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はじめに

IT・ソフトウエア開発、ホテル・サービスアパート
建設等多岐にわたっており、単なる加工貿易ではない

ASEAN国の最西端にありながら、中国、インド、

実物投資の増加もうかがえる。

タイをつなぐ重要な接点となり、国内には豊富な天然

2013年に外国投資法が承認した外国投資認可は117

資源に加えて6000万人を超える勤勉な国民を擁する

件であるが、その半数は受託加工業等の軽工業であっ

ミャンマー。タイ・ベトナムプラスワンとしてあげら

た。電力供給に不安があることが、重工業の進出に障

れるCLM（カンボジア・ラオス・ミャンマー）の中

害となっている事実が読み取れる。

でも唯一の存在感を放つミャンマーで外国投資が本格
化してから１年超が経過した。

（2）規制業種

2012年11月に公表された改正外国投資法は、1988

外国投資法施行細則では、ミャンマー投資委員会

年に軍事政権化で制定された外国投資法を抜本的に見

通達（No.１/2013）および国家計画経済開発省通達

直したものであり、特に2013年１月に公表された施

（No.11/2013）において、規制業種が列挙されてい

行細則は、外国投資での規制業種を、完全禁止、合弁

る。双方の通達で列挙される業種は264分野と詳細に

により許可する業種、一定の条件付きにて許可する業

及んでいるが、定義や規制内容が曖昧でありミャンマ

種に分けて具体的に列挙しており、一定の不明確さは

ー投資委員会（MIC）
・各省庁に裁量権が残されてい

残るもののミャンマーへの投資を加速させる主因とな

る部分も多い。特に、以下の２領域については留意が

った。

必要である。

また、2014年１月には改正経済特区法が成立し、
外国投資法の投資恩典をさらに上回る優遇措置が織り

○ミャンマー資本との合弁でのみ認可される事業につ
いて、個別の合弁比率が明示されていない。

込まれた。これに並行して、現在ミャンマー初の国際

○特定の条件のもとで認可される事業について、多く

水準工業団地として注目を浴びている、ティラワ工業

のケースにおいて各省庁の承認によることが条件と

団地の整備が急ピッチで進められている。

されているが、具体的な承認要件が明確になってい

本稿では、今後のミャンマー発展の鍵となる外国投

ない。

資法および経済特区法について、その近況をアップデ
ートする。

これらの領域に対する投資にあたっては、合弁比率、
投資計画等をある程度策定のうえ、個別にMICおよび

1．改正外国投資法

関連省庁に事前相談をする必要がある。MICは受付窓
口として機能するケースが多いため、まずはMICにお

（1）投資実績
1988年に外国投資法が設立して以来、欧米からの
経済制裁を背景に中国、タイ等の近隣国からの投資が

いて自社の投資案がいかなる省庁に関連するかの判断
を仰ぎ、それに従って関連省庁への相談に進むのが効
率的である。

蓄積された。一方で直近では香港、シンガポール、日

なお、綿密な投資計画を策定するあまり、事前相談

本からの投資が増加傾向にある。香港からの投資は大

のタイミングが遅れがちとなるケースもあるが、基本

部分が縫製業等の軽工業で、ミャンマーにて外注加工

的にミャンマーは外国投資を歓迎する姿勢にあるた

を受け全量を輸出する事業形態が定着している。他方、

め、計画の大枠が固まった段階で、事前相談に進むこ

シンガポール、日本からの投資は、自動車製造、

とが推奨される。
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■ミャンマー投資委員会 通達No.１/2013

この通達では、外国企業（個人）による投資を制限
する分野を定めており、具体的には以下４つの章から
構成されている。

【工業省】
・食用油、飲料、グルタミン酸ナトリウム、タバコ、香水、化
粧品の製造においては、特定比率の国内産原料の使用が必要。
・塗料やその他の塗装材の製造・販売業では、外国資本の出資
比率は70％を超えてはいけない。

①外国資本に禁止される事業（21分野）
②ミャンマー資本との合弁でのみ認可される事業（42分野）
③特定の条件のもとで認可される事業（関連省庁の認可が
必要なもの115分野、他の条件が定められているもの
27分野）
④環境アセスメントが認可の前提となる事業（34分野）

【建設省】
・オフィスあるいは商業ビルを100％外国資本で建設する場合
は、BOT契約のみ認可となる。また、合弁の場合は現地資
本側は長期リースの土地を出資すること。
【ホテル・観光省】
・観光業は、運輸省規定に準じること。
・スパサービスは、３つ星以上の大規模ホテル内にて実施する

①外国資本に禁止される事業

完全に外資に禁止される事業は、主に武器の製造や、
危険物の製造であるが、以下のような事業も含まれる

もののみ認可される。
【その他の規制】
・100％の外国資本でホテル業を行う場合は、３つ星以上のク

点に留意が必要である。

ラスのホテルのみが認可され、それ以外はミャンマー資本と

・中小規模の鉱物製品の生産（鉱物資源の採掘は原則禁止業務）

の合弁が求められる。

・他国から廃材や処分済みの物品を輸入して、それらを工場の
建設に使用すること

②ミャンマー資本との合弁でのみ認可される事業

この分野には、主に以下の事業が含まれる。
・特定の種類の食料品、酒類全般の製造・販売
・特定の種類の化学品、薬品の製造・販売
・飲料水、氷の製造・販売
・綿製品、陶器、食器などの製造・販売
・プラスチック製品、ゴム製品、皮革製品の製造
・紙ならびに各種の紙製品の製造・販売
・ビルの建設、橋梁等に使用される鉄骨の製造、コンクリート
の製造
きょうりょう

・外国資本は小規模な小売業を行うことはできないが、スーパ
ーマーケット、デパート、ショッピングセンターなどの大規
模小売りであって、現地資本の既存店から離れた立地で行う
場合のみ認可される。また国内製品を優先して調達する必要
があり、この事業を合弁で行うことが求められる場合は、ミ
ャンマー資本の出資比率を40％以上とすること
・外国資本による中小規模の小売事業（車、二輪車を除く）は、
2015年以降にのみ認可される。その場合の最低投資額は、
300万ドル以上であること。また、販売業は税務恩典は受け
ることはできない。

④環境アセスメントが認可の前提となる事業

この分野には、主に以下の事業が含まれる。

・巨大な橋梁、高速道路、高架橋、地下鉄等のインフラ開発

・金属資源や鉱物資源の採掘

・住居用アパートやコンドミニアム、オフィス・商業ビル、工

・石油や天然ガスの採掘

業団地、住宅地の開発・販売・賃貸
・国内線あるいは国際線の航空会社

・大規模なダムおよび貯水池の建設、発電・送電設備などのイ
ンフラプロジェクト

・船による乗客や貨物の輸送
・造船所における船の製造・メンテナンス
・倉庫の建設と倉庫業

■国家計画経済開発省 通達No.11/2013

当通達では、ミャンマー企業（個人）のみに許され

・民間の病院・クリニック

る事業（23分野）が列挙されているが、前述のミャン

・観光、旅行業

マー投資委員会通達No.１/2013と重複している部分

③特定の条件のもとで認可される事業

も多くある。注目すべきは、代理人サービス

この分野は、関連省庁の個別認可が必要であり、そ
れぞれ特定の合弁比率や規模を条件として認可がなさ

（Agency services）が外資に許可されていない点で
ある。

れる。主な条件は以下のとおりである。
【農業省】

（3）投資インセンティブ

・種子の生産、化学肥料、殺虫剤、農業機械・器具の製造、植

外国投資法において付与される税務恩典は下表のと

物の栽培、農地の開発は、すべて同省の個別認可ならびに政

おりである。法人税免税については、事業開始時から

府の確認が必要。

５年間とされており、経済特区内の事業に対して最大
８年間免税＋翌５年間の50％免税が認められるタイ
2014.3
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や、最大４年間免税＋翌９年間の50％免税が認められ

No

るベトナムと比較すると若干の見劣りが否めない。し

１ 申請書類の作成（投資家または申請人が作成）

かし、後述のとおり改正後のミャンマー経済特区法に

MICへ申請書類を提出
２
（ネピドーまたはヤンゴン支部へ提出）

おいては、最大７年間免税＋翌５年間の50％免税が認
められており、他国と比較しても遜色のない内容とな
っている。
また、ミャンマーでは外国人の不動産所有が認めら
れておらず、土地の賃貸契約も１年以内とすることが
求められる。製造業において長期間工場を利用するこ
とが大前提となるため、外国投資法の認可を得た場合
は、上限50年間（最長70年間までの延長が可能）の
長期賃借契約の締結が認められている。

所要期間 注１

申請プロセス

３ MICにて申請書類の確認

約１カ月
−
約１〜３カ月注２

PAT（Project Assessment Team）会議での検討
４
（ネピドーにて毎週実施、投資家の参加が必要）

−

５ PATが申請を受理するか否かを決定・通知

約１〜２週間

６ 関連省庁・地域／州政府への意見聴取

約１〜２カ月

関連省庁・地域／州政府がMICにコメントを提出
７ し、MIC会議にて検討
（ネピドーにて毎週実施、投資家の参加が必要）

−

MIC会議にて許可された場合、投資家に投資許可
８ を付与
約１〜２週間
（MICが申請書を受理してから90日以内注３に付与）
総所要期間

約５〜６カ月

注１：当事務所の経験に基づく最低所要期間。
注２：案件ごとにケースバイケースとなっており、一概的に明示された期
間はない。
注３：PATが申請を受理してから90日（No５が基点）となるが、実際の
事例では90日を 超過しているケースも見受けられる。

2．改正経済特区法（SEZ法）
（1）経済特区の運営組織
経済特区法においては、大統領・副大統領および各
省庁の大臣・副大臣クラスにより構成されるCentral
Body，Central Working Bodyが、経済特区地域の
指定、開発計画の審査・承認を実施する。一方で、各
経済特区ごとの開発計画、その他詳細な規則や運用は、
個別の経済特区において設置するManagement Com出所：各種資料よりKPMG作成（以下同）

mitteeが掌握する。今後は、ティラワ工業団地が経済
特区として承認され、その中で設置されるManagement Committeeが主体となり、運用が進められるこ

（4）ミャンマー投資委員会（MIC）の
認可手続き

ととなる。

外国投資認可を取得するには、ミャンマー投資委員
会（MIC）の認可を取得することとなる。詳細な投
資計画を含む申請書を提出後、２度の検討会議におい
て投資家自身が投資内容についてプレゼンテーション
を実施する必要がある。検討会議においては参加者で
ある各省庁から質疑応答がなされ、投資家自身がその
場で対応することが求められる。
外国投資法では、申請の受理可否を15日内に、受
理した場合は投資認可の可否を90日以内に付与すると
明言されていたが、実際は投資案件が殺到しているこ
ともあり、申請書作成から認可取得まで約５〜６カ月
を要するのが実情である。このような実態を勘案して、
改正経済特区法では、より効率的な認可手続きとなる
よう抜本的な見直しが行われる予定である。
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（2）One Stop Service Center（OSSC）の
機能
各経済特区に設置されるOSSCは投資申請にとどま
らず、関連するすべての機能を統括した一括窓口とな
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る。外国投資法においても同様のOSSCが設置されて

税については、外国投資法で認められている原材料の

いるが、その機能は十分ではなく、関連省庁に自ら足

輸入免税が、Promotion Zoneで適用されておらず、

を運ばなければならないケースも多い。経済特区の成

税務恩典の不整合感も否めない。この点については、

功のためにも、今回のOSSCに求められる役割は大

少なくとも外国投資法での税務恩典と同様の取り扱い

きい。

が認められるよう、今後の見直しが期待される。

〈OCCSの機能〉
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.
10.
11.

SEZ内への投資申請の受付と承認
投資プロジェクト（企業）の登記
納税番号の登録
外国人へのワークパーミットの発給
雇用規定（条件）の承認
建設許可
VISA、居住許可の発行
輸出入に係る税関業務
検疫業務
原産地証明の発行
その他SEZ内の事業にかかわるライセンス、許可、認可書類の
取り扱い

（3）経済特区内の奨励事業
経済特区法ではFree Zone（非関税区域）とPromotion Zone（奨励区域）を設定している。Free
Zoneは、輸出型製造業が経済特区内にて製造した製
品を輸出販売するためのものであり、それ以外の国内

経済特区法
免税種別

外国投資法

免税
法 50％免税
人
税 再投資利益の
50％免税

５年間

７年間

５年間

８年間

−

翌５年間

翌５年間

翌５年間

６年目
以降

翌５年間

翌５年間

翌５年間

建設資材・製
造設備の輸入

免税

免税

５年間＋
翌５年間の
50％免税

免税

原材料の輸入
免税

３年

免税

−

−

欠損金の繰越期間

３年間

５年間

５年間

５年間

完成品輸出に用い
る原材料の商業税
（付加価値税）

免税

免税

免税

−

輸出に関連する
課税

所得の
50％免税

すべて
免税

すべて
免税

−

土地リース期間

50年＋10年＋
10年＝最大70年

輸
入
関
税
等
の
免
税

Free
Zone

Promotion
Zone

SEZ
開発業者

50年＋25年＝最大75年

向け事業については、Promotion Zoneにて営まれる
ことになる。Free Zoneにおいて、国内市場への販売
がどの程度許容されるのか、また現在の外国投資法上

終わりに

の規制業種が、経済特区法においてどの程度緩和され
るのかについては、施行細則の公表を待つ必要がある。

前述のとおり、外国投資法および経済特区法の改正

ミャンマー国内市場をターゲットとしたPromotion

が行われ、ミャンマーへの投資法制度は準備が整った。

Zoneにどれだけ外国投資が集まるか、今後注目に値

もちろん、経済特区への投資にあたっては経済特区法

するであろう。

の細則を待つ必要があるが、足元では現地大手企業と
の合弁交渉が進められ、またティラワ工業団地の整備

Free Zone
（非関税区域）

Promotion Zone
（奨励区域）

・輸出型製造業
対象 ・間接輸出型製造業（中間品、
事業
スペアパーツ等）

・国内市場向け事業
・住宅地、スーパー
・銀行、保険
・学校、病院、娯楽施設等

・国内市場への販売も可能（国内
許容
販売比率は施行細則で定める）
事項 ・国内市場、Promotion Zoneへの
販売は輸入手続きが必要

・Free Zoneへの販売、直
接海外への輸出も可能
・Free Zoneへの販売は輸
出手続きが必要

も急ピッチで進んでいる。先行者利益を得るためには、
もはや待ったなしの状況に入ってきた。
超新興国である以上、不透明な法規制・手続きに悩
まされるのも事実だが、日々のニュースでは法制度の
改革が飛び交い、一歩一歩あるべき方向に前進してい
るのも事実である。NATO（No Action Talking
や ゆ

対象 ・100％内資、100％外資、合弁
会社 ・規制業種の詳細は、施行細則により定められる

Only）と揶揄される日系企業においても、現状下の
ミャンマーのみならず、今後の改革も視野に入れて、
将来のミャンマー飛躍の一手を担ってもらえれば幸い

（4）投資インセンティブ等
経済特区法では、外国投資法より広範囲のインセン
ティブが与えられている。特に法人税は50％免税期間
を含めると12年間（Free Zoneの場合）の免税が付与

である。
※KPMGのミャンマー関連情報は、以下リンク先でもご覧いただけます。
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/global/asia-pacific/
pages/myanmar.aspx

されており、旧来の外国投資法の５年間と比較して、
税務恩典が強化されている。一方で、輸入関税等の免
2014.3

39

