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ミャンマーの「可能性」を
現実化するプロジェクト
永杉　本日は計画・財務省 投資企業管理
局（DICA）局長であり、ミャンマー投資
委員会（MIC）事務局長のアウン・ナイン・
ウーさんにお話を伺います。早速ですが、
DICAとMIC双方の役割に加え、現在の役
職に就かれた経緯をお聞かせください。
アウン　まず、MICはミャンマー投資法に
準じて組織された政府機関で、外資の投資
に関する調査や許認可を行う役割を担って
います。MICの傘下組織に位置するのが
DICAで、MICの業務サポートや、外資企
業の投資促進、会社登録手続きの検証作業
などを行っています。
　私がDICAの局長に任命されたのはテイ
ン・セイン前政権時代の2012年5月。当
時 私 は 経 済・ 貿 易 省 の 次 官 で し た が、
DICA改革のため計画・財務省へ移るとと
もに局長に就任しました。その後、2014
年からMICの事務局長も兼務することにな
りました。
永杉　MIC、DICAはミャンマー経済発展
のための礎と理解していますが、DICAに
はジャパンデスクが設置されていますね。

アウン　ジャパンデスクにはJICAの上田
さんが投資促進の支援を行っているほか、
JETROの田原さんは日本の投資家がスムー
ズにミャンマーに進出できるようDICAに
協力してくださっています。日本の投資家
のためにも、両国の関係のためにも重要な
デスクと認識しています。
永杉　日本人のエキスパートがDICAへ出
向していることは、我々日本人にとっても
非常に心強いものです。将来に向けた
DICAのビジョンを教えていただけませんか。
アウン　「可能性の実現」という一言に集
約されます。ミャンマーには多くの可能性
が存在しますが、実現しなければ意味があ
りません。明確な形として残せるようプロ
ジェクトを推進していきたいと思います。

新法の施行に合わせ
会社登録の電子化も開始
永杉　新投資法の運用が開始しています。
新法に関するお考えと、運用開始前後で外
資の投資に変化はありましたか。
アウン　新投資法は前政権時代に草案がで
きあがり、現政権で修正・認可されたもの
です。透明化と簡略化が新法の特徴で、煩
雑な手続きがシンプルになったことで投資
家のコストも抑えられます。外資に関して
ですが、2016年と2017年は若干減少して
います。これは2016
年の政権交代の影響が
あると考えられます。
永杉　政権交代時は移
行期間でもあり、大き
な変化が起こりにくいのは仕方がないのか
もしれません。新政権は2年目ですが、3
年目以降は投資状況も改善していくのでは
ないのでしょうか。一方、新会社法の施行
も目前に迫っています。
アウン　新会社法は2018年8月1日に施行
されます。以前の会社法と比較し、新規会
社登録作業が簡素化されました。会社登録
がオンライン化されるほか、現地企業に外
国人が35%まで出資できるようになりま
す。また、外資企業は現地企業と合弁で事
業を行うことにより、投資金額の制限がな
くなったことも特徴です。これにより現地
企業も資本金を拡大でき、外国企業の優れ
た技術を取り入れることができます。
永杉　オンライン会社登録システムに注目
が集まっています。具体的にお話しいただ
けますでしょうか。
アウン　新法施行と同日から、電子会社登
録システム「Myco （Myanmar Companies 

Online）」を開始します。PCやスマートフォ
ンでどこからでも登録作業ができるので、
時間や費用を大幅に削減できます。DICA
にとっても、手続業務の削減につながるだ
けでなく、登録された会社情報の一部がイ
ンターネットで開示されるので、透明化も
推進できると期待しております。
　対応言語はミャンマー語と英語です。新
法に関しては日本語版がインターネットで
公開されていますが、「Myco」に関しては、
現状日本語対応はしておりません。
永杉　新システムが運用される場合、トラ
ブルの発生も考えられます。何らかの対策
は用意されていますか。また、運用開始に
あたりDICAの通常業務を休止するなどの
予定はありますか。
アウン　7月をテスト期間とし、8月1日か
ら正式に運用を開始します。ウェブサイト
で使用方法を解説する動画を公開するな
ど、利用者への周知徹底を図っておりま
す。登録作業自体は簡単なので、利用方法
に関する混乱はないと思います。また、
20ヵ国で同様の案件を手がけた米国企業
がシステムを構築していますので、大きな
トラブルは避けられると考えています。
　システムテストは7月23日から31日に
行う予定です。この一週間は既存の会社登
録業務を停止します。

永杉　新投資法と新会社法によって、今ま
で以上にミャンマーでの事業をしやすくな
りそうですが、世界銀行と国際金融公社が
毎年発表するビジネスのしやすさを国別で
ランク付けした「ドゥーイング・ビジネス
2018」では、現時点でのミャンマーは世
界190ヵ国中171位となっています。
アウン　ご指摘通り、ミャンマーは発展途
上で改善すべきことが多々あります。しか

し、政府は2021年までに同ランキングを
100位以内にするべく、さまざまな施策を
打ち出しておりますので、今後にご期待い
ただければと思います。

日本からの投資額は
世界トップクラスと認識
永杉　日本についてお聞きします。2017
年度の海外直接投資（FDI）を見ると、日
本からミャンマーへの投資額はシンガポー
ルや中国などを下回っています。しかし、
実際はシンガポールを通したケースやティ
ラワ工業団地への投資などを合わせると、
日系企業の投資金額は世界1位と言えるの
ではないでしょうか。
アウン　我々が投資企業データを集める際、
どこの国で登記された企業であるかを確認
します。もちろん日本で登記された企業も
ありますが、日系企業がシンガポールやタ
イで登記してからミャンマーに投資するこ
とがあります。我々としてはシンガポール
で登記された企業はあくまでもシンガポー
ル企業として扱います。第三国経由の日系
企業があることは我々も認識していますし、
合算すれば日系企業の投資はトップクラス
に入ると思います。
永杉　最後に両国の関係についてお聞かせ
ください。古くからさまざまな分野で深い

関係性を持つ両国が今
後どのようになってい
くと思われますか。
アウン　政治、経済の
面だけ見ても、両国の

関係は常に深いものがありました。国民性
も大変近いと考えていますので、将来より
よい関係になっていくと思われます。
永杉　新法もでき、今後更なる日系企業の
進出が増えていくことになるでしょう。お
互いの国でもっと自由なビジネスが展開さ
れ、共に発展していく未来を私も望んでお
ります。本日は貴重なお話をお聞かせいた
だきありがとうございました。

ビジネス情報誌「MYANMAR JAPON BUSINESS」、生活情報
誌「ミャンジャポ！」、英語・緬語ビジネス情報誌「MYANMAR 
JAPON+plus」などの発行人。ミャンマーの政財界や日本政府要
人に豊富な人脈を持ち、ビジネス支援や投資アドバイスも務める。
一般社団法人日本ミャンマー友好協会副会長、公益社団法人日本
ニュービジネス協議会連合会特別委員、UMFCCI（ミャンマー商
工会議所連盟）、ヤンゴンロータリークラブ所属。 
info@myanmarjapon.com

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO

Nagasugi Yutaka

「ビジネスのしやすさランキング」
2021年までに100位以内を目指す

第 回62
このコーナーでは、MYANMAR 
JAPON代表の永杉が毎回、ミャ
ンマーの第一線で活躍するリー
ダーと対談し、“現代ミャンマー”
の実相に迫ります。

アウン・ナイン・ウー永杉豊
計画・財務省 投資企業管理局（DICA）局長
ミャンマー投資委員会（MIC）事務局長MYANMAR JAPON Co., Ltd. CEO

外国投資を管理するDICAとMIC
【今回のテーマ】

1981年から2000年まで兵 役。2000年からMyanmar 
Agricultural Produce Trading（MAPT）の副所長を務め
る。その後、経済貿易省次官などを経て、2012年から計画・
財務省 投資企業管理局（DICA）局長、2014年からミャン
マー投資委員会（MIC）事務局長。投資、貿易、ASEANなど
をテーマにした国際会議やセミナーにも頻繁に出席をしている。

アウン・ナイン・ウー

計画・財務省 投資企業管理局（DICA）局長
ミャンマー投資委員会（MIC）事務局長

U Aung Naing Oo



1716 Aug  2018Aug  2018

ミャンマーの「可能性」を
現実化するプロジェクト
永杉　本日は計画・財務省 投資企業管理
局（DICA）局長であり、ミャンマー投資
委員会（MIC）事務局長のアウン・ナイン・
ウーさんにお話を伺います。早速ですが、
DICAとMIC双方の役割に加え、現在の役
職に就かれた経緯をお聞かせください。
アウン　まず、MICはミャンマー投資法に
準じて組織された政府機関で、外資の投資
に関する調査や許認可を行う役割を担って
います。MICの傘下組織に位置するのが
DICAで、MICの業務サポートや、外資企
業の投資促進、会社登録手続きの検証作業
などを行っています。
　私がDICAの局長に任命されたのはテイ
ン・セイン前政権時代の2012年5月。当
時 私 は 経 済・ 貿 易 省 の 次 官 で し た が、
DICA改革のため計画・財務省へ移るとと
もに局長に就任しました。その後、2014
年からMICの事務局長も兼務することにな
りました。
永杉　MIC、DICAはミャンマー経済発展
のための礎と理解していますが、DICAに
はジャパンデスクが設置されていますね。

アウン　ジャパンデスクにはJICAの上田
さんが投資促進の支援を行っているほか、
JETROの田原さんは日本の投資家がスムー
ズにミャンマーに進出できるようDICAに
協力してくださっています。日本の投資家
のためにも、両国の関係のためにも重要な
デスクと認識しています。
永杉　日本人のエキスパートがDICAへ出
向していることは、我々日本人にとっても
非常に心強いものです。将来に向けた
DICAのビジョンを教えていただけませんか。
アウン　「可能性の実現」という一言に集
約されます。ミャンマーには多くの可能性
が存在しますが、実現しなければ意味があ
りません。明確な形として残せるようプロ
ジェクトを推進していきたいと思います。

新法の施行に合わせ
会社登録の電子化も開始
永杉　新投資法の運用が開始しています。
新法に関するお考えと、運用開始前後で外
資の投資に変化はありましたか。
アウン　新投資法は前政権時代に草案がで
きあがり、現政権で修正・認可されたもの
です。透明化と簡略化が新法の特徴で、煩
雑な手続きがシンプルになったことで投資
家のコストも抑えられます。外資に関して
ですが、2016年と2017年は若干減少して
います。これは2016
年の政権交代の影響が
あると考えられます。
永杉　政権交代時は移
行期間でもあり、大き
な変化が起こりにくいのは仕方がないのか
もしれません。新政権は2年目ですが、3
年目以降は投資状況も改善していくのでは
ないのでしょうか。一方、新会社法の施行
も目前に迫っています。
アウン　新会社法は2018年8月1日に施行
されます。以前の会社法と比較し、新規会
社登録作業が簡素化されました。会社登録
がオンライン化されるほか、現地企業に外
国人が35%まで出資できるようになりま
す。また、外資企業は現地企業と合弁で事
業を行うことにより、投資金額の制限がな
くなったことも特徴です。これにより現地
企業も資本金を拡大でき、外国企業の優れ
た技術を取り入れることができます。
永杉　オンライン会社登録システムに注目
が集まっています。具体的にお話しいただ
けますでしょうか。
アウン　新法施行と同日から、電子会社登
録システム「Myco （Myanmar Companies 

Online）」を開始します。PCやスマートフォ
ンでどこからでも登録作業ができるので、
時間や費用を大幅に削減できます。DICA
にとっても、手続業務の削減につながるだ
けでなく、登録された会社情報の一部がイ
ンターネットで開示されるので、透明化も
推進できると期待しております。
　対応言語はミャンマー語と英語です。新
法に関しては日本語版がインターネットで
公開されていますが、「Myco」に関しては、
現状日本語対応はしておりません。
永杉　新システムが運用される場合、トラ
ブルの発生も考えられます。何らかの対策
は用意されていますか。また、運用開始に
あたりDICAの通常業務を休止するなどの
予定はありますか。
アウン　7月をテスト期間とし、8月1日か
ら正式に運用を開始します。ウェブサイト
で使用方法を解説する動画を公開するな
ど、利用者への周知徹底を図っておりま
す。登録作業自体は簡単なので、利用方法
に関する混乱はないと思います。また、
20ヵ国で同様の案件を手がけた米国企業
がシステムを構築していますので、大きな
トラブルは避けられると考えています。
　システムテストは7月23日から31日に
行う予定です。この一週間は既存の会社登
録業務を停止します。

永杉　新投資法と新会社法によって、今ま
で以上にミャンマーでの事業をしやすくな
りそうですが、世界銀行と国際金融公社が
毎年発表するビジネスのしやすさを国別で
ランク付けした「ドゥーイング・ビジネス
2018」では、現時点でのミャンマーは世
界190ヵ国中171位となっています。
アウン　ご指摘通り、ミャンマーは発展途
上で改善すべきことが多々あります。しか

し、政府は2021年までに同ランキングを
100位以内にするべく、さまざまな施策を
打ち出しておりますので、今後にご期待い
ただければと思います。

日本からの投資額は
世界トップクラスと認識
永杉　日本についてお聞きします。2017
年度の海外直接投資（FDI）を見ると、日
本からミャンマーへの投資額はシンガポー
ルや中国などを下回っています。しかし、
実際はシンガポールを通したケースやティ
ラワ工業団地への投資などを合わせると、
日系企業の投資金額は世界1位と言えるの
ではないでしょうか。
アウン　我々が投資企業データを集める際、
どこの国で登記された企業であるかを確認
します。もちろん日本で登記された企業も
ありますが、日系企業がシンガポールやタ
イで登記してからミャンマーに投資するこ
とがあります。我々としてはシンガポール
で登記された企業はあくまでもシンガポー
ル企業として扱います。第三国経由の日系
企業があることは我々も認識していますし、
合算すれば日系企業の投資はトップクラス
に入ると思います。
永杉　最後に両国の関係についてお聞かせ
ください。古くからさまざまな分野で深い

関係性を持つ両国が今
後どのようになってい
くと思われますか。
アウン　政治、経済の
面だけ見ても、両国の

関係は常に深いものがありました。国民性
も大変近いと考えていますので、将来より
よい関係になっていくと思われます。
永杉　新法もでき、今後更なる日系企業の
進出が増えていくことになるでしょう。お
互いの国でもっと自由なビジネスが展開さ
れ、共に発展していく未来を私も望んでお
ります。本日は貴重なお話をお聞かせいた
だきありがとうございました。

ビジネス情報誌「MYANMAR JAPON BUSINESS」、生活情報
誌「ミャンジャポ！」、英語・緬語ビジネス情報誌「MYANMAR 
JAPON+plus」などの発行人。ミャンマーの政財界や日本政府要
人に豊富な人脈を持ち、ビジネス支援や投資アドバイスも務める。
一般社団法人日本ミャンマー友好協会副会長、公益社団法人日本
ニュービジネス協議会連合会特別委員、UMFCCI（ミャンマー商
工会議所連盟）、ヤンゴンロータリークラブ所属。 
info@myanmarjapon.com

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO

Nagasugi Yutaka

「ビジネスのしやすさランキング」
2021年までに100位以内を目指す

第 回62
このコーナーでは、MYANMAR 
JAPON代表の永杉が毎回、ミャ
ンマーの第一線で活躍するリー
ダーと対談し、“現代ミャンマー”
の実相に迫ります。

アウン・ナイン・ウー永杉豊
計画・財務省 投資企業管理局（DICA）局長
ミャンマー投資委員会（MIC）事務局長MYANMAR JAPON Co., Ltd. CEO

外国投資を管理するDICAとMIC
【今回のテーマ】

1981年から2000年まで兵 役。2000年からMyanmar 
Agricultural Produce Trading（MAPT）の副所長を務め
る。その後、経済貿易省次官などを経て、2012年から計画・
財務省 投資企業管理局（DICA）局長、2014年からミャン
マー投資委員会（MIC）事務局長。投資、貿易、ASEANなど
をテーマにした国際会議やセミナーにも頻繁に出席をしている。

アウン・ナイン・ウー

計画・財務省 投資企業管理局（DICA）局長
ミャンマー投資委員会（MIC）事務局長

U Aung Naing Oo























ミャンマーで愛されて23年

建物、住宅、工場建設、内装装飾、プールの建設まで

建設•内装おまかせください

現地価格で
日本品質のサービスを
日系企業との取引実績多数
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　6 月 21 日付の大統領府通知により、新会社
法が 8 月 1 日から施行されることが正式に発表
されました。では、今年の 8 月から、具体的に
何をすればよいのでしょうか。
　この点については、会社法規則のドラフトが
5 月 2 日に出されており、DICA のサイトにも
フォーム等が公開されています。
会社の再登録手続
　DICA で 登 録 し て い る 全 て の 会 社、 法 人
は、所定の再登録期間（会社法施行日から 6 ヵ
月）に電子登録システムで再登録する必要が
あります。新会社法では、MyCO（Myanmar 
Companies Online）と呼ばれる電子登録システ
ムが運用されます。これは、申請者の利便性を
確保し、より効率的かつ紙ベースでの書類の提
出を最小限にするために導入されるシステムで
す。そのため、会社の再登録手続きについて
も、自社でインターネットから簡単に行うこと
ができることになると思われ、8 月 1 日以降に
DICA のウェブサイトを確認し、手続されるこ
とをお勧めします。再登録の際は、概ね以下の
情報が要求されます。
・全取締役、秘書役についてのフルネーム、生

   年月日、性別、国籍、住所
・登録事務所の住所
・全株主のフルネーム、住所、各株主に発行さ
  れた株式数及び種類
・最終的な親会社があるかどうか
・外資会社に該当するか否か
　要求される情報の詳細については、以下の
DICA のサイトをご参照ください。
https://www.dica.gov.mm/en/news/sample-re-
registration-forms-4-5-2018

（ミャンマージャポンのネット公開版では、ク
リックしてページを表示することができます）
　かかる再登録により、DICA は、新たな登録
証明書及び登録番号を発行します。
登録を怠った場合、どうなるか？
　かかる期間の内の再登録を怠った場合、
DICA は、名称の登録抹消をすることができ、
官報への公告により、会社、法人は解散となり
ます。但し、この場合でも取締役及び株主の責
任は存続し、執行を受ける立場にあります。再
登録期間経過後も、名称の登録抹消前であれば、
DICA の定める費用を支払うことにより、DICA
は会社、法人の回復をすることができるとされ

ています。再登録期間内に再登録を行わなかっ
た会社、法人については、かかる回復を受けな
い限り、ミャンマーでビジネスを行うことがで
きません。
定款の取扱い
　現在の既存の会社の定款は、Memorandum of 
Association、Articles of Association という形を
採っており、モデル定款の変更が許されないの
が原則です。新会社法では定款は Constitution
という形で規定されており、モデル定款を採用
する決議することも、またモデル定款と異なる
内容の定款の採用を決議することもできます。
年次報告義務の免除
　会社は DICA に対して、①会社設立から 6 ヵ
月以内、及び②毎年 1 回（但し、毎年の設立日
から 1 ヵ月以内）、所定のフォームで年次報告

（Annual Return）を行う必要があります。この年
次報告義務に関し、再登録期間に期限が到来す
る年次報告については、その提出が不要とされ
ています。但し、あくまでこれはドラフト段階
の内容であり、実際に義務が免除されるかは、
会社法施行後の実務を注視する必要があります。

（「ミャンマー新投資法・新会社法」、甲斐史朗著、中央経済社より抜粋）

甲斐史朗（かい ふみあき）
TMI 総合法律事務所リージョナ
ル・パートナー（ミャンマー担
当） 。日本国弁護士。早稲田大
学政治経済学部政治学科、ロン
ドン大学 LLM 卒業。2015 年 1
月よりヤンゴンオフィス駐在。

TMI 総合法律事務所　
☎︎ +95(0)1-255-047/+95(0)1-381-101

ミャンマー法
駐在弁護士が気になる “あれこれ” を解説
納得 !!

8月の新会社法施行で、何をする必要があるか？
～その１、既存会社の再登録等～

第27 回

なるほど！





※掲載の展示会の日程や予定は予告なく変更、延
期、中止されることもあります。詳細については、
主催者および関連サイト等でお確かめください。

Tatmadaw Exhibition Hall　  P26-C2
Myanmar Event Park　  P24-A3ミャンマー展示会情報

7.20
▼

7.22

Myanmar International Tourism Expo (MITE) 

会場 Tatmadaw Exhibition Hall 
内容 旅行関係 

主催者 Icvex

8.02
▼

8.04

Builders Myanmar

会場 Novotel Yangon Max Hotel（  P24-A2）
内容 建設機械、建設工具、建材および製品、建造物・建築物に関するサービス

主催者 Fireworks Myanmar

8.02
▼

8.04

Powerex Myanmar and Electric Expo Myanmar

会場 Novotel Yangon Max（  P24-A2）
内容 特殊電力、発電および送電機器

主催者 Fireworks Trade Media Pte Ltd. (Asia) Singapore

8.17
▼

8.19

Myanmar FoodBev 

会場 Tatmadaw Exhibition Hall
内容 原料、添加物、成分、食品包装、加工食品、飲料、菓子、食品、飲料関連機器、設備、

包装技術等主催者 ICVeX 

8.17
▼

8.19

Myanmar Retail Sourcing Expo

会場 Tatmadaw Exhibition Hall
内容

建築、インテリア、ライト＆サウンド、窓のショーケース、家具、床材、壁や天井、バーコード、
RFID、ラベル、オートメーション、インターネット小売り、安全装置と材料ハンドリング、
化粧品、パーソナルケア、香水、靴、履物、アクセサリー、家電製品、家庭用装飾品など主催者 ICVeX

8.23
▼

8.25

MYANLAB 2018 – LABORATORY & INSTRUMENTATION TECHNOLOGY SHOW 

会場 Tatmadaw Exhibition Hall
内容

分析システム、検査機器、校正安全機器、労働安全衛生機器、化学プロセス技術、化
学処理、化学機器、輸送・保管、試験・測定、化学試薬・供給、環境および汚染管理
システム主催者 AMB TARSUS EVENTS GROUP SDN BHD

9.13
▼

9.15

PROPAK MYANMAR 2018 - 5th International Processing & Packaging Exhibition for Myanmar

会場 Yangon Convention Centre（ P22-C2）
内容 食品、飲料、医薬品業界に関わる包装資材・容器、包装機械、調達、生産、物流、

流通、販売、消費、廃棄・リサイクル主催者 Bangkok Exhibition Services Ltd.(UBM BES)

9.20
▼

9.22

Propak

会場 Myanmar Event Park
内容 梱包材関係

主催者 UBM Allworld Exhibitions UK

9.26
▼

9.28

Agri Myanmar 2018

会場 Rose Garden Hotel（ P27-D1）
内容 化学農薬および中間体（農薬、殺菌剤、除草剤など）、バイオ農薬、生態系農薬、

農薬製造・加工技術主催者 Minh Vi Exhibition & Advertisement Service Co., Ltd. (VEAS Co., Ltd.)

























Address: 205, 2F, La Pyayt Wun Plaza, No. (37), Alanpya pagoda Road, Dagon Township, Yangon.
PH：01-385882　Eメール : info@vac-gr.com　WEBサイト：www.vac-gr.comVAC Yangon Co., Ltd.

税務•会計でお困りの際は私たちにお任せ下さい！
お陰様で7年目税務•会計•労務支援

日本人税理士及び日本語出来る会計士がサポート致します。気軽にお問い合わせください！

税務業務（個人所得税 · 商業税 · 法人税 · 源泉税 · 印紙税）
会計業務（記帳代行 · 月次報告書作成 · 決算書作成 · 監査支援）
労務業務（社会保険 · 就業規則 · 雇用契約）
設立業務（法人設立 · 支店登記 · 更新 ·Form 6& 26, Form 18, Form E, MOA）
駐在員ビザ申請業務（Stay Permit & Multiple Visa, FRC）




















