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ミャンマーの新外国投資法制
（注： 本コメンタリーは 2013 年 3 月公表の英語版 Myanmar's New Foreign Investment Legal Regime の日本語訳である。）

２０１３年１月３１日、ミャンマーの国家計画経

ている中、一連の経済・政治改革の一環として制定

済開発省・投資企業管理局は、ウェブサイト上で、

されるものである5。Nestle, ANZ や GE といった企業

新外国投資法に基づく、外国投資施行細則1と、経済

は、ミャンマーでの事業を開始または拡大する計画

活動の分野を分類した通達2（合わせて「施行細則」

を発表し、MTV にいたっては、ヤンゴンで、テレビ

3

という。）を発表した。新外国投資法 そのものと同

中継コンサートを開催した。

じく、施行細則も、とりわけミャンマーにおける第
二次国際石油ライセンスラウンドにおいて１８のオ

最近ヤンゴン出張から戻ってきた Jones Day のパ

ンショアの石油・ガス鉱区での入札を実施した4、海

ートナーである Darren Murphy、Kevin Murphy など

外からの投資を熱望するミャンマーの姿を反映して

の観測筋は、経済・政治改革の持続的な推進力と、

いる。施行細則は、ミャンマーに対するアメリカと

外貨がもたらす発展に対する真の熱意を報告してい

欧州からの経済制裁の緩和に続いて、本格的に外国

る。

投資家や政府がミャンマーとの関係を再構築し始め

外国資本を呼び込もうというミャンマーの姿勢を
表わす最近の出来事として、ミャンマー議会は、２
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このコメンタリーにおける外国投資施行細則(2013 年 1 月
31 日、2013 年第 11 号通達)の要約は、投資企業管理局の
ウェブサイト上でミャンマー語で公表された書面の非公
式な翻訳に基づいている。現時点では、英語翻訳版は、
投資企業管理局のウェブサイト上では手に入らない。
経済活動の分類をした通達（2013 年 1 月 31 日、2013 年第
1 号通達）は、投資企業管理局のウェブサイトで英語版が
公表されている。
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外国投資法（2012 年 11 月 2 日）は、投資企業管理局のウ
ェブサイト上で英語版が公表されている。国家計画経済
開発局もウェブサイト上で異なる翻訳を公表している。
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ジョーンズ・デイのコメンタリー"Second Petroleum Bid
Round in Myanmar" (January 2013)を参照。
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０１３年３月６日、１９５８年外国仲裁判断の承認
及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）に署名
することに同意した。この重要なステップは、締約
国でなされた仲裁判断がミャンマーでより効果的に
執行されることへの備えとなり、外国人投資家に対
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ジョーンズ・デイのコメンタリー"Eased Sanctions Widen
Doorway to Myanmar Oil and Gas Sector" (August 2012)を参
照。

（日本語訳）

し、契約条項がミャンマーにおいて執行できるとの

・租税の支払及び債権者への弁済を条件とした、継

6

必要な信頼を与えるはずである 。

続的な利益及び投資基金の、本国への送金に関す
る条項10。

このコメンタリーは、新外国投資法と、施行細則
を要約し、ミャンマー投資委員会（以下「投資委員

・許可を受けた外国企業または外国ジョイントベン

会」という。）の日々の実務において明確化するこ

チャーに対する、最長５０年までの契約期間をさ

とが必要とされる、残された不明点を指摘するもの

らに１０年ずつ２回にわたり延長することができ

である。

る（すなわち最長７０年にわたる）長期間の賃貸
借11。

外国投資法
・ジョイントベンチャーや投資契約に規定された

外国投資法は、外国資本金１００％の投資会社や

「紛争解決メカニズム」の執行。

ジョイントベンチャーを通じた外国投資や、契約書、
すなわち施行細則によりミャンマー政府との官民ジ

言い換えれば、外国投資法の規定は、投資家に対

ョイントベンチャー契約を意味すると解釈される条

し、長期営業権の保証、国による没収からの保護、

項による外国投資を認めている7。同法は、外国投資

国内のパートナーとの契約条項を執行する手段を付

会社という特別な種類の会社を設けるのではなく、

与することを狙いとしている。

むしろ、既存のミャンマー会社法の下で設立された
会社が投資企業管理局への申請により外国投資を行

施行細則

うことを規定している8。

しかしながら、以上に述べた点を除き、外国投資

外国人所有企業やジョイントベンチャーには、国

法は、外国投資の管理法制についての詳細を欠いて

内企業と同様の会社法の原則（また、一般的には、

いる。ミャンマー議会の議員がタイの報道機関に述

国内企業と同様の環境、労働、その他の規制）が適

べたところによれば、外国投資法は「かなり柔軟」

用されるが、許可を受けた外国人所有企業や、外国

で12、多くの部分が政府や投資委員会の裁量に委ねら

のジョイントベンチャーは、外国投資許可のメリッ

れている。施行細則は、外国投資法の曖昧さを補充

トを受けられる。許可には、多くの重要な利益が付

する内容をもつ最初のものである。

随しているが、これには以下のようなものが含まれ

センシティブ・セクターへの投資

る。

外国投資法は、「農業（farming agriculture）」、

・国有化や恣意的な国の行為に対する基本的な「保

危険な化学物質を製造する工場や、それらを利用す

証」：許可に基づき組成された事業は国有化され

る事業、「公衆衛生に影響を及ぼす」、または「自

ないこと、政府は、許可された期間の満了前にお

然環境及び生態系を損なうおそれのある」活動など、

いて、十分な理由なく、投資事業を中止しないこ

特定の分野への投資を禁じている。また、「連邦国

と、投下された外国資本は、投資契約期間の満了

家や国民の安全、経済、環境及び社会的利益の状況

後、投資されたのと同じ通貨で払い戻すことがで

に重大な影響を及ぼすおそれのある」活動について

きること9。

は、許可を付与するに先立ち、議会に提出しなけれ
ばならない13。
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国内法の制定の実行を通した、ミャンマーにおけるニュー
ヨーク条約の履行はまだ完了されていない。
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外国投資法 9 条

8

外国投資法 10 条
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外国投資法 28－30 条
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外国投資法 39 条
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外国投資法 31－32 条
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"Myanmar's Foreign Investment Law Lauded," The Nation
(Nov. 7, 2012), available at
http://www.nationmultimedia.com/business/Myanmars-foreigninvestment-law-lauded-30193800.html.
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外国投資法 3－6 条で扱われている。

（日本語訳）

施行細則は、これらの分野の詳細を規定し、(1)防

そのコメントは、投資委員会がコメントを要求して

衛、(2)電力事業、(3)中小規模の鉱物の製造、(4)ミ

から一週間以内になされなければならない。

ャンマー語での出版及びメディアを含む、多くの分
野への外国投資を禁止している。施行細則は、また、

当然のことではあるが、施行細則の手続条項は、

(1)多くの食品、農業活動、(2)インフラ開発と建設、

さらに明確化される必要がある。一例として、施行

(3)住宅、商業開発、(4)航空サービスを含む「制限

細則は、外国人投資家が投資許可を得るために投資

セクター」の分野において、自国民とのジョイント

委員会に対して提供すべき広範な情報を定めている

ベンチャーへの外国投資の上限を 80％までに制限し

が、その多くが商業上の機密事項に当たるであろう、

ている。

こうした情報の機密保持については、明文上の規定
が置かれていない。

条件付きセクターの 3 番目の類型は、そのセクタ
ーへの投資を、関係政府機関や規制官庁からの認可

許可に従って行動するためのスケジュール

を含む、特別な条件や承認にかからしめるもので、

投資家もまた、厳しいスケジュールに拘束される

「制限セクター」の多くが含まれる。鉱物、建設、

ことになる。提案に係る未開発地域での事業は、投

製造業セクターにおける一定の投資計画は、環境及

資委員会の許可の中で定められ、極めて限られた延

び社会的な影響のアセスメントも経なければならな

長しか認められない時間内で、建設を完了しなけれ

い。

ばならない。そうした時間制限を不可抗力以外の理
由で超過してしまった場合には、投資委員会は、投

外国投資法は、旧外国投資法を廃止しただけであ

資家への許可を何らの補償なく取り消すことができ

る。したがって、投資はその他の適用法上の規制に

る。

引き続き服することになる。特に、ミャンマー政府
に、石油および天然ガスの調査、採掘、販売や航空

施行細則は、外国投資法で規定された土地利用許

サービス、銀行・保険事業などの一定の活動を実施

可の取得や、対内、対外資本移転の手続についての

する独占的権利を付与する国営企業法は、引き続き

詳細も定めている。こうした条項には、投資家がミ

規制セクターにおける投資に適用される。実際、施

ャンマーの低発展地域に投資する場合には、ケース

行細則はこの点を強調している。たとえば、施行細

バイケースで、最初の土地の借用期間を５０年以上

則は、航空サービスの販売について、政府の承認と

にすることができることが示されていることなど、

運輸省からの推薦が条件となることを明示的に規定

何点かの驚くべき点が含まれている。

している。

しかし、施行細則はいくつかの有用な詳細を規定

許可及び認可の付与に関するガイドライン

しているものの、投資家が直面するその他の重要な

上述した通り、投資委員会は、とりわけ投資許可

問題は手付かずのまま残されている。

の付与または拒絶、及び許可条件の執行について、
実質的かつ日常的な権限を有している。施行細則は、
そうした権限の発動について基本的な手続を定めて

減税
外国投資法は、委員会は投資家に対し、連続する
５年間、所得税を免除すると規定している。また、

おり、(1)投資委員会がその裁量権を行使するに当た

投資委員会は最初の５年間の免税期間の延長、１年

り、考慮すべき一般的な基準、(2)投資委員会の行為

以内にミャンマー国内で再投資された利益について

の時間制限も含まれている。投資家にとって歓迎す

の課税の免除、一定の関税の免除等、１０の税制優

べきことは、投資委員会が、申請を迅速に処理しよ
うとする意図がうかがえる点である。投資委員会は、
規制セクターにおける投資計画の審査を補佐するた

遇措置を「付与できる」とも規定している。外国投
資法も施行細則も、投資委員会がそのような免税措
置を付与する裁量権を行使するに際して適用する追

めに、関連部署の横断的なチームを編成し、申請委

加基準については、詳細を定めていない。

員会は、前週に提出された投資計画を検討するため
に、毎週開催される。また、地方政府は、投資計画
に対してコメントをする機会を与えられているが、
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（日本語訳）

事業譲渡

るが、その期間は、「知識に基づく」事業について

施行細則は、事業に対する権利をミャンマー国民

は、経営委員会により延長される可能性がある。し

やその他の外国人投資家へ売却することについて規

かし、施行細則は、どのような職種が「熟練」に分

定している。しかし、そのような譲渡は、投資委員

類されるのかを定義していない。

会の承認が条件であり、かかる承認は、さまざまな
施行細目は、ミャンマーの経済が自由化に向かう

理由により留保されうる。

プロセスにおいて、望ましい一歩である。しかし、
外国人の雇用

同規則は、なお重要な日常的裁量を投資委員会に委

外国投資法は、「熟練」労働者と、「未熟な」労

ねている。ミャンマー政府の最近の動きは、楽観論

働者とを区別し、後者についてはミャンマー人でな

の原因となっているが、おそらく、投資委員会が実

ければならないと規定する。外国投資法は、熟練職

際に実績を積み上げるまでは、慎重な楽観論にとど

についても、ミャンマー国民の割合の下限を規定し

まるであろう。

ており、その下限は徐々に引き上げられる予定であ
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