brila Corp. Ltd（加）：Indainggyi 地域石灰石プロジェクト 

・Singquest Ltd（加）：Kani 地域銅・金プロジェクト 

・Zhong Chuan Co. Ltd.（中）：Ngaphe 地域石炭プロジェクト 

・Xingye Gp Co. Ltd.（中）：Heho 地域銅・鉛・亜鉛プロジェクト 

・Poly mining Co. Ltd.（中）：Dawei地域錫・タングステン・プロジェクト 

・De Rui Feng Co. Ltd.（中）：Dawei River 地域錫プロジェクト 

・日鉄鉱業（日）：Dawei River 地域錫プロジェクト 

・Baoyi Gp Ltd（中）：Marliphant 地域鉄鉱石プロジェクト 

・NFC Ltd.（中）：Panwa 地域鉛・亜鉛・レアアース・プロジェクト 

・Guilin Research Co.（中）：Wuntho地域ニッケル・クロム・プロジェクト 

・HeChiShengHong Co.（中）：Mahochaung 地域鉛・亜鉛プロジェクト 

・Asia Pacific Ltd.（豪）：Namtu Bawdwin 地域鉛・亜鉛プロジェクト 

・Guilin Research Co.（中）：Tagaung地域ニッケル・クロム・プロジェクト 

・Guilin Research Co.（中）： Monywa 地域銅プロジェクト 

 

その他、鉱山省が発行した国内企業向け鉱業権は全 1,355 件（2012 年 7 月現在）、

内訳は、探鉱許可 551 件、小規模採掘許可 520 件、大規模採掘許可 129 件、零細採

掘許可 20 件、小規模プロセス許可 135 件となる。このうち、主な生産企業は、銅 3

社、錫・タングステン 8社、鉛・亜鉛 20 社、鉄鉱石 6社、アンチモン 12 社などと

なる。 
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5. 鉱業法規 

5.1. 鉱物資源政策 

ミャンマー政府の鉱物資源政策は、国の経済目標に基づいており、国内外から技

術ノウハウと投資を誘致するように規定されている。このため、鉱物資源政策は、

現在の生産量を拡大して、膨らむ国内需要を満たすとともに、外貨収入の増大を目

指している。したがって、鉱物資源としては、銅、金、石炭、ニッケル、鉛、亜鉛

及び鉄鉱石の開発と、セメント用資材、石材及び砂利などの建設用鉱物の開発に重

点が置かれている。 

以上を背景として、鉱山省は、自ら新規投資は行わない代わりに、国内外の投資

家に対し鉱物部門への投資を奨励する政策をとっている。 

 

5.2. 鉱業行政機関 

鉱山省は、鉱業部門における政策、法律及び規制の立案と施行を管轄する政府機

関である。鉱山省には 6つの公社と 2つの局があり、第 1鉱業公社、第 2鉱業公社、

第 3鉱業公社、地質調査・鉱物探査局及び鉱山局である。 

第 1 鉱業公社は、鉛、亜鉛、銅及び銀などの非鉄金属、並びにアンチモン、鉛、

銅マット、ニッケルスパイスなどの副産物の生産と販売を管轄している。第 2鉱業

公社は、錫地金、錫精鉱、錫・タングステン混合精鉱及び錫・タングステン（灰重

石）混合精鉱の生産と販売を管轄している。第 3 鉱業公社は、鉄鋼石、石炭、工業

鉱物、並びに御影石や大理石鉱床から得られる切石の生産を管轄している。地質調

査鉱物探査局は、地質調査、探鉱、鉱床の評価、ラボ及びパイロットプラントにお

ける試験、採算性調査並びに技術支援を担当している。鉱山局は、「ミャンマー鉱

山法及び鉱山規則」(Myanmar Mines Law and Rules)に従って、鉱物の探査、生産

及び選鉱の申請を審査する責任を負うとともに、生産活動が法規に準拠して行われ

ているかを監視し、鉱業部門の発展を促進し、鉱山省が発令した法律の行政管理を

行い、環境問題に配慮して鉱業部門を継続的に発展させる責務を担っている。 

 

5.3. 鉱山法の歴史 

現在の鉱山法の施行前は、宝石と鉱山に関し、以下の法律が適用されていた。す

なわち、「1887 年ミャンマー北部ルビー規制」(The Upper Myanmar Ruby Regulation 

of 1887)、「1923 年鉱山法」(The Mines Act of 1923)と規約集、並びに「1961 年

ミャンマー連邦鉱山及び鉱物法」(The Union of Myanmar Mines and Minerals Act 

of 1961)である。  

なお、2013 年 1 月時点で、鉱山省では新鉱山法の草案策定作業に着手しており、



 

－32－ 

専門家及び一般から広く意見を取り込む形で作業に取り組んでおり、「環境を重視

した持続的鉱業開発保護」及び「市場経済原則に基づいた透明性の確保」を大きく

盛り込む方針としている。 

 

5.4. 鉱山法 

市場経済への移行に合わせて、ミャンマー政府は、国の鉱業部門の発展のために

外国企業による投資を奨励しており、そのために、「ミャンマー鉱山法」(the Myanmar 

Mines Law)及び「ミャンマー鉱山規則」(the Myanmar Mines Rules)を、1994 年 9

月と 1996 年 12 月にそれぞれ施行した。これらの新しい法規により、それ以前の鉱

業関連法規は廃止された。  

「ミャンマー鉱山法」(以下、「鉱山法」と呼ぶ)は、以下を目標として制定され

た。 

(a) 政府の鉱物資源政策を実施する 

(b) 鉱物製品の生産を増やすことで国内需要を満たし、輸出を促進する 

(c) 鉱物資源に関する国内外からの投資を拡大する 

(d) 鉱物探査、探鉱及び生産を希望する個人や企業から提出された申請を管

理、審査し承認する 

(e) 鉱物資源の保護、利用及び調査活動を実施する 

(f) 鉱山の操業による有害な影響を緩和するための環境保護活動を推進す

る(鉱山法第 3条)。 

 

鉱山法は全 12 章と 40 条で構成され、以下の事柄を定めている。名称と用語の定

義、法律の目的、許許可の申請と承認、許可保有者の義務、鉱物生産のための土地

と水の使用権、ロイヤルティー、鉱物埋蔵地域と宝石鉱区の指定、主任検査官（Chief 

Inspector）の義務、行政措置の実施、試用期間の制定（issue of probation）、違

反行為と罰則、並びにその他の細則。 

鉱山省は、鉱山法第 39 条(a)項の規定により付与された権限を行使して、1996 年

12 月 30 日に政府の承認を得て「ミャンマー鉱山規則」（以下、「鉱山規則」と呼ぶ）

を公布した（告知番号 125/96）。鉱山規則は、全 27 章、124 の規則で構成されてお

り、鉱山法よりも包括的な内容となっている。鉱山規則で規定している内容は、次

の通りである。 

・許可の申請と承認 

・許可保有者の権利と義務 

・鉱物生産のための土地と水の使用権 

・許可の譲渡、放棄、一時停止及び解除、契約の締結 

・人員の任命、作業条件、安全に関する条件、環境保護、事故の報告並びに政

府による検査への協力 
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鉱山法と鉱山規則の条項の中で、特に留意すべき事柄を以下に記す。鉱山規則で

規定されている書式 1 から書式 15 までと、附属書(a)を付属資料 9(1)、(2)に添付

してある。  

 

5.4.1. 用語の定義 

鉱山法では、鉱山、鉱物、金属鉱物、工業鉱物、石材、許可、鉱物探査、鉱物探

鉱、鉱物生産、大規模生産、小規模生産、零細生産及び選鉱（鉱山法第 2条）など

の用語が定義されている。 

「鉱山」は、採掘やその他の作業が行われる場所、掘削場又は作業場及びこのよ

うな採掘や掘削が行われる場所又は作業場に隣接した場所における採掘・選鉱関連

の用地並びに機械設備を意味する。「鉱山」には、工業鉱物及び石材が採掘される

採石場も含まれる。 

「鉱物」は、採掘又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、工業鉱物及び石材を意味する。 

「金属鉱物」は、金、銀、白金、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、ニオブ、ウラン、トリウム、鉄、亜鉛、

銅、鉛、錫、タングステン、ニッケル、アンチモン・アルミニウム、ヒ素、ビスマ

ス、カドミウム、クロム、コバルト及びマンガンを意味する。「金属鉱物」には、

鉱山省の承認を得て、適宜、告示により金属鉱物に指定された物質も含まれる。た

とえば、2001 年 2 月 27 日に鉱山省が告示番号 20/2001 によって指定したチタン、

モリブデン及びマグネシウムが「金属鉱物」の定義に加えられた。 

「工業鉱物」は、石炭、石灰石、石膏、重晶石、黒鉛、二酸化マンガン、ドロマ

イト、蛍石、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、白雲母及び黒雲母を意味

する。「工業用鉱物」には、鉱山省の承認を得て、適宜、告示により工業用鉱物に

指定された物質も含まれる。2001 年 2 月 27 日に鉱山省が告示番号 20/2001 によっ

て指定した硫黄、ソーダ灰、リン酸塩、ボーキサイト及びガラス砂が「工業鉱物」

の定義に加えられた。 

「石材」は、装飾用途に使用できる品質の石灰石、石英、御影石、大理石、ペグ

マタイト及び片麻岩を意味する。「石材」には、鉱山省が政府の承認を得て、適宜、

告示で装飾用の品質を備えた石材と指定した物質も含まれるが、装飾用途の品質を

有せずに通常は道路建設用に使用される石材は含まれない。2001 年 2 月 27 日に鉱

山省が告示番号 20/2001 によって指定したスレート、木化石、輝石、蛇紋岩、角閃

石、及び安山岩が、「石灰石」の範疇に属するとして「石材」の定義に加えられた。 

「許可」は、鉱山法に基づいて、鉱物探査、探鉱又は生産を目的として、別個又

は包括的に発行される許可を意味する。 

「鉱物探査」は、鉱物及び鉱床を調査することを意味する。「鉱物探査」には、

土地の鉱物成分を試験する過程も含まれる。 



 

－34－ 

「鉱物探鉱」は、鉱床の規模、形状、位置、品質及び量を特定することを意味す

る。 

「鉱物生産」は、鉱物を採掘するための全ての段階の作業を意味する。「鉱物生

産」には、採掘及び選鉱のあらゆる段階の作業も含まれる。 

「大規模生産」は、多額の投資と支出、又は特別な技術的ノウハウと手法を必要

とする商業的生産を意味する。 

「小規模生産」は、多額の投資と支出、又は特別な技術的ノウハウと手法を必要

としない商業的生産を意味する。 

「零細生産」は、通常の手作業道具を使用した鉱物生産を意味する。 

「選鉱」は、鉱石又は鉱物の品質等級又は価値を向上させるための工程を意味す

る。「選鉱」には、精鉱又は地金を得るための選別、濃縮、精錬及び精製、並びに

終製品を得るための宝石用原石のカッティング及び研磨作業も含まれるが、鉱山

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ティング及

び研磨作業は含まない。 

大規模生産、小規模生産又は零細生産の分類に関して、鉱山省は自らの裁量で、

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(鉱山法第 11

条)。 

 

5.4.2. 許可の申請 

鉱山法は、鉱物探査、鉱物探鉱及び鉱物生産の許可を取得するための基本要件を

規定している。 

鉱山法によると、鉱物探査、鉱物探鉱及び鉱物生産は、鉱山省から許可を取得し

ない限り、実施することはできない。したがって、鉱物探査、鉱物探鉱及び鉱物生

産を希望する個人及び企業は、鉱山規則に添付されている指定の書式を使用して、

鉱山省に許可を申請しなければならない。 

申請の対象に応じて、 初の許可申請は、鉱山省、鉱山局、それぞれの鉱業公社、

又は、鉱山法及び鉱山規則に基づいて鉱山省から権限を付与されている係官のいず

れかに提出しなければならない。 

金属鉱物の探査、探鉱並びに大規模生産及び小規模生産、あるいは工業鉱物又は

石材の大規模生産に対しては、申請を鉱山省に提出しなければならず、申請に際し

ては鉱山規則の書式 1又は書式 3を使用しなければならない（鉱山法第 4条、鉱山

規則の第 3、12、23 及び 35 項）。 

金属鉱物の探査、探鉱及び大規模又は小規模の生産、あるいは工業用鉱物又は石

材の大規模生産が外国投資を伴う場合、鉱山省は、政府の承認を得て、許可を与え

ることができる（鉱山法第 7条、鉱山規則の第 4、13 及び 24 項）。  

工業鉱物又は石材の探査、探鉱又は小規模生産の場合、申請は鉱山局に申請しな

ければならず、申請に際しては、鉱山規則に指定された書式 1又は書式 3を使用し

なければならない（鉱山法第 5条、鉱山規則の第 3、12 及び 35 項）。 
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金属鉱物、工業鉱物又は石材の零細生産に関しては、申請をそれぞれの鉱業公社、

又は鉱山省から権限を付与された係官に提出しなければならず、申請に際しては鉱

山規則に指定されている書式 5を使用しなければならない（鉱山法第 6条、鉱山規

則の第 43 項）。 

金属鉱物、工業鉱物又は石材の探査、探鉱、大規模又は小規模の生産のうちの複

数項目に対する包括的許可に関しては、申請を鉱山省に提出しなければならず、申

請に際しては鉱山規則に指定されている書式 1 及び 3 を使用しなければならない

（鉱山規則の第 47 項）。 

 

5.4.3. 許可保有者の義務 

鉱山法では、許可保有者は鉱山法、鉱山規則及びこれらに基づいて規定された命

令や指令を順守するとともに、許可保有者の許可証に規定された条件に従うように

定めている（鉱山法の第 12 条(a)項及び(b)項）。 

鉱山規則は、各種の許可保有者の義務を以下のように定めている。  

 

(1) 鉱物探査許可保有者の義務 

鉱物探査許可保有者の義務は以下の通りである。 

(a) 探査許可証の条件を順守する。 

(b) 探査区域内で許可されている鉱物に限定した探査活動を行う。 

(c) 鉱物探査活動の開始前及び終了前に、探査区域を管轄する行政当局、

及び鉱山省から指定された係官に対し、事前に個別の作業計画を通知

する。 

(d) 許可において許可されていない限り、ボーリング、掘削又はその他の

地下作業を行ってはならない。 

(e) 鉱山省又は鉱山局が定めた特定の規則に従って、鉱物探査区域で探査

活動を実施する独占的権利を持つ。 

(f) 鉱物の分析や、鉱物の品質見極め、あるいはそのための試験を行う場

合を除いて、鉱山省又は鉱山局からの書面による許可がない限り、鉱

物探査地域からいかなる鉱物も掘削してはならない。 

(g) 承認された鉱物探査計画だけに従って探査活動を実施する。 

(h) 鉱物探査地域において、あるいは鉱物探査地域に関連して、許可など

で支出することを求められた金額を下回らない額を支出する。 

(i) 鉱山省又は鉱山局に対して、許可の規定で要求されている報告書、情

報及び関連文書を提出する。 

(j) ミャンマー国内において、鉱山省又は鉱山局に登録した窓口を維持し

て、連絡はこの窓口宛に行えるようにする（鉱山規則の第 50 及び 51

項）。 

 



 

－36－ 

(2) 鉱物探鉱許可保有者の義務 

鉱物探鉱許可保有者の義務は以下の通りである。 

(a) 探鉱許可の条件を順守する。 

(b) 承認された探鉱計画に従って、探鉱活動を実施する。 

(c) 探鉱活動の開始前及び終了前に、探鉱区域を管轄する行政当局、及び

鉱山省から指定された係官に対して、事前に個別の作業計画を連絡す

る。 

(d) 探鉱許可の条件に従って、許可で認められた支出額を下回らない金額

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) 許可証の条件に従って、ミャンマー国民を雇用し訓練する。 

(g) ミャンマー国内において、鉱山省又は鉱山局に登録した窓口を維持し

て、連絡をこの窓口宛に行えるようにする。 

(h) 探鉱許可の対象となっている鉱床、あるいは経済的価値がある可能性

のある他の鉱物鉱床が発見された場合には、当該発見から 30 日以内

に鉱山省又は鉱山局に通知する。 

(i) 発見された鉱床において商業的な生産が実施できるか否かを判断す

るための採算性調査を、1 年以内に、あるいは鉱山省又は鉱山局が許

可した期間内に実施する。 

(j) 鉱山省又は鉱山局から個別の許可を取得しない限り、各年末以降は探

鉱区域の半分以上の地域を放棄する。 

(k) 探鉱の過程で行った穿孔、試掘孔、溝又は掘削跡を埋め戻すか、ある

いは安全な状態に戻す。 

(l) 探鉱計画に関して追加事項があった場合は、鉱山省又は鉱山局に対し

て適宜連絡する。 

(m) 鉱山省又は鉱山局が許容できる形で、探鉱活動を含む全ての正確な記

録を保存する。 

(n) 鉱山省又は鉱山局に対して、少なくとも 3 ヶ月に一度、記録の写し、

及びその記録に基づいて作成された報告書を提出する（鉱山規則の第

54、55 及び 56 項）。 

 

ただし、鉱山省又は鉱山局は、鉱物探査許可保有者又は鉱物探鉱許可

保有者から申請があった場合は、申請した鉱物探査許可保有者又は鉱物

探鉱許可保有者の義務を制限、削減、変更又は一時停止することができ

る（鉱山規則の第 52 及び 57 項）。 
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(3) 大規模鉱物生産許可保有者の義務 

大規模鉱物生産許可保有者の義務は以下のとおりである。 

(a) 大規模生産許可証の条件を遵守する。 

(b) 承認された鉱山開発及び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) 鉱山開発及び鉱物生産プログラムに指定された日付又はそれ以前に

生産を開始し、鉱山省に対して、生産開始前及び生産終了後に通知す

る。 

(d) 鉱山省が承認した方法で許可区域の境界を定める。 

(e) 鉱山省の要件を満たす形で、採掘が終了した土地を埋め戻し、再緑化

措置を講じ、あるいは開墾する。 

(f) ミャンマー国内において、鉱山省又は鉱山局に登録した窓口を維持し

て、連絡をこの窓口宛に行えるようにする。 

(g) 鉱山省が承認できる形で、許可区域での創業に関する正確で完全な技

術記録を保存するとともに、全ての地図の写し、航空写真、地質図、

コア記録、分析・試験結果、取得したその他全てのデータ、関連する

表並びに許可区域に関する地図を含む地質報告書の写しを保存する。 

(h) 鉱山省から権限を付与された係官が、保管されている帳簿や記録をい

つでも検査できるようにする。 

(i) 鉱山省が適宜行う要請に応じて、保管されている帳簿及び記録の写し

を無償で鉱山省に提供する（鉱山規則の第 59、60 及び 61 項）。 

 

(4) 小規模鉱物生産許可保有者の義務 

小規模鉱物生産許可保有者の義務は以下のとおりである。 

(a) 小規模鉱物生産許可証の条件を遵守する。 

(b) 小規模鉱物生産許可証の条件に従って、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山省又は鉱山局が適宜要求あるいは指

定した情報を提出する。 

(d) 鉱物生産における安全の確保や優れた採掘実施を目的として、鉱山省

又は鉱山局が発布する指令を順守する。 

(e) 鉱物生産の開始前と終了後に、許可区域を管轄する行政当局及び鉱山

省から指定された係官に対して、鉱物生産の開始あるいは終了の予定

を事前に連絡する。 

(f) 鉱山省又は鉱山局が承認した方法で許可区域の境界を定める。 

(g) 鉱山省又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、開墾する(鉱山規則の第 63 項)。  

 



 

－38－ 

(5) 零細鉱物生産許可保有者の義務 

零細鉱物生産許可保有者の義務は以下のとおりである。 

(a) 零細鉱物生産許可証の条件を順守する。 

(b) 鉱山省又は鉱山局が適宜行う通知の指令に従って、鉱物生産を実施す

る(鉱山規則の第 65 項)。 

(6) 包括的許可保有者の義務  

鉱物探査、鉱物探鉱及び鉱物生産のうちで 2つ以上の活動を行うことに

対する包括的許可を保有している者は、以下の義務を負う。 

(a) 包括的許可証の条件を順守する。 

(b) 活動内容の組み合わせに対応して、鉱物探査許可保有者、鉱物探鉱許

可保有者、大規模鉱物生産許可保有者及び小規模鉱物生産許可保有者

の該当する義務を遵守する。包括的許可保有者は、鉱物探査から鉱物

探鉱に移行する場合、あるいは鉱物探鉱から鉱物生産に移行する場合

には、このような移行が行われる少なくとも 30 日前に、対象となる

区域を鉱山省に示して通知しなければならない(鉱山規則の第 67項)。 

 

さらに、包括的許可保有者は、人員及び労働者の任命、作業条件、安

全に関する条件、福利、厚生、衛生及び懲戒措置、環境保護、事故の

報告並びに検査の受け入れに関して、鉱山規則を順守しなければなら

ない(鉱山法第 13 条)。 

 

(7) 人員及び労働者の任命 

人員及び労働者の任命に関しては、それぞれの鉱山において、統制と管

理を行うために指定された資格を有するマネージャーを任命しなけれ

ばならない。このマネージャーの行為は、許可保有者の行為と見なされ

る。鉱物生産許可保有者は、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。鉱山における子供の雇用は禁じられている。

また、保健福祉サービスを除いて、女性を地下作業で雇用することはで

きない。同様に、職務を遂行する体力があることと年齢を証明する保健

当局の証明書がない限り、18 歳未満の人間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全ての人物に関して、鉱山規則で定められ

た規定の様式 8を使用して名簿を作成して保管しなければならない。ま

た、地下で雇用される全ての人物に関して、鉱山規則で定められた所定

の様式 9を使用して名簿を作成して保管し、地下での作業時間中は、地

下で作業をする各自の氏名を表示しなければならない。さらに、鉱物生

産許可保有者又はマネージャーは、労働者が所定の労働時間を超えて働

いた場合は、その労働者の通常時給の 2倍の時間外手当を支払い、加え

て諸手当の支払いを受けている労働者には通常の率での諸手当も合わ
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せて支払わねばならず、さらに、労働者が公休日に働いた場合は、通常

の賃金に加えて、労働省が指定した公休日手当を支給しなければならな

い。同様に、労働者が出来高払いで賃金の支払いを受けている場合、許

可保有者又はマネージャーは、このような労働者の平均賃金率にできる

だけ近い時間給を設定しなければならない。このように設定された時間

給は、このような労働者の通常賃金率と見なされる(鉱山規則の第 87、

88、89、90、92、93 及び 94 項)。 

 

(8) 労働条件 

労働条件に関しては、鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、以下の

事柄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、雇用されたどの人物も 1日 8時間を超えて、あるいは週

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、労働者

が終日連続して働く必要がある場合は、週 48 時間働くことを認めて

も良い。 

(c) 露天採掘鉱山で雇用されている労働者の労働時間が、休憩時間も含め

て 1日 10 時間を超えないようにする。ただし、このような労働者は、

少なくとも 1 時間の休憩時間を取らなかった場合は、5 時間を超えて

働かせてはならない。 

(d) 坑内採掘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、作業の都合によっては交代勤務体制を採用す

ることができるが、各シフトの労働時間は 8時間を超えてはならない。 

(e) 労働者名簿に登録された労働時間帯の範囲内以外には、労働者を地下

採掘鉱山で働かせてはならない。 

(f) ある労働者が交代勤務体制で労働し、夜中の 12 時をまたいで働いた

場合、この労働者に対する翌日は、当該シフトの終了時から 24 時間

とし、真夜中以降に働いた時間は、前日分として計算する。 

(g) 所定の様式 10 又は 11により露天採掘鉱山及び坑内採掘鉱山における

作業の開始時間と終了時間を示した通知、あるいは、交代勤務体制を

実施する場合は、各シフトの作業開始時間と終了時間を示した通知を、

鉱山事務所の外部に掲示する。さらにこのような通知の写しを、鉱山

局の長官である主任検査官に送付する。 

(h) これらの通知は、作業開始の 7日前までに掲示する。 

(i) 作業又は交代労働の開始時間と終了時間を変更する場合は、その変更

の 7 日前までに所定の様式 12 によって変更通知を鉱山事務所の外部

に掲示し、このような通知の写しを、変更の 7 日前までに主任検査官

に送付する。 
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(j) どの労働者も、上記通知の内容に従わずに働かせてはならない。 

(k) 労働を行う土曜日、日曜日の直前又は直後の 3日間以内に 1日の休暇

を与えない限り、いかなる労働者も土曜日又は日曜日に働かせてはな

らない。 

(l) 代替休暇を与えられない場合、その労働者が取得できなかった休暇日

数に相当する休暇を、取得する権利のある休暇日を起点として 1ヶ月

以内に与える。 

(m) 土曜日又は日曜日あるいは代替休暇日に関する通知は、このような土

曜日又は日曜日あるいは代替休暇日において鉱山で作業が開始され

る時間(のいずれか早い方)の遅くとも 24 時間前までに掲示する。い

かなる労働者も、2日間の完全休暇を取らずに連続して 10 日間働かせ

てはならない。 

(n) 土曜日又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できる。ある労働者を土曜日又は日曜日に働か

せる必要がある場合は、当該労働者の週労働時間を計算するために、

当該土曜日又は日曜日を、当該労働者がその代替休暇日を取得した週

に含めることができる(鉱山規則の第 95 項)。 

 

しかし、鉱山又はそこで働く人の安全に深刻な危険が生じている非常

時には、鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、労働者に上記 95

項の規定に反する義務を課すことができる。この場合、このような事

実に関する記録を直ちに作成して、主任検査官が鉱山に対して行う次

の検査の際に提出しなければならない。また、このような記録の写し

は、参考情報として直ちに主任検査官に提出すること(鉱山規則の第

95 項)。 

 

(9) 安全に関する条件 

安全に関す得る条件に関して、鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、

自らの統制下にある鉱山において安全を確保して事故を防止するため

のあらゆる措置を講じなければならない。特に以下の措置が求められる。 

(a) 安全な操業と健全な作業環境を確保できるように、鉱山を設計、建設

し、通信システムを含め、必要な電気、機械設備などを用意する。 

(b) 労働者及びその他の人々の安全と健康を損なわずに、労働者が与えら

れた任務を遂行できるように、鉱山を立ち上げ、操業、維持し、必要

に応じて一時停止する。 

(c) 労働者が作業場に出入りするための区域の地盤の安定性を維持する。 

(d) 可能な限り、全ての地下作業場に入口とは別に 2つの避難口を設置し、

これらの避難口はそれぞれ、互いに異なる経路で地表につながるよう
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にする。 

(e) 労働者に危険が及ぶ可能性がないかを確かめるために、作業環境を監

視評価して、定期的な検査を実施する。 

(f) 立ち入りが認められている地下の全ての作業場で、十分な換気を行う。 

(g) 特定の危険が生じやすい区域では、労働者を保護するための操業計画

と手順を策定し、実施する。 

(h) 火災及び爆発の発生、拡大を防止、検知及び沈静化させるために、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状況が生じた場合は、操業を中断し、労

働者達を安全な場所に避難させる(鉱山規則の第 97 項)。 

 

また、鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、鉱山ごとに、合理的

に予見可能な作業関連災害及び自然災害に関する非常時予防計画を

作成して、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、化学的又は生物学的な危険に晒される箇所では、鉱物生産

許可保有者又はマネージャーは、以下の事柄を実施しなければならな

い。 

(a) 労働者に対して、その労働に伴う危険と健康リスクを事前に通知する。 

(b) このような危険に晒されることによるリスクを除去又は 小化する

ための適切な措置を策定する。 

(c) 他の手段では事故又は健康被害のリスクを除去又は 小化できない

場合は、労働者に費用負担させることなく、適切な防護用機器、防護

服及び防護設備を提供し、維持する。 

(d) 負傷した労働者を、適切な治療が受けられる医療機関などに速やかに

搬送する。 

(e) 負傷した労働者に対して無償で治療を提供する(鉱山規則の98及び99

項)。 

 

また、鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、以下の事柄を実施し

なければならない。 

(a) 労働者の作業中の安全と健康を確保し、適宜、作業に関する包括的な

指示を出して、適切な訓練又は再訓練を実施する。 

(b) 鉱山の操業が法律に従って安全に行われるように、適切な監督者を指

名する。 

(c) 地下作業場に入坑する労働者の氏名と場所を常に表示するシステム

を用意する。 

(d) 事故又は災害が発生した場合は、その発生後に調査を行った上で採用

すべき適切な予防及び是正措置に関して、鉱山規則に従って責任者に
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報告する。 

(e) 鉱物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、定期健診制度を活用する(鉱山規則の第 100 項)。 

 

さらに、鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、以下の事柄を実施

しなければならない。 

(a) 火薬及び関連物質は、国防省の火薬庫立地選定委員(Magazine 

Location Selection Committee)の承認を得て、建設された火薬庫に

限って保存することとし、これら火薬などの住居への持ち込み、保管

はしない。 

(b) 火薬及び関連物質は、該当する法律に従って関連する任務を担当する

有資格者だけに引き渡し、当該資格者を名簿に登録する。 

(c) 起爆剤は鍵のかかる箱に保管し、火薬及び関連物質とは一緒に保管し

ない。起爆剤は、使用する直前に爆薬筒に挿入する。 

(d) 全ての発破作業は、マネージャー又は職場長から指名、又は指示を受

けた 18 歳以上の有資格労働者が行う。このような有資格労働者の氏

名は、発破作業用の帳簿に登録していなければならない。 

(e) 火薬及び関連物質を使用する場合は、発破作業用の帳簿に、発破回数、

使用した火薬の量、及び(不発があった場合は)不発回数を記録する。 

(f) 未使用の火薬は全て、遅滞なく火薬庫に戻す。 

(g) 指定した作業者に火薬及び関連物質を地下作業場に搬入させる場合、

火薬及び関連物質の重量は 2.5kg 以下とし、安全な容器、缶又は袋に

入れて搬入させる。 

(h) 火薬及び関連物質を安全な容器、缶又は袋に入れて搬入する場合、こ

れらの運搬容器を確実に固定させる。 

(i) 火薬及び関連物質を孔に詰める場合、鉄製又は鋼製の道具を使用させ

てはならず、火薬及び関連物質を無理に孔に詰め込んではならない。 

(j) 坑内作業場で発破を行う前に、近くにいる作業員にしかるべき警告を

出す。発破を行おうとしている場所への全ての入口を防護する。 

(k) 2 つの地下作業場が 3m 以内の距離に接近している場合は、いずれの作

業場でも発破を行ってはならないが、労働者を他方の作業場から退避

させ、その作業場をフェンスで防護した場合はこの限りではない。 

(l) 露天採掘作業場で発破を行う前には、効果的な信号システムによって

しかるべき警報を出し、発破が終了した時には終了したことを知らせ

る。 

(m) 火薬及び関連物質を使用する場合は、発破回数を少なくとも 2人の人

物に数えさせる。人によって数えた発破回数に差がある場合は、 も

少ない回数をもって正しい発破回数とする。ある作業場で不発が発生
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した場合は、発破終了後 30 分が経過するまでは、誰も当該作業場に

立ち入らせてはならない。発破を電気的に行った場合は、発破終了後

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) 坑内作業場で発破を行った後は、別の人物を当該場所に立ち入らせる

前に、発破作業を行った人物、又は鉱山のマネージャーから書面で指

名された有資格者に慎重に調査させて、当該人物の助手とともに当該

作業場の安全を確認する。調査が終了して、当該作業場が安全である

と宣言されるまでは、他の人物を当該作業場に立ち入らせてはならな

い。 

(o) 孔に火薬及び関連物質を充填した後は、このような材料を掻き出して

はならない。 

(p) 既に発破を行った孔に再び孔を開けてはならない。 

(q) 不発だった場合、火薬及び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 以上離れた場所に孔を掘り、

必要な火薬を使用して発破を行って、不発の火薬及び関連物質を破壊

する。 

(r) 不発に終わった孔を無力化するまでは、その孔から 0.3m 以内の場所

に孔を掘ってはならない。不発に終わった孔から 0.3m 以上離れた場

所に新しい孔を掘る場合は、火薬及び関連物質の取扱い資格者が立ち

会っている場合にのみ、不発の孔に接触しないように注意しながら、

新しい孔を掘ることができる。 

(s) 不発に終わった場所の安全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ず、当該場所において付近の労働者に警告を与え

る人物を配置するか、当該場所をフェンスで防護する(鉱山規則の 101

項)。 

 

(10)福利、厚生、衛生及び懲戒措置 

鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、鉱物生産活動を開始する前に、

鉱山の人員及び労働者の福利、厚生、衛生並びに懲戒措置に関する計画

を作成して、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は、計画に必要な変更や追加を行わねばなら

ない。鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、鉱山局から承認された

計画に従って、鉱山の人員及び労働者の福利、厚生、衛生及び懲戒措置

を実施すること(鉱山規則の第 102、103 及び 104 項)。 

 

(11)環境保護 

環境保護に関しては、鉱物探鉱許可保有者又は鉱物生産許可保有者は、

鉱山省又は鉱山局が納得する形で、穿孔、掘削孔、坑内採掘作業によっ
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て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。また、政府が所有する森林内で探鉱又は鉱物生産を行うため

に樹木を伐採した場合は、植林を行うか、又は林業省に補償金を支払わ

ねばならない(鉱山規則第 105 項)。 

 

さらに、鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、鉱物生産に起因する

液体、廃棄物、尾鉱及び煤煙の処理過程で発生する、周辺水域、大気及

び土壌の汚染を防止する上で必要となるラボ試験を実施しなければな

らない。試験の過程で有毒物質が発見された場合は、化学的手段で毒性

を低下させねばならず、危険がないことが確認された場合に限って、組

織だった処分を行うことができる(鉱山規則の第 106 項)。 

 

(12)事故の報告 

鉱山の内部又は周辺で事故が発生して、人が死亡するか重傷を負った場

合、あるいは鉱山において爆発事故、引火、火災又は浸水が発生した場

合には、鉱物生産許可保有者又は鉱山のマネージャーは、事故発生から

24 時間以内に鉱山省又は鉱山局に通知するとともに、1週間以内に書式

13 による詳細な報告書を送付し、その報告書の写しを労働省にも送付し

て指示を仰がなければならない。また、事故の結果、労働者が傷害を負

って 48 時間を超える欠勤を余儀なくされた場合、鉱物生産許可保有者

又はマネージャーは、書式 14 によりこのような欠勤を記録し、この記

録の写しを、毎月、各月末 7日以内に主任検査官に送付しなければなら

ない(鉱山規則の第 107 項)。 

 

(13)検査への協力 

鉱物生産許可保有者又はマネージャーは、主任検査員又は検査員、ある

いは主任検査員から権限を付与された人物による検査を受け、その際に

鉱山への立ち入り、調査又は検査で必要なあらゆる合理的な管理手段を

提供しなければならない。検査の際に、鉱物生産許可保有者又はマネー

ジャーは、検査を拒否、妨害するなどの干渉をしてはならない（鉱山規

則の第 108 及び 109 項）。 

 

5.4.4. 許可保有者の権利 

許可保有者は前記の義務を履行しなければならないが、鉱山規則に従って権利を

享受することもできる。 

許可保有者は鉱山規則に基づき、許可証の条件に従って鉱区の鉱物に関する独占

的な権利を行使できる（鉱山規則の第 62(a)及び 64(a)項）。  

許可保有者は、既存の道路、橋梁及び船着場を利用する権利があり、管轄省庁、
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政府部局又は政府組織の許可を得て、作業の性質に応じて必要となる道路、橋梁、

飛行場及び船着場その他のインフラ設備を建設する権利を有する（鉱山規則の第

58(c)、62(c)及び 65(c)項）。 

また、鉱物生産許可保有者は、鉱物生産のために土地と水を利用する権利を有す

る。しかし、鉱物生産許可保有者は、鉱山省の行政管轄下にある鉱区において、あ

るいは、鉱物埋蔵区域又は宝石鉱区の範囲内に位置しない鉱区においては、許可証

に記載されている土地の権利を有する個人又は企業と合意して、合意された補償金

を支払った後にのみ、鉱物の生産活動を行うことができる。鉱物生産許可保有者は、

このような合意に至ることができなかった場合、鉱山省に該当する案件を委ねるこ

とができる。鉱山省は、許可証に記載された土地において商業的な規模の鉱物開発

が可能であると判断した場合は、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（鉱山法第 14 条及び 15 条、鉱山規則の第 69 項）。 

鉱物生産許可保有者は、許可証で認められた権利を行使する際に、土地に関する

以下の事柄を順守しなければならない。 

 

(1) 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場合は、管轄の

省又は部から書面による承認を取得すること。 

(2) 土地が以下の性質を有するものである場合は、その土地の所有者、その

土地の占有者、又はその土地の法定代理人から書面による承認を取得す

ること。 

(a) 住居、住居用ビル又は住居用ビル建設用地から 200m 以内に位置して

いる 

(b) 整理された土地、又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 

(c) 農作物が 近収穫された耕地である 

(d) 灌漑用水路、池、ダム又はその他の貯水池のための土地、あるいはこ

れらから 100m 以内に位置している 

(3) 土地が以下の性質を有するものである場合は、管轄の省又は部あるいは

政府から、書面による承認を取得すること。 

(a) 鉄道線路を建設するために留保されているか、又はこのために留保さ

れた用地の境界から 50m 以内に位置している 

(b) 郡区内の土地であるか、あるいは郡区の境界から 200m 以内に位置し

ている 

(c) 街路、道路又は飛行場を含む用地である 

(d) 送電線、石油・ガスパイプライン、水道パイプライン又は灌漑水路の

ある用地である 

(e) 宗教目的のために留保されている用地から 200m 以内に位置している 

(f) 養魚場、又は魚・エビの産卵場として使用する沖合用地である 
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(g) 真珠の生産と養殖のために真珠貝を採取する沖合用地である 

(h) 保養と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 

(i) 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 

(j) 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 

(4) 土地が森林地であるか、又は森林に覆われていて政府の管轄下にある場

合は、林業省からの書面による事前承認を取得すること（鉱山規則の第

70 項）。 

鉱物生産許可保有者が鉱物生産のために公共用水を使用する必要がる

場合は、以下の事柄に関連する詳細を述べて、鉱山局に申請しなければ

ならない。それらの事柄とは、 

(a) 1 日当たり及び年間の必要水量 

(b) 生活用と鉱物生産用に必要な水量 

(c) 水の接続とその利用に関する基本計画（鉱山法第 16 条、鉱山規則の

第 71 項） 

鉱山局は、鉱物生産許可保有者が公共用水の使用を必要とすると判断した場合、

現行法に基づいて水の使用許可を取得する際に、政府の管轄部署や機関と調整しな

ければならない(鉱山法第 17 条)。鉱物生産許可保有者が、鉱山局との調整後に公

共用水を使用する権利を取得した場合は、他の人物が通常使用している水を奪うこ

とがないように注意し、管轄の政府部局や機関による事前の承認なしに水の供給経

路を妨害したり、変更してはならない(鉱山規則の第 72 項)。 

鉱物生産許可保有者は、 

(a) 許可鉱区において、公共用水ではない水を無償で採取して使用できるが、

公共用水を使用する場合は、公共用水の使用を管轄する鉱山局が定めた

条件に従って使用しなければならず、 

(b) 水の使用によって環境汚染を引き起こさないように注意する責任も負

わなければならない(鉱山規則の第 73 項)。  

 

また、鉱物生産許可保有者は、生産された鉱物を指定した条件に従って国内で販

売する権利、あるいは外国に輸出する権利を有している(鉱山規則の第 62 (e)及び

64 (e)項)。  

 

さらに、許可保有者は、鉱山省又は鉱山局の承認を得て、許可を譲渡する権利を

有している(鉱山規則の第 74 (a)項)。許可保有者は、許可証の条件に基づいて、許

可鉱区の一部又は全部を放棄することもできる(鉱山規則の第 78 (a)項)。  
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5.5. 鉱業権 

鉱山規則では、鉱業権を以下のように分類している。 

 

鉱物探査に対する申請の場合には、鉱山省又は鉱山局は、鉱物規則の指定の書式

2を使用して、1年を超えない期間を対象として許可証を発行することができる(鉱

山規則の第 5(a)項)。この許可証は、12 か月を超えない期間の延長を行うことがで

きる(鉱山規則の第 10 項)。被許可鉱区の面積は、4,200km2を超えてはならない(鉱

山規則の第 5(b)項)。 

 

鉱物探鉱に対する申請の場合には、鉱山省又は鉱山局は、鉱山規則の指定の書式

2を使用して、3年を超えない期間を対象として許可証を発行することができる(鉱

山規則の第 14(a)項)。この許可証は、それぞれ 1年ずつ、2回延長することができ

る。また、鉱山省は、国益となる場合には政府の承認を得て、許可証をさらに延長

することができる(鉱山規則の第 21 及び 22 項)。被許可鉱区の面積は、3,150km2を

超えてはならない(鉱山規則の第 14(c)項)。 

 

大規模鉱物生産に対する申請の場合には、鉱山省は、鉱山規則の指定の書式 4を

使用して、25 年を超えない期間を対象として許可証を発行することができる。ただ

し、採鉱予定の鉱床の予想採掘寿命が 25 年未満の場合には、その期間だけが許可

の有効期間となりうる(鉱山規則の第 25(e)項及び 25(f)項)。許可の有効期間は、

一度に 5年を超えない範囲で延長することができる(鉱山規則の第 29 項)。 

 

小規模鉱物生産に対する申請の場合には、鉱山省又は鉱山局は、鉱山規則の指定

の書式 4 を使用して、5 年を超えない期間を対象として許可証を発行することがで

きる(鉱山規則の第 37(a)項)。許可証の有効期間は、 大 4 回まで、1 年を超えな

い範囲で延長することができる(鉱山規則の第 40及び 41 項)。被許可鉱区の面積は、

1 km2を超えてはならない(鉱山規則の第 37(b)項)。 

 

零細鉱物生産に対する申請の場合には、管轄の鉱業公社又は鉱山省から権限を与

えられた係官は、鉱山規則の指定の書式 6 を使用して、1 年を超えない期間を対象

として、毎年更新できる許可証を発行することができる(鉱山規則の第 44 項)。 

 

包括的総合許可に対する申請の場合には、鉱山省は、鉱山規則の指定の書式 7を

使用して、許可証を発行することができる(鉱山規則の第 48 項)。  

 

鉱業権は次表のとおりである。 
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表 7 ミャンマーにおける鉱業権 

活動内容 鉱業権許可 規定 認可の保有期間 

鉱物探査 探査許可 具体的規定に従って 大面積

4,200km2 まで、探査地域におい

て探査を実施する独占的権利。 

1 年を超えない期間有効

で、12 ヶ月まで延長でき

る。 

鉱物探鉱 探鉱許可 大面積 3,150km2まで、指定さ

れた地域で探鉱を実施する独占

的権利。 

3 年を超えない期間有効

で、期間を 2 回、それぞ

れ 1年以上延長できる。

鉱物生産  

(大規模) 

大規模 

鉱物生産許可 

指定された地域で鉱物を採取す

る独占的権利。 

25 年を超えない期間有

効で、一度に 5 年を超え

ない範囲で期間を延長で

きる。 

鉱物生産 

 (小規模) 

小規模 

鉱物生産許可 

指定された地域で鉱物を採取す

る独占的権利。 

5 年を超えない期間有効

で、一度に 1 年を超えな

い範囲で 大 4 回まで延

長できる。 

 

5.6. 鉱業税制 

鉱業に関する税制を以下に説明する。 

 

5.6.1. 確定採掘料(Dead Rent) 

許可保有者は、許可証に記載された土地に対して、鉱山規則に規定されている料

率で計算された確定採掘料を支払わなければならない(鉱山法第 12 条(c)項)。この

料率は、鉱山規則の付則(a)で規定されている(鉱山規則の第 115(a)項)。 

許可保有者は、許可証ごとに確定採掘料を支払わなければならない(鉱山法第 12

条(d)項)。さらに、許可保有者は、毎年 4月 1日から 30 日以内と 10 月 1 日から 30

日以内の分割 2回払いで、鉱山局に対して確定採掘量を支払わなければならない(鉱

山規則の第 115(b)項)。確定採掘料は、許可証に記載された条件において定められ

た料率で、チャット又は外貨で支払わなければならない(鉱山規則の第 119 項)。 

 

5.6.2. ロイヤルティー 

鉱物生産許可保有者は、販売時における販売対象鉱物の価値に基づいてロイヤル

ティーを支払わなければならない。これらの料率は、鉱山省によって以下のように

定められている。 

(a) 宝石用原石については、5％から 7.5％  

(b) 鉱山省が政府の承認を得て、適宜指定し、告示で料率を公表できる金、
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銀、白金、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、ニオブ、ウラン、トリウム、及び、その

他の金属鉱物については、4％から 5％ 

(c) 鉱山省が政府の承認を得て、適宜指定し、告示で料率を公表できる鉄、

亜鉛、銅、鉛、錫、タングステン、ニッケル、アンチモン、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、及び、

その他の金属鉱物については、3％から 4％ 

(d) 工業用鉱物又は岩石については、1％から 3％（鉱山法第 18 条）。 

 

鉱山法第 18 条の指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

格を使用するが、当該販売価格と販売時点における当該鉱物の一般的な国際価格を

比較する(鉱山法第 19 条)。  

さらに、販売鉱物の価値を試算する場合には、 

(a) 鉱石又は鉱物精鉱の形態の鉱物、たとえば鉄鋼厚板を販売する場合、ロ

イヤルティーはまず、受領した仮払金に基づいて査定する。 終的なロ

イヤルティーは、 終支払の受領後に査定する。  

(b) 精製された形態の鉱物、たとえば硬貨や地金の形態の精錬金を販売する

場合、ロイヤルティーは、 終支払の受領時に査定する(鉱山規則の第

118 項)。 

 

許可保有者は、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。鉱物の販売において

仮払金だけを受領した場合には、購入者から 終支払を受領した時点で、 終支払

計算書(computation of final payment)の写しを提出しなければならない。また、

鉱山規則の指定された様式 15 を使用して、販売報告書を提出しなければならない

(鉱山規則の第 116 項)。 

鉱物生産を促進するために、鉱山省は以下の事柄を実施できる。 

(a) 鉱物探査又は探鉱によって採取した鉱物に対して支払うべきロイヤル

ティーを、適宜、告示する。 

(b) 鉱物生産を促進するために、定められた期間中、許可保有者が鉱物に対

して支払うべきロイヤルティーを、全額又は一部免除する。 

(c) 試金、分析及びその他の検査を目的として、政府の部局又は政府機関が

採取した鉱物サンプルに対するロイヤルティーの支払いを免除する。 

(d) 定められた期間中、ロイヤルティーの支払い日を遅らせる。 

(e) 何らかの理由でロイヤルティーの全額を課すことが実行不可能である

期間中、全額よりも少額の暫定ロイヤルティーを課す(鉱山法第 20条)。 

 

許可保有者は、鉱山法及び鉱山規則で定められたロイヤルティーを、鉱山省又は
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鉱山局が指定した料率に従って、ミャンマー通貨又は外国通貨で、あるいは、ミャ

ンマー通貨と外国通貨の両方で、許可証の条件に従って支払わねばならない（鉱山

法第 12 条(f)項、鉱山規則の第 115(c)及び 119 項）。鉱山省がロイヤルティーの支

払通貨を決定する。国営公社が大規模生産許可保有者であって、当該鉱物生産許可

に基づいて生産された鉱物が外貨で販売された場合、鉱山省は、ロイヤルティーと

手数料をミャンマー通貨で支払うことを認めることができ、許可証にそのための条

件を詳細に記載することができる（鉱山規則の第 120 項）。 

鉱山局の長官は、支払われるべきロイヤルティー金額を査定した後、許可保有者

に対して、通知受領後 30 日以内にその金額を支払うように指示する。許可保有者

がロイヤルティー支払期限の延長を申請した場合、鉱山局の長官は、必要に応じて

このような延期を認めることができる（鉱山規則の第 117 項）。ロイヤルティーの

支払いに関して矛盾がある場合（許可保有者と鉱山局の間で実際の販売価格に関し

て紛争がある場合を含む）、支払いは会計年度終了後 30 日以内に行わねばならない

（鉱山規則の 115(d)項）。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する。 

 

5.6.3. 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、「商

品の名称と分類についての統一システム」（Harmonized Commodity Description and 

Coding System、HS 条約）が採択された。「ミャンマーの関税率（2003）」の 新版

では、分類システムと関税率の査定を規定している。この「ミャンマーの関税率

（2003）」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ねばなら

ない。関税率の範囲は 0％から 40％である。「ミャンマーの関税率」は 2007 年に発

行され、 新版は 2012 年（1 月）版である。 恵国（MFN）税率は関税率表に記載

されており、具体的な商品の関税率は 0％から 40％までとなっている。  

 

5.6.4. 外貨管理 

外国通貨の管理に関しては、「1947 年外国為替規制法」（Foreign Exchange 

Regulations Act, 1947 (FERA)）という名称の法律があったが、現在は、2012 年外

国為替管理法（Foreign Exchange Management Law, 2012 (FEML)）に置き換わって

いる。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 FMEL を執行する権限を与えられている。この法律に従って、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、FMEL 及び財務・歳

入省の指示に基づいて実施している。 

FEML の定義によると、「外国為替」には、外国通貨、外国における全ての預金、

債権及び残高、外貨で支払われる全ての預金、債権及び残高、並びにミャンマー通

貨で表示又は振り出されているが外貨で支払われる文書や証書が含まれる。ミャン
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マー中央銀行法の定義によると、「外国為替」には、外国の銀行券と貨幣、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

るか又は保証した証書、並びに、国際資金移転のために使用される証書が含まれる。 

FEML は特に、中央銀行が発行した「公認外貨ディーラー・ライセンス」（authorized 

foreign exchange dealer license）を保有する民間銀行を経由する場合を除いて、

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い、ミャンマー国外への通

貨及び外貨の持ち出しと送金を禁止している。外貨取引も制限されている。さらに、

FEML は、通貨管理官（Controller）から事前承認を得た場合を除いて、公認ディー

ラー以外の人物がミャンマーにおいて、また公認ディーラー以外のミャンマー居住

人物がミャンマー国外において、公認ディーラー以外の人物と外貨の売買、貸借、

譲渡、交換を行うことを禁じている。また、FEML は、ミャンマー中央銀行が定めた

その時点における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。 

FEML によれば、通貨管理官から承認を得た場合を除いて、FEML の履行、あるい

は FEML に基づく規則、指令又は命令の履行を何らかの方法で直接的又は間接的に

回避するような契約又は合意は無効になると規定している。 

FEML を順守していても、ミャンマー国内の外国人と外国企業、及びミャンマーの

国民と企業は、全ての外貨取引において、外国からの外貨の借り入れ、借り入れた

外貨の元金と利子の返済、外国にいる人物への支払い、国外にある外国の銀行での

口座開設、並びに利益の送金に関して、ミャンマー外国貿易銀行（Myanmar Foreign 

Trade Bank (MFTB))又はミャンマー投資商業銀行（Myanmar Investment and 

Commercial Bank (MICB)）を通じて、外国為替管理委員会から許可を得なければな

らない。自由化された FEML 外貨制度が広く実施されるか否かは、今後の成り行き

を見守らねばならない。FEML では、ミャンマー国民又は外国人居住者は、一定額の

外貨を保持し、外国で外貨口座を開設する権利を有し、ミャンマー国外での送金取

引を許されると規定している。  

 

5.6.5. 政府による資本参加の要求 

投資規模に応じて、政府による資本参加率は、投資の初期段階において 20％から

25％の範囲とし、海外投資家が資本を回収した後は、政府は株式を購入して 50％ま

で増資することができる。  

 

5.7. その他の一般税制 

許可保有者は、鉱山規則の 115 項の規定による確定採掘料とロイヤルティーの支

払いと、同規則の 121 項の規定による諸活動に対する手数料の支払いに加えて、現

行法に従ってその他の税金、関税並びに手数料を支払わなければならない（鉱山規
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則の第 122 項）。また、許可保有者は、1974 年所得税法（Income Tax Law of 1974）

に基づいて所得税を支払うほか、1990 年商業税法（Commercial Tax Law of 1990）

に基づいて商業税を支払わねばならない。税務は、財務・歳入省の内国歳入局が行

政管理している。 

 

5.7.1. 所得税 

課税のために、外国人又は外国企業は、「居住」あるいは「非居住」に分類され

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、ミャンマー会社法（Myanmar Companies Act）又はその他の現行法に

基づいて設立された企業であって株主が全員又は一部外国人である企業、又は、会

員が全員又は一部外国人であるような団体であって、その統制、管理及び意思決定

が完全にミャンマー国内で実施さ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、2012 年ミャンマー連邦外国投資法（Union 

of Myanmar Foreign Investment Law of 2012 (MFIL)）に基づいて事業を行ってい

る企業には適用されない。このような企業は、ミャンマー国内の収入源から得られ

た収入に対してのみ課税されるので、以下の V. H.項において詳しく説明する。居

住外国人は、ミャンマー国内外で受領した全ての収入が課税対象となる。MFIL に基

づいて投資を行っている非居住外国人又は外国人又は外国企業（foreign economic 

enterprise）は、ミャンマー国内で受領した全ての収入が所得税の課税対象となる

（所得税法第 3条(n)項(i)及び(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

総所得及び所得の種類ごとの所得税率、並びに、外貨建ての課税所得及び外貨建て

の所得の種類ごとの所得税率を制定、修正及び追加することができる（所得税法第

4条(a)項）。 

上記の内容を踏まえて、財務・歳入省は、2012年3月15日付の告示（番号111/2012）

を公布して、MFIL に基づいて事業を行っている企業は、その総所得に対して 25％

の法人所得税が課せられることになった。この総所得を計算する場合、所得獲得の

ために発生した費用及び所得税規制法（Income Tax Regulations）に規定された減

価償却引当金が控除される。しかし、以下については、控除は認められない。(a) 資

本支出、(b) 個人的支出、(c) 事業規模に見合わない支出、(d) 専門的サービスに

対する支払いを除いて、所得税法上の企業及び協同組合ではない人々の結合体

(association of persons)の構成員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ねばならない」と規定している（所得税法第 15

条）。この規定によれば、鉱物探査、探鉱又は採算性調査に従事している許可保有

者は、鉱物探査、探鉱又は採算性調査の期間中は所得も利益も発生しないので、所
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得税を支払う必要はない。 

 

5.7.2. 商業税 

許可保有者は、商業税も支払わねばならない。商業税は、ミャンマー国内で供給

された物品とサービス、並びに輸入物品に課せられる。物品が海外から輸入された

場合、CIF 価格、物品の CIF 価格の 0.5％で計算される港湾使用料及び関税の合計

額である陸揚費に対して、商業税が課せられる。物品が国内で生産された場合、商

業税は売上票の金額に対して課せられる。たとえば、下記のものに対しては、売上

高に対して 10％の率で商業税が課せられる：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）混合鉱石、鉛鉱滓、鉛地金、鉛亜硫酸塩、亜鉛精鉱、銅マット、ニッ

ケルスパイス、アンチモン鉛、アンチモン鉱石（商業税法別表 3）。大理石製品、銀、

純金、金及び白金には、売上高に対して 20％の商業税が課せられる（商業税法別表

4）。石炭には、商業税は課せられない（商業税法別表 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）。 

上記の内容を踏まえて、財務・歳入省は、2006 年 6月 5日付の告示（番号 110/2006）

を公布した。その告示によれば、上記の種類の物品が外貨建てで販売された場合、

一律 8％の商業税を外貨で支払わねばならない。 

 

5.7.3. 源泉徴収税 

政府は、告示によって、何らかの金額を支払う責任のある人物に対して、税を控

除・免除するように指示することができる(所得税法第 16 条(e)項)。 

 

財務・歳入省は、源泉徴収税に関する告示を行った。下表に、居住外国人又は非

居住外国人に対して行う支払いの金額から控除される源泉徴収税率を示す（2010 年

3 月 10 日付の財務・歳入省告知（番号 41/2010）及び 2011 年 8 月 26 日付の告知（番

号 167/2011）による改正）。  
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表 8 源泉徴収税率 

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、商標及び特許権の

使用に対するロイヤルティー 

国営企業、開発委員会

(development  committees)及

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 

 

2 

 

 

 

2 

15 

20 

 

3.5 

 

 

 

3.5 

 

5.7.4. 配当 

配当は、所得税の課税対象外である（所得税法第 5条）。 

 

5.7.5. 資本利得 

資本資産の売却、交換又は譲渡によって得られた資本利得に関しては、その取引

を行う際に使用したチャット又は外国通貨で所得税を支払わねばならない。資本利

得に課せられる所得税率は、居住外国人に対しては 10％、非居住外国人に対しては

40％である（2006 年 6 月 5 日付の財務・歳入省の告知（番号 120/2006））。 

「資本利得」は、資本資産の売却、交換又は譲渡によって得られる利益と定義さ

れている。相続、無償の贈与及び寄付は、「譲渡」とは見なされない（所得税法第 3

条(r)項）。また、「資本資産」は、企業の土地、建物、車両及びその他の資本資産

と定義されている。資本資産には、株式、債券及び類似の証書も含まれる（所得税

法第 3条(q)項）。 

 

5.7.6. 税制優遇措置 

ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commission (MIC))(詳細は、下記 5.8.

項で説明)から許可を取得して、新 MFIL に基づいて事業を行っている企業は、下記

の特別税制優遇措置を受けることができる。下記項目のうち、(a)項は必ず適用さ

れ、残りの項は MIC の判断で適用できるものである。 

 

(a) 物品又はサービスの生産に従事している企業に対しては、物品又はサー

ビスの生産を開始した年を含めて連続 5年間、所得税が免除される。国

益にかなうと判断される場合、MIC は、当該企業の成功度合に応じて、

所得税の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、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は、当該事業利益に対する所得税が免除される。 



 

－55－ 

(c) 所得税の査定に際し、事業に使用する機械、設備、建物又はその他の資

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

料率で加速償却をする権利が与えられる。 

(d) ある企業が生産した物品が輸出された場合は、その輸出で得られた利益

に対して、所得税が 大 50％まで軽減される。 

(e) 投資家に対して、その投資家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、及び、このような支払額を課税所得から控除す

る権利が与えられる。 

(f) 外国人従業員の所得に関して、国内に居住するミャンマー国民に適用さ

れる料率で所得税を支払う権利。 

(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、投資家に対して、このような費用を課税所得から控除す

る権利が与えられる。 

(h) 損失が発生した場合、投資家に対して、損失を被った年から連続 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が与えられる。 

(i) 事業に使用される機械設備、機器、機械構成部品、交換部品及び材料に

対して、これらが輸入され、工事期間中に使用する必要がある場合は、

これらに対する関税又はその他の内国税が減免される。 

(j) 工事完成後の 初の 3 年間の商業生産中に輸入される原材料に関して、

関税又はその他の内国税が減免される（新 MFIL 第 27 条）。 

 

5.7.7. 税率の維持 

実務上、外国企業は、鉱物投資合意書の中に税率の維持に関する条項を挿入する

ことについて鉱山省と交渉することができるが、このような合意書は MIC による承

認を得なければならない。 

 

5.8. 貿易と投資の規制 

5.8.1. 貿易規制 

鉱山規則によると、鉱物生産許可保有者は、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、又は輸出する権利を有している（鉱山規則の第 62(e)、64(e)

及び 68(e)項）。ただし、鉱山法は、鉱山省に対して、政府の承認を得て、生産され

る鉱物の購入、取得、貯蔵、所有、輸送、販売及び譲渡を禁止する権限を付与して

いるということにも留意しなければならない（鉱山法第 29 条）。 

輸出入に関する事柄は、主として「1947 年輸出入管理（暫定）法」（Control of 

Imports and Exports (Temporary) Act, 1947)(以下、「1947 年法」)と呼ばれる法

律によって統制されている。商業省の管轄下にある貿易局(Directorate of Trade)

は、1947 年法を実施するために、多くの命令、告示、公報、プレスリリースを布告
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している。貿易局は、1994 年にミャンマー語で「民間企業のためのミャンマー輸出

入規制」(Myanmar Export/Import Rules and Regulations for Private Business 

Enterprises)を刊行し、1997 年には英語版も出版された。1998 年になると、ミャ

ンマー語版と英語版がともに改訂された。 

上記のように、輸出業者・輸入業者としての登録及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制に基づいた命令、告示、公報、プレスリリー

スの中で詳細に記述されている。輸出入手続きの概要を以下に要約する。 

輸出入取引を伴う事業を行うことを希望する者は、まず輸出入業者として登録し

なければならない。このためには、貿易局が発行する輸出入業者登録証書

(Certificate of Exporter/Importer Registration)を取得しなければない。一つ

の証書で輸出と輸入の両方について登録することができる。 

輸出入業に従事することを希望する以下の個人又は経済組織は、輸出入業者とし

て貿易局に登録しなければならない。 

(a) ミャンマー連邦の市民、準市民又は帰化市民 

(b) 合資会社 

(c) ミャンマー会社法又は 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、その支社又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、その事業取引が外国貿易を伴う経済組織

（economic organization）。 

 

登録後、登録された輸出業者と輸入業者は、場合に応じて、それぞれの輸出又は

輸入ごとに、輸出ライセンス又は輸入ライセンスを取得するための申請を行わなけ

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て、

輸出業者の登録番号、登録日、登録の有効期限、会社登録番号、申請者の氏名、肩

書き（designation）、及び申請日などの詳細を記した申請書を提出しなければなら

ない。この申請書には、輸出方法、商品名称、数量、品質等級、仕様、価格、イン

コタームズ、買主とその国の名称、支払い方法、出荷時期及び仕向け国などの詳細

事項を記載したプロフォーマインボイスや販売契約書などの書類を添付しなけれ

ばならない。貿易局は、申請書の記載内容に不備がない場合、自らの裁量で、発行

日から通常は 3ヶ月間有効な輸出ライセンスを発行する。輸出ライセンス発行手数

料の支払いは不要である。 

同様に、登録輸入業者は、貿易局から輸入ライセンスを取得するためには、貿易

局が指定した書式を使用し、適切な 6チャットの収入印紙を貼付して、輸入業者の

登録番号、登録日、登録の有効期限、会社登録番号、申請者の氏名、肩書き
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（designation）、及び申請日などの詳細を記した申請書を提出しなければならない。

この申請書には、輸入方法、仕様、包装及び納期、インコタームズなどの詳細事項

を記載したプロフォーマインボイスや販売契約書などの書類を添付しなければな

らない。登録輸入業者が輸入ライセンスを申請するためには、ミャンマー外国貿易

銀行(MFTB)又はミャンマー投資商業銀行(MICB)に外国為替口座を開設している必

要があり、取消不能信用状(L/C)を開設しなければならない。貿易局は、申請書の

記載内容に不備がない場合、自らの裁量で、発行日から通常は 3ヶ月間有効な輸入

ライセンスを発行する。輸入ライセンス発行手数料として、CIF 価格に応じて、250

チャットから 50,000 チャットまでの額を支払う。輸入ライセンスが発行される前

に出荷する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制では、販売契約書の中に、ミャンマー

の法律を準拠法とし、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いう条項を含めるように要求している。 

 

5.8.2. 投資規制 

2012 年ミャンマー外国投資法（Myanmar Foreign Investment Law of 2012「MFIL」）

は、以前の 1988 年 MFIL を改正したもので、外国投資に関する法的枠組みを定め、

以下の基本的な目標の達成を目指している。(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) 高度技術の獲得、(d) 多額の資本が必要な生産と

サービスの支援、(e) 雇用機会の拡大、(f) 省エネ、並びに(g) 地域開発。1988 年

12 月に制定された MFIL に関する手続き(「MFIL 手続き」)は、当該手続きが改正又

は廃止されるまでは、2012 年の新 MFIL においても有効である。 

さらに、1989 年 3 月には、国営企業法（State-owned Economic Enterprises Law 

（「SEE 法」）が施行され、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条には、鉱物の探査、採掘、販売、生産及び輸出を始めとする 12 の経

済活動の実施が政府のみに制限されると規定している。しかし、SEE 法の第 4条は、

政府が、関連する国営企業と合弁事業を設立することによって、このような制限を

放棄することを認めている。また、鉱山規則の第 84 項では、外国人又は外国の組

織が、鉱山省の傘下にある国営企業との間で、鉱物探査、探鉱又は鉱物生産に関す

る合弁事業合意書を締結することを認めている。この規定は、SEE 法の第 4 条で言

及されている制限放棄に当たる。 

従って、鉱業活動は、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、又は全ての段階を対象とした便益配分契約書、ある

いは鉱山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

山規則の第 85 項）。さらに、これらの契約書は、鉱山省が定めた条件に基づく競争

入札又は交渉を通じて締結することができる（鉱山規則の第 85 項）。 

以上のように、鉱業プロジェクトは、MFIL に基づいて設置された MIC から承認を

受ける必要があり、外国投資の提案を承認する MIC 発行の許可証（「MIC 許可証」）
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を取得しなければならない。2012 年の新 MFIL の下では、特定の部門において、外

国人投資家が会社又は合弁企業の株の 100％を保有することを禁じている場合があ

ることに注意して欲しい。この「規制対象」部門には、「公衆衛生、天然資源、及

び環境に影響を与えうる事柄に関する部門」が含まれている。  

規制対象部門における会社の所有権（ownership）に関する詳細は、外国投資規

則（Foreign Investment Rules「FI 規則」）において規定されることになっている。

この FI 規則は、国家計画・経済開発省が、新 MFIL に基づいて、議案が法令化され

てから 90 日以内に（具体的には 2013 年 2 月 3 日までに）公布する予定である。  

現在では、MIC 許可証を取得するためには、鉱業プロジェクトへの投資を希望す

る外国企業は、まず鉱山省から対象となる鉱物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は、鉱

山省や鉱山省傘下の国営公社と交渉して、契約書を締結しなければならない。合意

された契約書の草案は、司法長官室（Office of the Attorney General）に送られ

て、見解が出される。司法長官室の見解が得られた後、契約書の草案は鉱山省が MIC

に送付して承認を求める。MIC による承認が得られた後、契約が締結され、MIC 許

可証が発行される。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、又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証を取得しなければならない。実際は、この「取

引許可」は誤った名称であり、会社が取引を行うことを認めるのではなく、事業免

許（business license）である。しかし、1950 年特別会社法に基づいて設立された

特別会社で、国が資本金の一部を出資している合弁会社の場合、取引許可証を申請

する義務は免除される。  

外国企業は、MIC 許可証を取得するために、下記の手続きを踏まなければならな

い。 

 

MIC 許可証を取得するための手続き 

 

(1) 提案書の提出 

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、事業推進者

(promoter)は、まず指定された様式で作成した提案書を MIC に提出しな

ければならない。事業推進者は、MFIL においては、投資提案書を MIC に

提出する国民又は外国人と定義されている。 

 

MFIL 手続きでは、事業推進者が提案書に以下の詳細事項を記載すること

を必須としている。 

 

(a) 事業推進者の氏名、国籍、住所、所属する会社名、事業の種類、事業
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の場所、会社設立地 

(b) 投資が合弁事業の形態で行われる場合は、上記(a)項の詳細として、

合弁事業に参加を希望している全ての人物及び企業 

(c) 上記(a)項及び(b)項を裏付ける証拠 

(d) 事業推進者又は合弁事業に参加を希望している人物の商業的並びに

財務的状況を示す照会先 

(e) 投資対象の生産とサービスに関する詳細 

(f) 投資を行う場合に意図している組織形態 

(g) 合資会社を設立する場合には、合資会社契約書草案の写し、共同出資

者の出資額と出資比率、利益配分比率、及び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、合弁事業の場合は合弁

事業契約書、覚書などの基本契約書草案の写し、定款、会社の授権資

本、株式の種類、株主が出資した株式の数 

(i) 設立する組織(例、有限会社)の役員の氏名、国籍、住所及び肩書き  

(j) 投資によって組織を設立する場合はその資本総額、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

資本の総額、及び外国資本が流入する期間 

(k) 予定している投資期間、建設期間  

(l) 投資を行うミャンマー国内の全ての場所  

(m) 生産と販売で使用する技術及びシステム 

(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、原材料及び類似の

材料の数量と価格 

(p) 必要な土地の種類と面積 

(q) 会社の年間の生産量と金額、及びサービスの量と金額 

(r) 事業を行うために必要な年間外貨額、及び予想外貨獲得額 

(s) 国内外で年間に販売する物品の数量と金額 

(t) 国内で必要となるミャンマー人と外国人の数、分野及び在籍期間 

(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、

その他の便益、新たな雇用の見通し、国内外の市況、外貨節約効果な

どを示すプロジェクトの採算性 

 

事業概要及び信用状態を示す書類、すなわち投資を希望する人物又は企業の 新

の監査済み財務諸表、事業と財務の状態を示す銀行の証明書を、上記の提案書に添

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、申請書に賃貸契約書の草案を添付し

なければならない。  
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(2) 提案書の審査 

MIC は、MIC 手続きに従って、提案を行った投資家の信用状態を以下の

要領で審査する。 

• 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)又はミャンマー投資商業銀行(MICB)

に対して、それぞれの外国取引銀行を通じて、当該外国資本家の事業

状態を調査するように依頼する 

• 必要と判断した場合には、証拠書類を要求し、出資しているミャン

マー国民の財務能力を審査する。  

  

MIC は、投資対象事業の採算性を検証するために、以下の事柄を審査す

る。 

• 予想年間純利益 

• 予想年間外貨獲得額及び必要額 

• 投資回収期間 

• 新規雇用の見通し 

• 国民所得の増加見通し 

• 国内外の市況 

• 国内消費需要 

• 予想される外貨節約効果 

 

(3) MIC 許可証の発行 

提案書が MFIL に規定された要件を満たしている場合、MIC は MIC 許可証

を発行し、秘密扱いの標準的条件を添付する。このような条件に通常含

まれるのは、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(現金資本及び現物資本)を持ち込んだ時点での MIC への報告、正式

な操業開始日とプロジェクト変更日、投資・企業管理局(DICA)への会社

の登録、環境保護及び保険契約の維持である。 
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6. 株式上場と報告の義務 

6.1. 国内鉱業会社の上場 

ミャンマー国内の鉱業会社は、非公開有限会社としてのみ設立されており、現

在までのところ、公開鉱業会社は存在していない。ミャンマーでは、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）

を除いて、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。政府証券

法は政府が発行した証券だけに関する法律なので、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。このセンターは、ミャンマー経済銀行

（Myanmar 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株式を国民に販売しているのは、森

林製品合弁会社（Forest Products Joint Venture Corporation）とミャンマー国

民銀行（Myanmar Citizen Bank）の 2社だけである。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ため、鉱業

会社に対してミャンマーの証券管轄当局又はその他の政府機関への報告を義務付

ける法規も存在しない。 
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7. 労働、雇用及び入国 

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、郡区労務事務所（township 

labour office）に対して、指定の書式でその雇用計画を通知する必要がある。郡

区労務事務所は、指定書式に記載された条件を満たしている有資格候補者の一覧を

作成して、この一覧を当該企業に送付する。雇用主もまた、民間の人材斡旋会社や

新聞の求人広告などを利用して、独自に求人を行うことができる。ただし、独自に

雇用された従業員は、郡区労務事務所に登録することが義務付けられている。 

下記の 7.2.項で述べる標準的な雇用契約書は、雇用主と被雇用者の間で書面によ

る雇用契約を締結して、雇用条件を規定することを要求している。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行動と義務を規定する就業

規則、雇用関係、被雇用者の成果と作業水準、並びに、職務明細、雇用場所、労働

時間、賃金及び手当、試用期間、解雇、契約期間などを規定することができる。こ

れらの条件は、いずれもミャンマーの法律に準拠していなければならない。 

下記の7.9.項に詳述する1923年労働者災害補償法（Workmen’s Compensation Act, 

1923）によると、労働者が雇用に起因する事故又は雇用の過程での事故によって傷

害を被った場合、雇用主は補償金を支払う義務がある。ただし、その傷害が、(a) 当

該労働者が飲酒又は薬物の影響を受けていたか、(b) 当該労働者が、労働者の安全

のために明示的に制定されている命令又は規則を故意に無視したか、又は、(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、その安全装置又は器具を故意に無視し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責任を負わない。 

前記の 5.4.項で述べた労使関係に関して、ミャンマー鉱山規則の第 87 項は、「そ

れぞれの鉱山において、その鉱山を統制管理するために、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いかなる行為も、認可保有者の行為

と見なされる。鉱物生産認可保有者は、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」と規定している。したがって、マネージャーの行為はすべて

認可保有者の行為と見なされ、本人と代理人の関係になるわけである。  

 

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を定める法律(Law Prescribing 

the Fundamental Rights and Duties of People’s Workers)の第 14 条に基づいて、

告示(番号55)によって標準雇用契約書を規定した。さらに2001年には、この告示(番

号 55)に基づいて、新たな標準雇用契約書が定められた。実際には、1976 年の標準
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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を、雇用に際しての指針として順守しなければならな

い。2001 年の新標準雇用契約書によると、雇用主は、解雇、解雇時の補償金の支払

い、及び違約金に関する標準条件を明記し、これらの条件を厳格に順守しなければ

ならない。ただし、雇用主は、被雇用者の義務と権利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、以下の方法で条件

を簡潔に記さなければならない。「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) 

雇用に起因するか、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、及び(g) 社会保障給付金に関する権利と特権を与えなければならな

い」。 

上記の事柄に加えて、2001 年の新標準雇用契約書では、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、当該被雇用者を解雇できると定めている。

その場合、当該被雇用者は保証を受ける権利がない。つまり、被雇用者が以下の何

れかの違法行為を犯した場合は、被雇用者は補償を受け取る権利がない。また、こ

のような違法行為を犯した被雇用者は、下記の 7.4.項に述べる標準雇用契約書の第

3項(paragraph 3)に規定されている補償金を支払うことなく解雇できる。 

(a) 窃盗又は横領 

(b) 企業が所有する機械や物品に故意に危害を加えるか、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) 背任行為などの犯罪を行った 

(f) 贈収賄及び汚職を行った 

(g) 許可なしに職場の立ち入り禁止区域に入った  

(h) 爆発物及び可燃物が貯蔵されている場所において、これらの物質に関す

る規則を順守しなかった 

(i) 職場において騒動又は混乱を引き起こした 

(j) 労働局から承認され、被雇用者が承知している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、雇用主又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

ならず、雇用契約書の写しを企業が登録されている地域の郡区労務事務所

（relevant township labour office）に提出する必要がある。  
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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特に規則を定めていない。通常は、雇

用形態に応じて給与又は賃金を支払うことができる。精米産業と葉巻製造産業を除

いて、民間部門を対象とした 低給与又は 低賃金料率の法的な規定は存在しない。

雇用主は、労務部（labour department）が認めれば、高い賃金水準を設定できる。

雇用主と被雇用者は、被雇用者の技能、資格及び経験に基づいて、公正な賃金又は

給与を交渉によって決定できる。雇用主は、必要に応じて、自らが定めた基準に基

づいて技能を試験することができる。給与又は賃金の支払いはすべて、国内通貨（チ

ャット）、外国通貨又は為替証書（FEC）で営業日に支払う必要があることに注意し

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、US＄に対し

て固定された国内通貨であり、居住者及び非居住者の双方が利用できる。 

 

7.4. 解雇 

一般的に、ある従業員に対して、違反行為を行っているか又は従業員職務義務を

履行していないことを正式に 3回警告した場合には、当該従業員を、退職給付金を

支払うことなく解雇できる。  

2001 年の新標準雇用契約書は、従業員の解雇に関して、以下のように条件を定め

ている。解雇する場合、雇用主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、次のように規定している。「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場合又は従業員が自己都合退職す

る場合、雇用主又は従業員は、遅くとも 1ヵ月前までに書面で通知しなければなら

ない。雇用主による解雇の場合、雇用主は、従業員に対して 1ヵ月分の給与又は賃

金の支払いをもって 1ヵ月前の通知の代わりとすることができる」。 

2001 年の新標準雇用契約書の第 3 項は、次のように規定している。「操業が予定

より早く完了したため、又は、予期せぬ事象が発生して、操業の一部又は全部が停

止されたために解雇を行う場合、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 1ヵ月分の給与・賃金及び 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 1ヵ月分の給与・賃金及び 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 1 ヵ月

分の給与・賃金及び 4ヵ月分の補償金、計 5ヵ月分の給与・賃金 
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(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、雇用期間の 後の月の給与分 

(ⅱ)日給制労働者に場合には、 後の日給賃金の 26 日分 

(ⅲ)出来高払いの労働者の場合には、労働日の直近 30 日間の平均賃金の

30 日分 

(e) 上記に加えて、雇用主は、解雇後に出来るだけ早く、現行の法令に基づ

いて支払うべき金額を当該従業員に支払わねばならない」 

 

2001 年の新標準雇用契約書の第 4項は、さらに次の規定を設けている。 

「従業員が何らかの理由で解雇された場合、当該従業員は、前期の第 3 項(a)か

ら(d)までに記載された、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」。言い換えれば、雇用主は、いかなる理由であれ、1ヵ月前

に通知すれば従業員を解雇することができ、1 ヵ月前に通知されなければ、従業員

は、前期第 3項の(a)から(d)までに記載されたように、通知の代わりとしての 1 ヵ

月分の給与・賃金並びに解雇補償金を受け取る権利があるということである。 

 

前記の規定は、次のよう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 ヵ月前通知の代わりとしての 1ヵ月分の給与・賃

金及び 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 ヵ月前通知の代わりとしての 1ヵ月分の給与・賃

金及び 2ヵ月分の補償金) 

 

3 年以上  - 5 ヵ月分の給与・賃金  

(1 ヵ月前通知の代わりとしての 1ヵ月分の給与・賃

金及び 4ヵ月分の補償金) 

 

上記の解雇補償金の支払いは義務となる。 

2001 年の新標準雇用契約書は、雇用主又はそのマネージャーに対し、退職したか

又は解雇された従業員に雇用の詳細事項を記載した証明書を交付するように義務

付けている。(付属資料 10 として添付) 
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7.5. 労働組織 

現在は、1926 年労働組合法(Trade Union Act)を廃止してこれに代わる新しい労

働法があり、2011 年労働組織法(Labour Organization Law of 2011)と呼ばれてい

る。この新法は、以下の事柄を目的として、2008 年憲法第 24 条の規定に従って制

定された。すなわち、労働者の権利を保護すること、労働者間及び労使間の良好な

関係を保持すること、労働組織を系統的かつ独立的に設立して運営できるようにす

ること、労働組織並びにストライキ(日常不可欠なサービスを提供する公益事業は

除く)に参加する労働者の権利を確保することである。 

 

7.6. 社会保険 

「1954 年社会保障法」(The Social Security Act, 1954)という法律が存在し、

社会保障保険料に対する規定を定めるとともに、5 人を超える従業員を有する雇用

主に対して、給付金の支給を要求している。この給付金は社会保障法の規定に基づ

いており、一般保険給付金と業務関連傷害保険給付金で構成されている。社会保障

法の概要は以下の通りである。 

社会保障法は、5 人を超える従業員を擁する雇用主に対して、社会保障保険料を

支払うことを義務付けている。この保険の対象者は、常勤労働者、臨時労働者、無

休の見習い労働者及び訓練生である。 

また、雇用主と被雇用者は、それぞれ、従業員の給与・賃金の 2.5％と 1.5％の

率で社会保険料を支払う責任があり、その際の支払い通貨は、従業員が支払いを受

けている通貨に応じて、チャット又は 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ように義務付けられ

ている。 

社会保障法による一般強制保険給付金は、指定された病院で行われる一般的な医

療サービス、すなわち、疾病、出産、死亡などに伴うニーズを対象として支払われ

る。 

業務強制傷害保険では、業務上の障害と疾病に対して支払いが行われる。 

従業員が業務外で病気になった場合、疾病給付金として、医療費及び従業員の 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いて

26 週間を限度として支払われる。ただし、支払総額は、 大で 3,022 チャットまで

となる。保険料が FEC で支払われた場合、1日当たりの現金給付金の限度額は 3.85US

＄である。 

出産の場合には、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週間前から出産後 6週間まで支払われる。保険料がチャットで支払

われた場合、この 3か月間の支払い総額は 1,847 チャットが限度であり、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額は 5.13US＄となる。 
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葬儀の場合は、個人の葬儀費用を負担した遺族(又は他の人物)に対して、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て一時的な労働不能に陥った場合、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、この総額は 6,156 チャットが限

度であり、保険金が FEC で支払われた場合は、1日当たりの給付金の限度額は 5.13US

＄とる。 

従業員が永久障害を被った場合、保険料がチャットで支払われていた場合には、

毎月(給与・賃金水準に応じて)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、未亡人に対して 267 チャット、遺児に対して 133.5 チャットの

年金が毎月支払われる。保険金が FEC で支払われた場合は、(給与・賃金水準に応

じて) 133.40US＄を限度とする年金が毎月支払われる。従業員が死亡した場合、未

亡人に対して 53.40US＄を限度とする年金が、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 

前記 V.G.項で述べた 1974 年所得税法では、外国人又は外国企業を、所得税に関

して以下のように「居住外国人」と「非居住外国人」に分類している。  

所得税法の第 3条(k)項によると、「居住外国人」とは、課税対象所得があった年

に、ミャンマーに 183 日以上滞在している外国人である。第 3条(l)項では、「非居

住外国人」は、「ミャンマー連邦の居住外国人以外の外国人」と定義されている。

ただし、2012 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

ている外国人に対しては、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ついては、その総給与所得に対して累進税率

で課税される（2012 年 4 月 6日付の財務・歳入省告示(番号 148/2012))。非居住外

国人が外貨で受領した雇用収入（employment income）については、その総合雇用

所得に対して一律 35％で課税される（2012 年 3 月 15 日付の財務・歳入省告示(番

号 111/2012))。しかし、MFIL に基づいて設立された企業で働いている外国人につ

いては、その総給与所得に対して累進税率で課税される（2012 年 4 月 6 日付の財務・

歳入省告示（番号 148/2012））。 

雇用主は、従業員に対する給与・賃金の支払い時に、その所得税を源泉徴収する

ことが法律で義務付けられている。 
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7.8. 就労ビザと就労許可 

ビザの種類は様々であり、外交ビザ、公式表敬訪問ビザ、観光ビザ、商用ビザ、

通過ビザ、一次ビザ、数次ビザ、及び特定の場合に利用できる到着ビザなどがある。  

1947 年ミャンマー入国(非常措置)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、事業又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又は領事館で、適切な種類の入国ビザを申請する必要がある。 

商用ビザの場合、商用でミャンマーに入国することを希望する外国人は、ミャン

マーの関連組織による身元保証書を裏付け資料として、海外のミャンマー大使館又

は領事館に商用ビザを申請できる。在留許可期間は 10 週間で、商用ビザの手数料

は 36US＄である。 

ミャンマーでは、就労許可に代わるものとして、在留許可が使用されている。し

たがって、外国人がミャンマー国内に就労目的で長期滞在するためには、在留許可

と数次ビザを取得する必要がある(数次ビザは、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、有効な取引許可証、及び取締役と役員の一覧である

書式 XXVI などの企業書類を提出した実業家に限って発行される)。 

外国企業・外国人従業員が在留許可を取得するためには、当該企業がミャンマー

国内に設立されていなければならない。外国企業が、サービス会社などとしてミャ

ンマーの省庁と取引を行っていない場合には、在留許可に関する推薦状の申請は、

商務省に提出しなければならない。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、取引を行っている省庁に提出しな

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取得することがで

きるが、その延長期間に応じた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・国内登録部(Immigration and National Registration 

Department (INRD))がこのような推薦状に基づいてビザを実際に許可した場合に延

長される。延長手数料は 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 日を超えている場合は 1 日当

たり 5US＄を支払わなければならない。  

実際には、在留許可と数次ビザの申請には 2つの手続きが必要である。 初の手

続きとして、まず関係省庁に対して推薦状申請書を提出する。推薦状を受領したら、

第 2 段階として、INRD に申請を行う。(これは単に推薦状と呼ばれているが、実際

には、INRD に対して、関係省庁として在留許可と数次ビザの発行に異存がなく、当

該省庁が在留許可と数次ビザの発行を推奨することを通知する書状として機能し

ている)。この 2つの手続きを行う場合には、以下が必要となる。  
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7.8.1. 関係省庁に申請を行うために必要な書類 

申請書は、外国企業のレターヘッドを使用し、代表取締役又は取締役が署名して、

当該従業員が登録企業で働いていることと、当該企業が当該従業員に対して在留許

可と数次ビザが発行されることを希望する旨を記載しなければならない。この申請

書には、当該企業の登録番号、基本定款の日付、及び取引許可証の日付を記載しな

ければならない。  

申請書には、INRD に在留許可を申請するために必要と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、旅券番号及びビザの有

効期限日を記載した申請書は、ミャンマー大使館の推薦状原本、当該企業の基本定

款の写し、取引許可証の写し、書式 XXVI の写し、誓約書(undertaking)、申請者の

履歴書、及び申請者の旅券原本及びその写しを添付して、関連官庁に提出しなけれ

ばならない。 

 

7.8.2. INRD で必要な書類 

その後、外国企業のレターヘッドを使用して代表取締役又は取締役が署名した申

請書を、INRD の長官宛に提出しなければならない。この申請書には、先に関係官庁

に提出した申請書の写し、当該官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、取引許可証の写し、様式 XXVI

の写し、外国人登録証明証の写し、顔写真 2枚、及び申請者の旅券原本とその写し

を添付しなければならない。 

再入国ビザには一次ビザと数次ビザの 2種類がある。一次ビザは、在留許可期間

中に一度だけミャンマーから出国することができ、発行手数料は 54US＄である。数

次ビザ(MJSRV)は、在留許可期間中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対して発行され、発行手数料は 180US＄である。在留許可

を申請する際には、数次ビザも合わせて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

発行した許可証に基づいて事業を行っている企業で働くことができる。この場合、

外国企業は、MIC に提出する提案書の指定書式の中で、雇用する外国人居住者と外

国人技術者の人数を記載しなければならない。MIC が発行した許可証を取得した後、

外国企業は、外国人従業員の在留許可とビザを INRD に申請しなければならない。 

 

7.9. その他の労働関連事項 

以下に示すのは、関連する労働法の条件に従って順守する必要のある労働関連事

項である。 

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

あり、その下に、以下の法律がこの基本法の規則集と見なされる。「1950 年雇用・
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訓練法」(Employment and Training Act, 1950)、「1959 年雇用制限法」、「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・福利)法」

(Oilfields (Labour and Welfare) Act, 1951)、「1936 年賃金支払い法」(Payment of 

Wages Act, 1936)、2012 年労働紛争解決法」(Settlement of Labour Dispute Law, 

2012)、「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)、及び前記の「2012 年労働組織法」

(Labour Organization Law 2012)である。これらの法律の概要は以下の通りである。 

「1950 年雇用・訓練法」及び「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、また、雇用主が適切な従業員を確保するのを支援するため、

及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の供

与を目的とし、さらに国内での労働者の採用に関する手続きと条件を定めている。

「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。これらの法律に基づき、雇用主は、工場法・一般労働法監督部

(Factories and General Labour Laws Inspection Department)に対して、必要と

される工場又は企業の詳細を連絡するように義務付けられている。企業又は外国企

業の支店は、関連する郡区労務事務所に、その郡区内で雇用しているすべての従業

員の一覧を登録する必要がある。 

「1951 年工場法」は、特に、労働時間、労働日、時間外労働、健康及び安全に関

する措置などを定めている。以下に、同法の概要を示す。労働時間及び労働日数に

ついては、工場や油田などの、身体損傷リスクが中程度の事業所における通常労働

時間数は、1日 8時間又は週 44 時間を超えてはならない。しかし、工場が技術的な

理由から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。地下鉱山などの、身体損傷リスクが高い事業所における通常労働時間数

は、1日 8時間又は週 40 時間を超えてはならない。労働者は、連続 5時間働いた後

は 低でも 30 分の休憩を取ることができる。労働日数は、週に 6日間までである。

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が、時間外

労働に対しては、通常の賃金料率の 2倍の賃金を支払わねばならない。緊急な作業

上の都合によって労働者が休日に働く必要がある場合、当該労働者は（時間外賃金

に加えて）、2 歴月以内に代替休暇を取る権利がある。安全・健康管理については、

雇用主は、作業場の設備、有害物質及び環境に関連する労働災害から労働者を保護

する義務があり、さらに、雇用している従業員数に応じて、救急処置及び医療を提

供し、食堂、休憩所、託児所などを用意しなければならない。 

「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、休憩時間及び時間外労働などを規定している。同法第 2 条の定義によると、

事業所には、商業施設、公共娯楽施設及び工業施設が含まれる。要約すると、店舗
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又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、労働日数は週 6

日間までである。労働者は、連続 5 時間働いた後は 低でも 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が、時間外労働の賃金料率は通常の賃金

料率の 2 倍である。時間外労働に関して、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ため、マネージャーは時間外賃金の支払い

対象外であり、同法に基づく時間外賃金の支払いは受けられない。 

鉱山における従業員と労働者の指名、作業の割り当て、年齢、賃金、給与、他の

給付金の決定、及び鉱山における地上作業と地下作業の労働時間数並びに労働日数

の決定に関しては、前記 5.4.項で述べたように、ミャンマー鉱山規則の第 87 項か

ら 96 項までに規定された目的を達成するための具体的な規則が定められている。  

「1951 年休暇・休日法」は、労働者に対して、6日間の臨時休暇（個人的な緊急

時）、30 日間の医療休暇、10 日間の有給休暇、及び 21 日間の国民の祝日を認めて

いる。国家平和発展評議会が行った2007年2月16日付の告知(番号1/2007)により、

2007 年からは、ミャンマーの 4 月の新年休日が当初の 5 日間から 10 日間に変更さ

れたため、現在の国民の祝日は 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・福利）法」は、油田労働者の健康、安全及び福利に関して

規定しているが、同法の適用は油田に限定されている。 

「1936 年賃金支払い法」は、定期的に賃金を支払う期間、賃金の控除が公式に認

められているもの（罰金を含む）、賃金の支払い方法、記録と報告に関する雇用主

の義務などを定めている。  

「2012 年労働紛争解決法」は、雇用主と被雇用者の間の紛争を解決するための仕

組みを定めている。労働紛争を扱う委員会、機関及び評議会には様々な形態がある。

仲裁機関(Arbitration Body)と仲裁評議会(Arbitration Council)の決定は、当事

者たちが仲裁機関の決定に合意し、それに続いて仲裁評議会が決定を下した時点で

有効となる。  

ただし、職場調整委員会(Workplace Coordination Committee)は、雇用主が申し

立てた苦情を 5 労働日以内に処理して、記録し、調停機関(Conciliation Body)に

報告するものとする。当事者たちが紛争解決に合意できない場合は、調停機関は関

連する紛争解決仲裁機関(Dispute Settlement Arbitration Body)に諮問する。当

事者たちが仲裁機関の調停内容(essential services)を不服とする場合、当事者た

ちは定められた期間内に仲裁評議会に訴えを起し、それを受けて仲裁評議会は労働

争議(collective dispute)に関して裁決するために裁判を開き、そこで下された判

決の写しを管轄省庁及び関連する地域又は州の政府に送付する。 

仲裁機関の決定は、当事者双方が当該決定に合意した場合、決定が下された日か

ら有効となる。また、裁判の判決は仲裁評議会の決定と見なされ、当該判決が下さ

れた日から有効となる。ただし、当事者たちは、仲裁機関又は仲裁評議会の決定を、

その決定が有効となった日から 3ヵ月後に、合意の上、変更することができる。 
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「1923 年労働者災害補償法」は、大部分の労働者に対し、特定の職業病を含めて、

業務上の傷害に対する給付金の支給を定めている。要約すると、雇用主の定義は範

囲が広く、たとえば、(a) ある労働者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、あるいは、(b) 分割払い購入契約(hire purchase agreement)以外

の契約に基づいて車両を有償で「賃貸」使用することを許可する車両所有者も雇用

主の定義に含まれるとされている。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、金額が計算できる特権又は給付金、ある

いは、雇用主が年金又は従業員積立基金(provident fund)に対して払った掛け金、

あるいは、その雇用の性質上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。労働者の定義は範囲が広く、たとえば、(a) 契

約が口頭であるか、書面によるものか、明示的か暗示的かを問わず、雇用主との間

で雇用契約又は実習契約を締結するか、又はこれらに基づいて働く人物、及び、(b) 

分割払い購入契約(hire purchase agreement)以外の契約に基づいて有償で「賃貸」

使用される車両を使用した人物も労働者の定義に含まれるとされている。労働省が

行った告示(番号 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、たとえば、一部の農業労働者は「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又はその過程で傷害を被った

場合、当該労働者の雇用主は「労働者災害補償法」に規定された補償金を支払う義

務がある。ただし、その傷害が、(a) 当該労働者が飲酒又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又は規則を、当

該労働者が故意に無視したか、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、その安全装置又は器具を意

図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は、雇用主は補

償金を支払う義務はない。雇用主は、「労働者災害補償法」に規定された額の補償

金を支払う義務がある。補償金は、以下の一般的な傷害分類に従って支払われる。

(a) 一時払い死亡給付金、(b) 永久完全障害給付金、(c) 永久部分傷害給付金、(d) 

臨時休業給付金。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、(a) 

一部の種類の雇用主は、その事業所内に、発生した傷害を労働者が雇用主に報告で

きる「通知簿」を設置して維持しなければならない。(b) 労働者の死亡事故が雇用

に起因するか又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管轄委員(Commissioner)による質問に対して、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

が発生した状況を記述した報告書を労働管轄委員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障害の発生件数、及びその他の要求された詳細

事項を記載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

被った労働者との間で締結した補償合意書を労働管轄委員に提出して登録しなけ

ればならない。労働者災害補償法の第 3 条(7)項の規定によれば、(a) 傷害に関し
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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) 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に対して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. 環境規制及び地域の鉱業規制 

8.1. 環境規制 

1994 年 12 月、ミャンマー連邦政府は、現在及び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すべての国民の責任であり、開発を行う場合でも常に環

境保護を最優先すべきであるという認識に基づいて、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に「ミャンマー・アジェンダ

21」が策定された。このアジェンダは、将来の国家開発計画において環境配慮を総

合的に行う枠組みとして、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、統一的な特定の環境法は存在しない。しかし、環境保護に関す

る規定を有する現行法は幾つか存在する。  

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、MIC の認可

に基づいて操業している企業に対して、プロジェクト地域とその周辺の環境保全、

大気・水域・土壌の汚染及びその他の環境劣化の抑制に関して、この指令を順守す

るとともに、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を

求めている。 

「ミャンマー鉱山法」と「ミャンマー鉱山規則」には、前記 5.4.項で述べた通り、

環境保全対策などに関する条項や規則が含まれている。ミャンマー鉱山法の第 13

条(d)及び(e)項は、認可保有者に対して、ミャンマー鉱山規則を順守して、鉱山に

おける人員と労働者の福利、厚生、衛生及び規律に関する計画を策定・実施し、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。  

ミャンマー鉱山規則の第 105 項は、鉱物探査認可保有者と鉱物生産認可保有者に

対して、(a) 鉱山省又は鉱山部が認める方法で、坑内採鉱の過程で作られた穿孔、

掘削孔及び損傷した地表を埋め戻しなどの方法で安全にし、(b) 政府の管轄下の森

林地帯又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、植林するか又は補償金を支払うことを要求して

いる。 

ミャンマー鉱山規則の第 106 項は、鉱物生産認可保有者又はマネージャーに対し

て、鉱物生産に起因する液体、廃棄物、尾鉱及び煤煙の処理過程で発生する周辺の

水域、大気及び土壌への汚染を抑制するために必要な、また生物の安全を確保する

上で必要なラボ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なければならず、危

険性がないことが確実である場合に限って、計画的な処分を行うことができる。こ

のように、鉱業部門で操業を行う企業は、上記の条項と規則を厳格に順守しなけれ
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ばならない。 

前述のとおり、現行の幾つかの法律も環境保護に関する規定を定めている。従っ

て、必要性と関連性に応じて、これらの法律と規則にも配慮しなければならず、ミ

ャンマー国内での事業と投資も、このような法律と規則を順守して行わなければな

らない。以下に、関連性のある現行法から幾つかの例を紹介する。 

 

8.1.1. 2012 年環境保全法(Environmental Conservation Law 2012) 

ミャンマー政府は、国の環境政策を実施し、現在及び将来に向けて自然と文化を

保護し、生態系を保存し、天然資源の減耗を禁止し、国民が協力できるように環境

意識を広め、環境問題について政府部局並びに国際組織と連携することを目的とし

て、2012 年環境保全法を制定した。個人又は企業が、(政府の認可を受けた工場や

作業場などで)環境を損なうか又は悪影響を与える可能性のある活動を実施する場

合、当該個人又は企業は、環境・林業省に事前の許可を申請して、当該活動に対し

て環境・林業省が定めたすべての条件を満たさなければならない。 

 

8.1.2. 1992 年森林法(The Forest Law, 1992) 

「森林法」の第 3条では、政府の環境保全政策を実施・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などのための保護林を、他の

保護林に追加して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、及び(e) 林産物の持続的な生産

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、これを保護

公有林に指定することができる。森林法に規定された禁止事項に違反した場合には、

懲役と罰金が科せられる。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、土地の開墾、許可を得ずに保護林において掘削又は土地の

現状を損壊すること、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

林地帯の水中で化学物質又は火薬を使用すること、並びに、森林法に基づいて公布

された規則、手続き、命令、又は告示に対する違反は、違法行為であると規定され

ている。これらの禁止事項を順守しなかった場合には、懲役と罰金が科せられる。 

 

8.1.3. 1909 年堤防法(The Embankment Act, 1909) 

「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以下の行為を行ったものには、6 ヵ月以下の懲役又

は 200 チャット以下の罰金、あるいはこの両方の罰則が科せられる。 

(a) 掘削、堤防の上部又は堤防に沿ってボート、樹木、材木又は竹を引っ張

ること、又はその他の方法によって、堤防に損害を与えること 
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(b) 堤防に関する作業を妨害し、その作業の有効性を完全に又は著しく損な

うこと 

(c) 堤防上に構造物、建築物又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、又は管理下の(又は所有している)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、低木又は草を伐採・抜根すること 

(f) 堤防に連結されている排水管又は人工水路に損害を与えること。 

 

同様に、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

か又は横断させた場合、あるいは、許可を得ずに堤防を建設、保守、修復するか、

又は堤防に何らかの物を設置した場合にも、懲役又は罰金が科される。 

 

8.1.4. 1905 年運河法(The Canal Act, 1905) 

「1905 年運河法」の第 75 条は、以下の行為は違法行為であり、懲役又は罰金が

科せられると定めている。すなわち、運河・排水路への損害を与える、変形させる、

拡張又は妨害行為、運河・排水路への水の供給量を増減させる、運河・排水路から

の水の流出量を増減させる、河川・小川への水の流れを妨害する又は変えることに

より、運河・排水路の有効性を著しく減じるか又は損なうこと、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怠ること、そのように運河・排水路か

ら流出した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又は移動、運

河・排水路の工事現場、堤防又は水路を動物又は車両が通過又は横断するのを許す

こと、運河の堤防で動物を放牧すること、自らが所有又は管理する動物がこのよう

な堤防で放牧するのを容認すること、及び同法の規定に違反することである。 

 

8.1.5. 2006 年水資源・河川保全法(Conservation of Water Resources and Rivers 

Law, 2006) 

「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、及び環境に対する負荷を軽減することである。この目的の

ために、同法は幾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 条及び第 24 条により、以下の行為が禁止され

ている。 

・水資源、河川及び小川を破壊する行為又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又は部分的に破壊すること、損害を与えること、又

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、有毒物質又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、又は航行中の船舶から、又は停



 

－77－ 

泊・座礁・沈没している船舶から爆発物を投棄すること 

・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、堤防の境界又は川岸の境界で金などの鉱物を得るために浚渫を行うこ

と、又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

中の禁止区域又は水路において、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、金など

の鉱物を得るために浚渫を行うこと、又は何らかの資源の生産を行うこと 

・堤防又は川岸において、事業目的で、砂、砂利又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、河川及び小川の保全のために指定した河川

又は小川において、船舶航行条件に違反すること 

・水資源・河川改良局が河川及び小川の汚染を防止するために、また、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。  

 

同法の禁止事項に違反した者には、懲役及び罰金を科すことができる。 

 

8.1.6. 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) 

「野生生物保護・自然地域保全法」の第 35 条と第 36 条は、以下の行為を違法行

為とし、これらの禁止規定に違反した者には懲役及び罰金を科すことができると規

定している。すなわち、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 年を通じて又は季節に応じて保護されている野生生物を許可なしに商

業目的で肥育すること、自然地域において水域又は大気を汚染するか、又は水路に

損害を与えるか、又は水路に毒物を投棄すること、自然地域において汚染物質・鉱

物の汚染物質を携行するか又はこれらを投棄すること、あるいは、自然地域の生態

系又は自然条件を破壊することである。  

 

8.1.7. 1998 年文化遺産地域保全法(Protection and Preservation of Cultural 

Heritage Regions Law, 1998) 

「文化遺産地域保全法」の第 20 条は、文化遺産地域において以下の行為を禁止

している。(a) 古代遺跡の破壊、(b) 古代遺跡の原形、原構造又は当初の出来栄え

を故意に変化させること、(c) 古代遺跡を探索するために発掘を行うこと、及び、

(d) 石油、天然ガス、宝石又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

の行為を禁止している。(a) 古代遺跡の修復・保守を行うこと、(b) 考古学目的に
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発掘を行うこと、(c) 道路、橋梁、灌漑用水路又は堤防の建設、あるいは、これら

を延長すること、及び(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。これらの禁止行為に違反した場合は、懲役及び罰金

が科せられる。 

  

8.1.8. 1972 年公衆衛生法(Public Health Law, 1972) 

「公衆衛生法」の第 3条により、政府は、特に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。公衆衛生及び環境保護に関して布告された命令又

は指令に違反した場合には、懲役及び罰金が科される。  

 

8.1.9. 1995 年伝染病予防管理法(Prevention and Control of Communicable 

Diseases Law, 1995) 

「伝染病予防管理法」の第 8条は、環境衛生に関して以下のように規定している。

伝染病の発生を予防するため、また、発生した伝染病を効果的に鎮静化させるため、

国民は、関連地域の保健担当官(health officer)の監督の下で、次の環境衛生対策

を講じる責任がある。(a) 屋内外又は垣根の内外での衛生対策、(b) 井戸、池及び

排水設備の衛生対策、(c) 廃物の適切な処理及び廃物の焼却処分、(d) 衛生的な便

所の設置・利用、及び、(e) 必要なその他の環境衛生対策。 

 

8.1.10. 1881 年航路障害物法(The Obstructions in Fairways Act, 1881) 

「航路障害物法」の第 2条は、以下のように規定している。ミャンマーの港湾に

至る航路において、船舶が沈没するか、座礁するか又は遺棄された場合、あるいは、

漁業用の杭又は材木などが設置された場合には、大統領は、これらの全部又は一部

を除去させることができる。同法の第 8条により、大統領は、ミャンマーの港湾に

至る航路において、漁業用の杭の設置、隆起ないし浅瀬になる可能性のあるような

バラスト、廃棄物又はその他の物を投棄すること、あるいは、航行を妨害するか又

はこれに危険を及ぼす可能性があるようなその他の行為を行うことを規制又は禁

止する権限がある。これらの規定に違反した場合には、懲役又は罰金を科すことが

できる。 

 

8.1.11. 1905 年ヤンゴン港湾法（Yangon Port Act, 1905） 

「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、港湾や河川からの難破船の撤去、港湾・河川・河川堤防の清掃、これらへの汚

物・廃物の投棄の禁止、及び罰金の設定などに関する総合的な条例を定めることが

できる。 

 

8.1.12. 1908 年港湾法(Ports Act, 1908) 

「港湾法」も幾つかの禁止行為を定めている。たとえば、同法の第 21 条は、土
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盛や浅瀬を形成するか、あるいは航行を妨害する可能性のあるバラスト、廃棄物又

はその他の物は港湾に投棄してはならず、油又は油の混入した水も港湾に投棄して

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、罰金が科せられ

る。 

 

8.1.13. 2000 年幹線道路法(Highways Law, 2000) 

「幹線道路法」の第 7条、第 8条及び第 9条に禁止規定が定められている。以下

にその例を示す。これらの禁止規定に違反した場合は、懲役及び罰金を科すことが

できる。 

・幹線道路を横断する建物を建設する 

・幹線道路の境界内に建物を建設するか、又は池を造成する。 

・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

植林又は農作物の栽培を行うか、又は、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、又は危険を及ぼす可能性のある物体を故意

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。 

 

8.1.14. 1964 年自動車法(Motor Vehicles Law, 1964)及び自動車規則(Motor 

Vehicle Rules) 

「自動車法」の第 5条は、全ての自動車は運転者が効果的に制御できるように製

造・整備されていなければならないと規定している。同法の第 6条によると、自動

車に機械的な欠陥があるか、あるいは、自動車が同法第 5条の規定又は同法に基づ

いて定められた「自動車規則」の規定を順守していない場合には、登録当局は当該

自動車の登録を拒否できる。包括的な規則を網羅した「自動車規則」は、「自動車

法」に基づいて、1989 年 11 月に制定されたものである。以下にその例を示す。同

規則の第 46(a)及び(b)項は、車体及びエンジンから発生する騒音は周辺環境に悪影

響を与えてはならず、エンジンの騒音を抑制するために自動車に消音器を装備しな

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、中央登録当

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、大気中に排気ガスや煙を排出する自動車に対しては、登録を拒否す

ることができる。同規則の第 48 項によると、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、中央登録当局は当該自動車の登録を拒否することができる。 

 

8.1.15. 1951 年工場法(Factories Act, 1951) 

「工場法」は全 109 条で構成されており、健康関連規定(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、加湿などに関す
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る規定などを包括的に定めている。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、煤煙又は蒸気が過度に放出される場合には、これらの煤煙

や蒸気の吸入を防止するとともに、部屋の内部にこれらの煤煙や蒸気が蓄積するの

を防止するために最善の努力を払わねばならないと規定している。さらに、これら

の煤煙、蒸気又は廃棄物を外部に放出するための開口部(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)は煤煙及び蒸気の排出箇所の近くに設置すると

ともに、これらの排出箇所は可能な限り閉鎖しておかなければならない。 

 

8.1.16. 1990 年民間製造企業法(Private  Industrial Enterprise Law, 1990) 

「民間製造企業法」の第 3 条(f)項の規定によると、民間製造企業は、一定の基

本的原則、特に、環境を汚染させるような技術ノウハウの利用を回避又は削減する

などの原則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原則を順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)が、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、同監督機関は、民間製造企業の登録許可を推奨する際に、

以下の要素を考慮する権限と義務を有している。すなわち、民間製造企業の周辺住

民の健康に有害とならないこと、火災が発生する危険がないこと、周辺環境に悪影

響を及ぼさず汚染源とならないこと、当該民間製造企業の労働者の健康に有害とな

らないこと、危険な事態が発生する恐れがないこと、及び、現行法を順守している

ことである。同法には、違反行為及び罰則が規定されている。   

 

8.1.17. 1884 年爆発物法(Explosives Act, 1884) 

「爆発物法」の第 5 条により、大統領は、爆発物又は特定種類の爆発物の製造、

保有、使用、販売、輸送及び輸入を規制又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、いかなる場所、車両又は船舶で発見された爆発物も、差し押さえ、留置、除去、

又は必要に応じて破壊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

の第 13 条により、同法又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

き行為を取ったと判断され、さらに、その行為によって、爆発物が製造又は貯蔵さ

れた場所又はその周囲、あるいは鉄道、港湾、車両、船舶又はボートにおいて爆発

又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。 

 

8.1.18. 1908 年爆発性物質法(Explosive Substances Act, 1908) 

「爆発性物質法」の第 4条は、以下の行為には、実際に爆発や人命又は財産に対

する危害が発生したかに関係なく、懲役及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がある爆発をミャンマー国内で引き起こす目的で何らか
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の行為を行うこと、あるいは、人命に危険を及ぼし、又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、

又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。同法には、この他にも違法行為と罰則が定められている。 

 

8.1.19. 1922 年ヤンゴン市法(City of Yangon Municipal Act, 1922) 

この法律は、全 241 条で構成されていて、特に、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、公衆衛生及び安全対策などに関する規定

を定めている。ヤンゴン市発展評議会(Yangon City Development Committee)が、

同法の包括的な規定を施行している。  

 

8.1.20. 1990 年ヤンゴン市発展法(City of Yangon Development Law, 1990)  

「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、公衆衛生と健

康のための対策を実施できる。ヤンゴン市発展評議会が布告する命令又は通達を順

守することが法律で義務付けられている。   

 

8.1.21. 環境及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 月に告示(番号 10/99)により、「環境及び衛生

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、特に、環境保全、

企業・工場・作業場の所有者による大気、水域又は土壌の汚染の抑制、及びヤンゴ

ン市発展評議会が布告した通達の順守などに関する内容が含まれている。 

 

8.1.22. 1992 年マンダレー市発展法(City of Mandalay Development Law, 1992) 

この法律に基づいて設立されたマンダレー市発展評議会は、特に飲料水の供給及

び公衆衛生に関する対策を実施するとともに、疾病を予防するための対策及び公衆

衛生対策を実施する義務を負っている。 

 

8.1.23. 1993 年発展評議会法(Development Committees Law, 1993) 

「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評議会は、建物

又は土地の所有者、あるいは、その居住者に対し、関連する法律、規則及び条例に

従って、井戸、湖沼、排水及び汚水に関して以下のことを行うように命ずることが

できる。すなわち、非衛生的な井戸・湖沼・貯蔵タンク・貯蔵用容器の清掃、修理、

埋め立て又はこれへの蓋の設置、工場・作業場・建物などからの適切な排水路を確

保し、街路又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又は排水管の

建設又はこれらの修理・改良、及び、工場・作業場・建物などにおいて、貯水タン
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ク、排水管及び浄化槽を備えた水洗便所を設置することである。同法は、幾つかの

禁止行為も定めており、これらの禁止規定に違反した場合は、懲役及び罰金が科せ

られる。 

 

要約すると、ミャンマーにおいて投資又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、プロジェクトの拠点とその周辺において、特に大気・

水域・土壌への汚染及びその他の環境劣化の抑制と、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並びに衛生規則の順守などを通じて、

環境保全を図る責任がある。 

 

8.2. 社会及び地域の規制 

社会・地域規制としては、前記の「1993 年発展評議会法」に加えて、1993 年 8

月に、「国境地域・民族発展法」(Development of Border Areas and National Races 

Law)が施行された。この法律の目的は、とりわけ、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、及び異民

族間の友好関係を強化することである。この法律の目的を達成するため、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、同法に規定

された目標を実施するための方針の策定、辺境開発・民族省が策定して「国境地域・

民族発展作業部会」(Work Committee for the Development of Border Areas and 

National Races)に提出された短期・長期マスタープランの追認、これに関する指

針の作成及び同プランの実施、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、

秩序、地域の平和と静穏を維持するための対策の策定と実施、並びに、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」の主な管轄官庁は、辺境開

発・民族省である。同省は、作物栽培、畜産、家内工業を確立するための対策の策

定、及び、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

策定と実施をはじめとする、包括的な任務と権限を有している。従って、環境保護

対策及び社会・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. 環境及び社会の現状 

前述のように、事業内容との関連性に応じて、環境保護・保全に関するそれぞれ

の現行法の規定を順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、野生動植物保護対策、たとえば、日本の自然環境研究センター(JWRC)から

の支援・協力及びミャンマーの森林部(Forest Department)からの協力を得た「野
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生生物保護区域」(shwesettaw 野生生物保護区域など)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、並びに森林破壊の防止も含まれる。ま

た、NGO 団体である森林資源環境開発・保全協会(Forest Resource Environment 

Development and Conservation Association)は、日本の海外林業コンサルタンツ

協会(JOFCA)の協力を得て、焼き畑農業の増大、デルタ地帯のマングローブ樹林の

農地への転換、及び薪・木炭の生産を目的としたデルタ地帯の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、さらに農

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。  

 

8.4. NGO が鉱業に与える影響 

NGO は、それぞれの目的・目標の達成を可能にするため、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、森林資源環境開発・保

全 協 会 (Forest Resource Environment Development and Conservation 

Association(FREDA))という NGO 団体が存在する。FREDA は、内務省からの認可を得

て、1996 年 1 月に設立された。FREDA の主な目的は、森林部門の開発、野生動植物

の保護、自然環境及び農村地域の福利に関連するあらゆる形態の活動を促進し、こ

れらに参加することである。その詳細は以下に示すとおりである。FREDA の構成会

員は、森林部(Forest Department)及びミャンマー木材公社(Myanmar Timber 

Enterprise)の退職者、植物動物研究所(Botany and Zoology)を退官した元教授、

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、及び自然環

境の保全に関心のある人々である。  

具体的には、FREDA は以下の目的と目標を有している。 

(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、薪及び木炭などの林産物の持続可能な供給が可能となるよう、地

域社会を育成し、組織する 

(d) 国際団体や民間企業から林業部門の開発のための支援・協力を受け、専

門知識を習得する  

(e) 森林資源の開発、野生動植物、自然環境及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) 変わり行くシナリオに従って、森林部門の開発に関する評価、分析及び

アドバイスを批判的に行う 

(g) 緑豊かな近代的国家を建設するための活動に積極的に参加する 
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FREDA は、その目的・目標に従って、主に野生生物保護、虎の保護及び森林破壊

の防止などの活動を行っている。FREDA の他にも、内務省から認可を受けた NGO が

幾つか存在するが、ほとんどの NGO の目的や任務は、鉱業に重点を置いていない。 
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1988 (2010 12 31 )

 1988 2010/12/31 

 - ha 9.63 23.62 13.99
 - ha 10.56 5.83 -4.73

 -     
 138 371 233

 -  - 26 26
  ha 540,740 1,684,890 1,144,149

   
 -  - 327 327
 -  - 40 40
 -   ha - 201,090 201,090

 - 1,059 1,059
 -   ha - 74,693 74,693
 -  - 8,230 8,230
 -   ha - 41,335 41,335

  ha 540,740 2,002,008 1,461,267
  ha 1,577,941 9,717,955 8,140,014

 -   ha 4,778,188 6,792,764 2,014,576
 -   ha - 421,705 421,705
 - Basket 630,925 1,246,517 615,592
 -   % 102 168 66

ha 729,632 4,380,219 3,650,586
 -   ha 49,868 151,508 101,640
 -   ha 137,854 388,685 250,831

  ha 77,666 504,322 426,656
   ha 7,484 80,006 72,522

  ha 58,172 84,944 26,772
  ha - 46,703 46,703

  ha 13,683 24,603 10,920

 -   ha 548,434 825,030 276,596
 -   ha 1,211,779 1,517,323 305,543
 -   ha 211,878 807,430 595,552
 -   ha 17,480 98,613 81,133
 -   ha 38,784 155,294 116,510

  ha 930 2,126,600 2,125,671
  ha 2,514,047 3,573,348 1,059,301
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1988 (2010 12 31 )

 1988 2010/12/31 

   

- 2,241,000 3,064,024 823,024

- 10,079,000 13,903,699 3,824,699

- / 1,462,000 4,375,744 2,913,744

- 3,112,000 10,070,211 6,958,211

- 33,441,613 167,731,006 134,289,393

- 6,207,685 14,968,763 8,761,078

- 847,012 1,195,231 348,219

- - 691,600 691,600

- ha 2,550 88,380 85,831

-  ha - 91,034 91,034

- ha - 1,988 1,988

- 3,357 54,157 50,800

- kg 43,653 1,219,544 1,175,891

-  ha 39,995 175,079 135,084
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1988 (2010 12 31 )

 1988 2010/12/31 

   100,592 122,254 21,662

   - 40,027 40,027

   5,371 38,240 32,869

 ha  230,800 853,284 622,484

 -  ha  - 64,750 64,750

 -  ha  132,279 399,574 267,296

 -  ha  53,886 180,848 126,962

 -  ha  19,569 72,488 52,919

 -  ha  - 86,626 86,626

 -  ha  - 7,790 7,790

   4.51 311.86 307.35
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1988 (2010 12 31 )

 1988 2010/12/31 

-  ( ) 19 32 13

-  ( ) - 5 5

- mi 403.80 4,373.33 3,969.53

- 6,165,641 6,781,204 615,563

- fi3 41,913.97 449,082.93 407,168.96

- 5 45 40

- 156.46 220.40 63.94
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1988 (2010 12 31 )

1988 2010/12/31 

-

-

-

-

-

-

26,690

-

624

28 

9,915 

43,408 

11,743 

689 

28

9,915

16,718

11,743

65
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1988 (2010 12 31 )

 1988 2010/12/31 

1,611.273 7,720.421 6,109.148

328.975 1,413.866 1,084.891

663.617 3,344.207 2,680.590

- 14 49 35

- (10 ) 2 11 9

- (1-10 ) 1 10 9

- (1 ) 11 28 17

- - 17 17

- (10 ) - 17 17

- - 10,455.5 10,455.5

- - 4 4

- 3 3 -

- 7 9 2

- - 1 1

-  416 9,848 9,432

-  - 162 162

-  - 6,253 6,253

-  - 35 35

-  - 18 18
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2012 9 30
( US $) 

 % 

1  35 14,145.580 34.42 

2  61 9,568.093 23.28 

3  40 6,371.495 15.50 

4  58 2,965.075 7.21 

5 * 54 2,799.185 6.81 

6  77 1,853.23 4.51 

7  43 1,031.285 2.51 

8  2 469.000 1.14 

9  15 243.565 0.59 

10  12 241.497 0.59 

11  5 238.835 0.58 

12  25 217.790 0.53 

13  8 273.500 0.67 

14   2 146.667 0.36 

15  2  94.000 0.23 

16  14  82.080 0.20 

17  2 72.500 0.18 
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18  2 55.101 0.13 

19  4 49.796 0.12 

20  1 41.000 0.10 

21  15 40.791 0.10 

22  2 30.575 0.07 

23  2 17.500 0.04 

24 ** 2 14.600 0.04 

25  1 13.370 0.03 

26  1 5.250 0.01 

27  2 4.400 0.01 

28  1 3.382 0.01 

29  2  2.957 0.01 

30  1 2.400 0.01 

31  1  2.040 0.00 

32  1  1.000 0.00 

493 41,097.539 100.00
*

**
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2012 9 30 US$ 41097.539 US$

2012 9 30
( US $) 

   

 % 

1 5 19,067.498 46.40 

2 113 14,181.972 34.51 

3 66 28,14.360 6.85 

4 183 1,835.858 4.47 

5 45 1,064.811 2.59 

6 19 1,056.453 2.57 

7 25 324.358 0.79 

8 16 313.906 0.76 

9 3 193.113 0.47 

10 9 182.751 0.44 

11 2 37.767 0.09 

12 7 24.692 0.06 

493 41,097.539 100.00
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