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ミャンマーの投資環境とリスク

　ミャンマーは1962年以降、軍事独裁政権が続いていたが、1988年に市場経済復帰を宣言し、
外資導入等、経済政策を大きく転換し、それ以降、高いGDP成長率を維持している。従来から、ミャ
ンマーにおける投資環境は、労働コストが極めて低廉であるという利点を有していた。また、労働人
口が豊富であり、天然資源にも恵まれ、更に、高い識字率、勤勉・温和・親日的な国民性等、潜在的な
投資環境は良好であった。このような状況の中で、ミャンマーでは2011年3月30日、民政移管が行
われ、投資環境は更に良好化していると言える。しかしながら、ミャンマーにおけるビジネスは、高い
自然災害リスク・脆弱なインフラ・未整備な法令制度・テロ・汚職体質・政府発表統計に関する信頼
性の低さ等、数多くのリスクを抱えていると言える。
　本稿が、ミャンマーでのビジネス展開をご検討されている企業の皆様、また、すでに進出されてい
る企業の皆様にもお役立ていただければ幸いである。

ヤンゴン市内の様子
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①概要
　現在の国名はミャンマー連邦共和国（以下「ミャンマー」）である。
　ミャンマーの面積は676,577平方kmで、日本の約1.8倍の面積を有する。また、2011年の人口は6,241.7万人となってお
り、ASEAN諸国10ヶ国中、5番目の規模となっている。
②地勢・気候
　ミャンマーは起伏に富み、北部から東部・西部に山脈が広がっている。高地は北部から南部に延び、中央部は大きな
平原・峡谷となっている。
　河川のほとんどは、北部の高地から南部の沿岸部に流れており、大河川としてはエーヤワディ川・タンルウィン川・チンド
ウィン川・シッタウン川がある。
　ミャンマー国土の大半は熱帯性気候で、暑季（2月中旬～5月中旬）・雨季（5月中旬～10月中旬）・乾季（10月中旬～2
月中旬）の3つの季節がある。
③民族・宗教
　ミャンマーの主要民族はビルマ族（68%）である。その他135の少数民族を有する多民族国家となっている。また、宗教
は上座部仏教（90%）が全体のほとんどを占めている。

　2012年4月1日に実施された連邦議会補欠選挙では、全国45の選挙区のうち、43選挙区でNLDの候補者が当選し、
NLDの国政復帰がなされた。これにより、国際社会のミャンマーに対する評価も大きく好転することとなった。
　米国政府も2012年4月4日、経済制裁を段階的に緩和する方針を表明した。また、EUも2012年4月23日、一部項目を除
いて、ミャンマーに対する制裁措置を1年間停止することで基本合意した。

　2011年の国民1人当たりのGDPは181ヶ国中154番目（831.91ドル）で、ASEAN諸国の中でも最も低い水準となってお
り、労働コストは極めて低廉である。
　一方、ミャンマーでは伝統的に僧院での寺子屋式教育が普及し、歴代政府がビルマ語の普及に務めてきたため、識字
率は約80％と開発途上国の中では高い水準となっている。また、ビジネス上で英語が広く使用されている。
　また、国民性が勤勉・温和であり、かつ、親日的であることも、日本企業にとっては大きなメリットとなっている。

　ミャンマーは天然資源が豊富であり、現在、金・銀・銅・錫・亜鉛・タングステン等が生産され、海外にも輸出されている。
　また、天然ガスも比較的大規模な埋蔵量を有しており、生産された天然ガスはタイにも輸出されている。

ミャンマーの特徴1
地理的・文化的多様性1-1

民主化の進展1-2

安価で豊富な労働力1-3

豊富な資源1-4
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①火災・爆発
　ミャンマーでは年間平均約900件の火災が発生しており、被害総額は年間10億チャットに達している。なお、火災の原
因としては、台所での失火と火の不始末がほとんどである。
　発生する場所としては人口の多いヤンゴン管区・マンダレー管区・ザガイン管区が全体の64.28％（2000～2007年）を
占めている。
②安全意識・安全水準
　ミャンマーにおいては、火災の最大の原因の一つが火の不始末となっていることから、工場等の火災の原因も、日本で
はあまり想定されないものも多いと推定される。

①医療事情
　一般的に、ミャンマー人の医師の医療技術は東南アジアでは高い方であると言われているが、医療施設は先進国から
30年以上遅れているとも言われている。
　ミャンマーで日本人が手術・集中治療を要する病気になった場合、バンコク又はシンガポールへの緊急搬送となる場合
が多い。
②感染症
　ミャンマーでは雨季に高温多湿となるため、食中毒を含む消化器系の病気が多発する。ミャンマーで感染する可能性
ある感染症は以下の通りである。
　 • 経口感染
　　�可能性大：感染性の下痢・A型肝炎　　可能性中：コレラ・腸チフス　　可能性有：E型肝炎・ポリオ（急性灰白髄
炎）

特徴的なリスクの概要2
自然災害2-1

産業事故2-2

医療・感染症2-3

①サイクロン
　1887年から2005年にかけての119年間にベンガル湾で発生したサイクロンは1,248個（年平均10.5個）であり、そのうち
の80個（全体の6.4％：年平均0.67個）がミャンマーに上陸している。
　2008年5月3日にはサイクロンNargisがエーヤワディ管区及びヤンゴン管区に上陸し、約1週間にわたりミャンマーの人口
密集地を直撃し、死者84,537人・行方不明者53,836人・被害総額13兆チャットに上る甚大な被害をもたらした。
②洪水
　1997年から2007年にかけての11年間に、主なものとして、ミャンマーでは21回の洪水が発生しており、ほぼ、年に2回は
洪水が発生していることとなる。
③地震
　ミャンマー中央部を南北に走る大規模な断層であるSagaing断層（ビルマ中央断層）は横ずれの活断層であり、過去
にもM7.0以上の地震が数多く発生している。
　このSagaing断層は、南はヤンゴン東部のバゴー管区のバゴー県から首都ネピドー、更には第二の都市であるマンダレ
ーを貫き、中国国境のカチン州まで伸びており、全長1,200kmに達する断層帯である。
　今後、この断層帯で地震が発生した場合には、政治・経済・社会に大きな被害をもたらすことが危惧されている。
④その他
　上記の他に、干ばつ／山火事／地すべり／高潮／津波などの自然災害がある。
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　•虫等からの感染
　　可能性大：デング熱　　可能性中：�チクングニア熱・日本脳炎・マラリア・フィラリア症・リンパ管糸状虫症・ペスト
　 • 動物等からの感染
　　可能性中：狂犬病�
　 • 人からの感染
　　可能性中：結核
　 • 性行為・医療行為
　　可能性大：�新生児破傷風・エイズ（HIV）・B型肝炎　　可能性中：C型肝炎
　 • その他
　　可能性中：住血吸虫症
③エイズ問題
　国連が2009年に発表したミャンマー国民のHIV感染者数は24万人である。これは、感染率としては、アジアではタイ・
パプアニューギニアに続いて3番目に高い状況である。

①交通インフラ
　■道路網
　 • 2010年にヤンゴンとマンダレーを結ぶ高速道路が開通しているが、それ以外の道路は整備が遅れている。また、道
路の舗装率は11.9％に止まっている。

　 •ヤンゴン市内中心部の道路はアスファルト舗装であり、補修も比較的高い頻度で行われており、道路の凸凹はほとん
ど気にならない。一方、ヤンゴンの郊外は、舗装はされているものの、補修の頻度が低く、道路は凸凹している場所
が多い。

　■港湾
　 •ヤンゴン郊外にヤンゴン港があるが、河川港のため、水深が浅く、1万トン以上の船舶は入港できない状況である。そ
のため、ヤンゴン港で船積みされた貨物は、シンガポール等で積み替えられ、日本まで輸出される場合も多い。

　■鉄道
　 •ミャンマーは英国の植民地時代・日本軍による占領下の時代に、鉄道開発が進められたことから、比較的鉄道の普
及率は高い状況である。

　 •しかしながら、機関車・線路等は老朽化が進んでおり、ダイヤも不正確である。そのため、外国人（日本人を含む）が
鉄道を利用することは、非常に少ない状況である。

　■航空
　 •ミャンマーにはヤンゴン・マンダレー・ネピドーの3都市に国際空港があり、地方都市を中心に46の地方空港があるが、
地方空港の多くはターミナル設備等が貧弱である。

　 •なお、英国外務省等、複数の欧米政府は、自国民にミャンマーの国内航空会社の安全性に問題があるとして、使用
しないように勧告している。

②電力
　ミャンマーの発電能力はベトナムの10分の1以下となっており、恒常的に電力不足となっている。そのため、ヤンゴン市
内でも1日10時間以上の停電も珍しくない。
　最も整備されていると言われるミンガラドン工業団地でも停電が恒常的に発生している。
③通信インフラ
　固定電話回線数・携帯電話台数は他のASEAN諸国に比べても極端に少ない状況である。また、回線数が非常に少
ないことに伴い、電話料金はアジア諸国の中でも最高額となっている。

インフラに関わる問題2-4
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①交通事故
　国際道路連盟（IRF）の2010年の報告によれば、ミャンマーにおける人口10万人当たりの交通事故死亡者は3.36人で
あり、タイの19.87人、ベトナムの13.46人、ラオスの10.48人と比べ、非常に低い。
②住環境
　現在、ヤンゴン市内には、日本人が数多く入居する設備の整ったサービスアパートメントが5つあるが、いずれも満室の
状況である。そのため、新規にこれら設備の整ったサービスアパートメントに短期間のうちに入居することは極めて困難な
状況である。また、賃料の上昇も激しい。
　日本人の中には、一軒家に入居する例も増えているが、一軒家においては、コスト面・セキュリティ面の問題も発生する。
　駐在員・長期出張者の中には、ホテルを長期契約するケースもあるが、このホテルの客室利用率も非常に高く、料金の
高騰を助長している。
③その他
　■クレジットカード・現金
　 •ミャンマーではホテルを含め、各種クレジットカードが利用できる場所は極めて限られている。
　 • そのため、出張等の渡航に際しては、必要額の米ドル現金を持参する必要がある。
　■国外持ち出し禁止品
　 • 宝石類・金・銀・象牙・仏像・指定の野生動植物について無断持ち出しが禁止されている。
　■禁制品
　 •ミャンマーでは不法薬物・銃器の所持に対して、厳しい取締りが行われており、これらに関し、逮捕された場合には、
重い処罰となる。

　■撮影禁止場所
　 • 軍事政権の国では一般的であるが、政府庁舎・刑務所・軍及び警察の関係施設等については写真・ビデオの撮影
は禁止となっている。

　■交通機関
　 •ミャンマーでは路線バスとタクシーが主な交通手段になっているが、路線バスは複雑な系統で走っているため、事前
に確認をしてから乗車する必要がある。また、タクシーは全て事前交渉制であり、乗る前に行き先と値段の確認が必
要である。

人的リスク2-5

④工業団地等
　現在、ミャンマーには開発中を含め、7つの管区と2つの州に合計32の工業団地が存在している。その中で、外資系企
業が入居できる状態となっているのは、ヤンゴンの北に位置するミンガラドン工業団地（Mingalardon� Industrial�Zone）
のみと言われている。
　ミンガラドン工業団地には現在、日本企業5社が入居済みであり、もう1社の入居も決定済みである。しかしながら、第1
期販売区画内の41区画全てが入居又は契約済みであることから、今後新規での入居は極めて困難な状況である。
　また、工業団地以外の問題としては、現在、ヤンゴン市内中心部のオフィスが大幅に不足しており、新規のオフィススペ
ースの確保が困難な上、家賃の上昇も激しい。

①治安状況
　軍事政権下の体制が長かったことから、一般的に治安は安定しており、日本人が凶悪な犯罪に巻き込まれるケースは
非常に少ない。但し、人口当たりの発生率では、殺人事件及び強姦事件は日本よりも高いとの報告もあることから、留意
が必要である。

治安問題2-6
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①労働法関係
　1885年に最初に制定されたビルマ法典（全13巻）は、その後も改訂等が加わり、インド統治下であった時代に制定され
た法律も含めて、現在でも相当部分が適用されている。
　労働法関連では、ビルマ法典第5巻に賃金支払法（1936年ビルマ法第4号）・労働者補償法（1923年インド法第8号）・
労働組合法（1926年インド法第16号）・労働紛争法（1929年インド法第7号）等があり、現在でも適用されている。
　しかしながら、これら法令はいずれも古く、昨今海外企業の進出が増えている状況にはそぐわないとの指摘が多いこと
から、現在、その整備が進められている。
②労働組合・労働争議
　ミャンマー政府は2011年10月12日、58条からなる労働組合法を発表した。軍政下では組合活動は禁止されてきたが、
労働者の権利を保護し、良好な労使関係を維持するため、1926年制定の労働組合法を改訂する形で公布された。
　昨今では労働争議に近い形態で労働者が待遇改善を求める行動に出ることも増えている。

①多重相場制度
　外国企業の誘致・投資を促すため、ミャンマー政府は2012年4月1日、チャットの管理変動相場制を導入した。これによ
り、多重為替相場の一本化が図られ、それ以降、ほぼ実勢レートに近い為替相場で推移している。
　海外企業が進出する場合の足かせとされていた多重為替相場は、解消されつつあると言える。
②すそ野産業の弱さ
　ミャンマーでは現在、外国企業進出を奨励しているものの、実績として、その数は少ない。そのため、製造業を中心とし
て、ミャンマー進出における最大の問題点の一つが、すそ野産業の脆弱さであると言える。
③国営企業の脆弱な体質
　ミャンマーでは長い軍事政権下において、国営企業が重要な位置を占めており、民間企業の発達は遅れていた。しか

労務管理に関わる問題2-7

経済問題2-8

　空き巣・スリ・置き引き等の犯罪は日本人も被害にあっており、十分に留意する必要がある。
②テロ
　ミャンマーは数多くの少数民族を抱えているため、長年にわたり、少数民族が独立・自治権の拡大等を求め、ゲリラ活
動・テロ活動を行っている。これに対し、ミャンマー政府は硬軟織り交ぜて、これら組織と対峙して来ている。
　米国等の欧米諸国は従来から、経済制裁解除のための条件として、民主化等と共に少数民族との停戦を挙げていた。
これに伴い、ミャンマー政府は2011年以降、少なくとも18の主要少数民族武装組織と和平合意に至っており、ミャンマー
国軍が主導する国境警備隊への編入準備を進めている。
　しかしながら、現在においても、いくつかの少数民族武装組織がテロを実行しており、更に、麻薬等に関わる犯罪組織
によるものと見られるテロも頻発している状況である。
③暴動・デモ
　2007年8月15日、政府によるエネルギーの公定価格引き上げが引き金となり、学生・反政府活動家、更には僧侶も加わ
り、大規模なデモに発展した。9月24日にはヤンゴン市内で約10万人規模のデモに発展したことから、ミャンマー政府は強
硬姿勢に転じ、大規模な鎮圧作戦を実施した。
　その後、ミャンマーでは大規模な反政府デモ等は発生していない。また、民政移管により、野党の活動も落ち着いている。
④宗教対立
　ミャンマーの宗教構成は上座部仏教（90%）が全体のほとんどを占めていることから、宗教対立は非常に少ない状況で
あった。しかしながら、2012年5月、ラカイン州で仏教徒とイスラム教徒の対立が激化し、多数の死傷者が発生する事態と
なり、非常事態宣言が発出された。



©東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 ２０12

①政治問題
　ミャンマーでは2011年3月の民政移管以降、急速に内政・外交の両面で、民主化・解放路線が進められている。特に、
テイン・セイン大統領は清廉な政治家であり、国内外の評価も高い。そのため、この政権が続く限り、この方向性は堅持さ
れるものと見られるが、一方で、このような方向性が変更又は頓挫するような状況となった場合には、投資環境が急激に
悪化する状況ともなる。
②法制度の不備
　ミャンマーでは1885年にビルマ法典（全13巻）が制定されており、法制度はある程度整備されていると言える。しかしな
がら、長期間の軍事政権下において、政治・経済・社会の変化に適応していない点も多い。
　そのため、昨今、急速に法制度の整備が進められている。特に、外国企業については、改正外国投資法が承認され、
早ければ2012年7月中に公表される可能性もある。
　一方、ミャンマーにおける法制度において留意する点が、法令開示に関するミャンマー政府の消極的な姿勢である。そ
のため、これら情報については日々 、新聞等でチェックする必要があり、細かな法令については都度、政府に照会する必
要がある。
③公務員の汚職
　ドイツに本部のある民間団体である国際透明性機構（Transparency�International）が発表した2011年度の汚職認
識指数のランキングにおいて、ミャンマーは182ヶ国中、180番目となっており、極めて汚職の多い国とされている（ちなみに、

政治問題2-9

しながら、昨今、ミャンマー政府は国営企業の民営化を図っており、今後国営企業の9割以上が民営化されるとの見方も
ある。
　一方、これら国営企業はドル取得等において、特権的地位を占めていたことから、経営基盤は弱く、外国企業が合弁
を組む等の例は少ない。
④金融インフラ・システム未整備
　1990年までの軍事政権下では、金融機関は国営銀行のみであったが、同年（1990）に銀行法が制定され、国内に15
の民間銀行開設が認可された。2011年末現在、ミャンマー国内には、国営銀行4行と民間銀行19行がある。
　各銀行、特に民間銀行は支店の拡大、ATMの設置等、サービス体制を拡充しつつあるが、その規模は極めて小さい。
また、商取引には銀行口座も利用されているが、現金決済が現在でも多いとされている。また、小切手・手形等もないこと
から、決済システムの整備が遅れている。
　また、金融機関の預金・貸出金利も硬直化しており、企業等への融資についても、整備が遅れている状況である。
　証券セクターについても、ミャンマー証券取引センター（店頭取引所）が1996年に開設されているが、ミャンマーでは証
券取引法が制定されておらず、正式な証券市場の創設には至っていない。
⑤人件費の急激な上昇
　農村部の住民が全体の約3分の2を占めるとされ、都市部の労働者の不足は農村部からの流入により解決されるとの
認識が持たれている。その一方で、現在でも約400万人が出稼ぎ労働者として近隣諸国で就労しており、この状況が今
後も続くならば決して十分な労働力が確保されるとは言えない。
　また、昨今の急激な経済の拡大に伴い、賃上げ圧力が高まっていることに留意が必要である（ミャンマー政府は2012
年4月、公務員給与を一律3万チャット引上げる決定を行ったが、このことが民間部門の給与引き上げ圧力ともなってい
る）。
⑥貿易・為替等の問題
　ミャンマーは長期間にわたる軍事政権下において、欧米等からの経済制裁等により、外貨不足が深刻であった。その
ため、外貨を中心に為替・送金等、大きな制約があった。多重為替相場については、昨今解消が図られているが、送金
等の問題は現在でも顕在化している。
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東京海上日動リスクコンサルティング株式会社では、海外リスクに関連する幅広いコンサルティングサービスをご提供してお
ります。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

　東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
　ビジネスリスク事業部　危機管理・海外グループ
　TEL：03-5288-6556

①社会の不安定化の要素
　現在のミャンマーでは僧侶・尼僧等は「宗教者」と定義され、法的には政治への関与が認められておらず、選挙権もな
い。また、僧団は中央集権的な組織となっていないことから、僧侶等の宗教者が政治的関与を深める可能性は低いと言
える。
②未成熟なメディアと市民社会
　パリに本部を置くジャーナリストによる非政府組織である「国境なき記者団」が発表している報道自由度指数のランキン
グ（2012年）において、ミャンマーは179ヶ国中、169番目となっており、同組織より中国・ベトナム等の11ヶ国と共に「敵国」
に指定されている。但し、2011年3月の民政移管以降、徐々に改善されているとして、前年の174番目からはランキングが
上がっている。
③市民生活の困窮化
　2007年、軍事政権がガソリン等の燃料価格を急に引上げたことにより、市民等による大規模なデモに発展した。
　今後も物価の上昇等に伴い、市民生活が困窮し、社会が不安定化する可能性は否定出来ない。

社会問題2-10

ミャンマーよりも汚職が進んでいるとされる国は北朝鮮とソマリアの2ヶ国のみである）。
④外交問題（中国・国境紛争）
　ミャンマーは過去に中国・タイ等との間で国境問題が発生したが、ほぼ解決済みである。また、従来からバングラデシュ
との間で国境及び領海問題があったが、現在、国際司法裁判所及び国際海洋法裁判所で審議が進んでいることから、
今後、両国間の新たな外交問題に発展する可能性は低いと言える。
　現在、中国はミャンマーに対する対外投資額が世界一となっており、ミャンマーにおけるプレゼンスは非常に高いと言え
る。しかしながら、2011年3月の民政移管以降、ミャンマーの中国に対する姿勢に変化が見られる。特に、中国が支援を表
明しているプロジェクトに対し、ミャンマー側が一旦白紙にする等の事態が発生しており、中国として憂慮していると言える。
⑤統計資料未整備
　ミャンマーにおける問題として、政府等が発表する統計資料が未整備であることが挙げられる。また、経済・貿易に関
する統計においては、従来の多重為替相場の影響もあり、基になる為替レートが明確化されていない等、発表統計自体
の信頼性も疑問視されるものが多い。

（本内容は、2012年6月20日時点の情報に基づいて作成したものです。）


