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▲巨大なイベント場を改修した避難民滞在施設「グローバル・エキスポ」

▲メディカ国境検問所を訪問

父親と離れ離れの子ども
心理的支援の拡充も必要
永杉　ミャンマーのクーデターから1年以
上も経過しましたが、当地では今も多く
の人々が苦しんでいます。そして、ロシ
アによるウクライナ侵攻という新たな悲
劇も起き、またしても人権が脅かされる
事態が発生しました。そのような社会情
勢を受け、今回は衆議院議員の中谷元さ
ん、そして同じく衆議院議員の逢沢一郎
さんと鼎談形式で人権問題について考え
てみたいと思います。まず、中谷さんに
お聞きします。昨年11月、内閣総理大臣
補佐官（国際人権問題担当）という新設の
ポストに就任されました。この経緯を教
えてください。

中谷　香港、ウイグル、アフガニスタン、
ミャンマー、そしてウクライナなど、現
在世界では人権・人道に関する課題が山
積しています。岸田内閣は人権など普遍
的価値を守り抜くことを重視しているた
め、国際人権問題専門の担当補佐官を設
けるに至りました。私は「人権外交を超
党派で考える議員連盟」の共同会長に就
くなど、同種の問題に取り組んできたこ
ともあり、総理から補佐官に任命されま
した。
永杉　4月1～5日の日程で、林芳正外相
らと共にウクライナからの避難民が集ま
るポーランドを訪問されました。現地の
状況をお聞かせください。
中谷　ウクライナの人口は約4,400万人で
すが、そのうち490万人が国外へ避難して
おり、ポーランドには280万人（4月18日
現在）が身を寄せています。私はメディカ
という国境の町にある避難民センターを
訪問しました。大規模展示場に簡易ベッ
ドを敷き詰めた臨時施設で、間仕切りも
ない空間に2,500人が収容されていまし
た。大半が女性と子どもです。幼少の子
どものために用意されたプレイルームが
あったのですが、入室するなり子どもた

ちが私に飛びついてきて離れようとしな
かったのです。父親と離れ離れなので、
父性を欲していたのだと思います。その
姿は胸に迫るものがありました。彼らが
健やかに育つよう、心理面のケアも必要
だと感じました。
永杉　ロシア軍による人権侵害、戦争犯
罪が指摘されていますが、どのように認

識していますか。
中谷　キーウ近郊のブチャにおける虐殺
が大きく報じられましたが、それ以外に
もウクライナ各地でロシア軍による残虐
かつ非人道的な行為が明らかになってい
ます。多数の無辜の民間人殺害はジュネー
ヴ諸条約を含む重大な国際法違反の戦争
犯罪です。ロシアはその責任を厳しく問

第 回96
このコーナーでは、MYANMAR 
JAPON代表の永杉が毎回、日
本・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。

ミャンマーとウクライナ問題から人権を考える
【今回のテーマ】

1957年生まれ、高知県出身。80年に防衛大学校本科
（土木工学専攻）卒業後、陸上自衛隊に入隊。84年に退
官し議員秘書を務めた後、90年に衆議院議員初当選。
現在当選11回。国土政務次官、防衛庁長官などを経て
2014年防衛大臣に就任する。21年、新設された内閣総
理大臣補佐官（国際人権問題担当）に就任。人権外交を
超党派で考える議員連盟の立ち上げに尽力するなど精力
的な活動を続けている。

中谷元

衆議院議員
内閣総理大臣補佐官（国際人権問題担当）

Nakatani Gen

中谷 元 逢沢一郎 永杉豊
衆議院議員
内閣総理大臣補佐官（国際人権問題担当）

衆議院議員
日本・ミャンマー友好議員連盟会長 MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

1954年生まれ、岡山県出身。慶應義塾大学工学部卒業
後、松下政経塾に第一期生として入塾する。1986年、
衆議院議員に初当選し、現在当選12回。2003年に外
務副大臣に就任。自民党の国会対策委員長、衆議院の
議院運営委員長や予算委員長など要職を歴任した。また、
日本・ミャンマー友好議員連盟会長のほか、国連難民高
等弁務官事務所（UNHCR）国会議員連盟会長も務める
など、国際的な活動を続けている。

逢沢一郎

衆議院議員
日本・ミャンマー友好議員連盟会長

Aisawa Ichiro
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MJIホールディングス代表取締役、NPO法人ミャンマー
国際支援機構代表理事。学生時代に起業、その後ロサン
ゼルス、上海、ヤンゴンに移住し現地法人を設立。2013
年6月より日本及びミャンマーで情報誌「MYANMAR 
JAPON」を発行、ミャンマーニュースサイト「MYANMAR 
JAPONオンライン」とともに両メディアの統括編集長も
務める。（一社）日本ミャンマー友好協会副会長、（公社）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に所属。
近著に『ミャンマー危機 選択を迫られる日本』（扶桑社）。

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO    

Nagasugi Yutaka

▲IOM、UNHCR、WFP、WHO及びNGOの代表者との意見交換

われなければなりません。我が国として
もしっかりと糾弾していきます。
永杉　日本・ミャンマー友好議員連盟会
長である逢沢さんにお伺いします。ウク
ライナではロシア軍による侵略が続いて
いますが、ミャンマーでもいまだに国軍
が自国民に対して虐殺を続け、これまで
におよそ1,800人の犠牲者が出ています。
この行為をどう受け止めますか。
逢沢　軍というものは、外敵から自国民
を守り、安全保障を確保するための存在
です。しかし、彼らは罪のない一般市民
に対して銃口を向け続けています。言語
道断です。ミャンマー国軍はクーデター
以前からロヒンギャの方々へ蛮行を働き、
70～80万人ほどの人々がバングラデシュ
に逃れなければならない状況も引き起こ
しています。これらは一刻も早く正常化
されなければいけません。

人道支援は新たな枠組みを
ASEAN諸国への働きかけも

永杉　中谷さんはミャンマー問題につい
てどのようにお考えですか。

中谷　先述の議員連盟
会長の頃からミャン
マー問題に対処してお
り、民主派の方々とも
オンラインで会談した
ことがあります。その
ため、私個人としても
状況を憂慮しています。
　政府としては、国軍
に対して「暴力の即時
停止」「被拘束者の解
放」「民主的な政体の
早期回復」を引き続き
強く求めています。ま
た、国内避難民が数多く発生しているた
め、人道支援も必要です。我が国はクー
デター以降、これまでに3,950万ドルの支
援を行い、4月1日には830万ドルの追加
支援を決定しました。
永杉　日本から困窮するミャンマーの人々
へ人道支援を行うことは、とても大切な
ことです。一方、現状の枠組みにおける
支援活動の限界も見えてきています。今
の支援方法では国軍と対立する組織に支
援物資が行き届かなかったり、途中で窃

取されたりする事態が発生しています。
逢沢さんはこの問題に対してどのような
ご見解をお持ちですか。
逢沢　これは難しい問題です。支援物資
の一部が国軍に渡っている可能性がある
ことは聞き及んでいます。しかし、現実
問題として国軍が全土を実効支配するミャ
ンマーにおいて、本当に困っている人だ
けにピンポイントで支援することは技術
的に困難です。かといって国軍にまった
く渡らないように支援自体を止めてしま

うことはできません。今できることは、
適切に物資が届いているかを精査し、そ
の上で国際機関だけでなく一部の信頼で
きるNGOなどのルートも使って支援を続
けることでしょう。
永杉　実際に支援活動をしている方によ
ると、支援物資として用意されたコメが
現地に届けられる過程で、破砕米にすり
替わっていたという報告も寄せられてい
ます。私はこの件に強い問題意識を持っ
ており、こうした横流しなどを可能な限
りなくすために「NPO法人ミャンマー国
際支援機構」を立ち上げることにしまし
た。この組織を通じて、本当に困ってい
る人々へ、物資が直接届く仕組みづくり
に寄与したいと考えています。
中谷　我が国の人道支援は国軍を利する
ものでは決してありません。外務省にお
いては国際機関やASEAN事務局とも連携
しつつ、困難に直面しているミャンマー
の人々に寄り添うべく、人道支援を積極
的に実施していると理解していますが、
どのような対応が効果的か総合的に検討
していくものと思います。
永杉　昨年4月にASEAN首脳会議で暴力
の即時停止などを求める「5つのコンセン
サス」が示されました。また、日本でも
昨年6月に「ミャンマー国軍に対する非難
決議」が衆参両院で採択されています。
しかし、国軍はこれらすべてを無視し続
けている状態です。さらに本年4月3日に
は、ミャンマー国内の口座に着金した外
貨は1営業日以内にミャンマー・チャット
に両替しなければならないという一方的
な通告を行い、日本や欧米企業の活動を
阻害するような動きを見せています。こ
のように、ミャンマーの現状は膠着とい
うよりも悪化しているように感じていま
す。これに対処するため、日本も欧米の
ようにミャンマーに対して厳しい経済制
裁を課すべきではとの声もあります。
逢沢　今のミャンマーに対して、これ以
上の経済制裁が有効かというと必ずしも
そうではないと思います。国軍は諸外国
との経済的なつながりが先細ることを恐
れていません。もし恐れていたら、今回
の強制両替政策は選択しないでしょう。
彼らは国が貧しくなろうが構わないとい
うスタンスのように見えます。ですから、

今は制裁ではなく、外交努力を粘り強く
続けるしかありません。
　影響力の強いASEANにも期待したいの
ですが、必ずしもASEAN諸国の足並みは
そろっていません。ジャカルタで確認し
た5項目のコンセンサスを、一致して強く
ミャンマー国軍に求め結果を出して欲し
いと思います。
ASEAN諸国にも独裁的国家が増えており、
ミャンマーへ強く意見できない状況になっ
ていることも懸念しています。
中谷　現在の東南アジアではベトナム、
タイ、カンボジア、ラオスが権威主義的
な政権下にあります。経済を優先して国
の発展を目指す中で、強いリーダーシッ
プが求められた結果、このような政体に
なったという背景は理解できます。しかし、
その体制には限界があります。国の安定
的な発展のためには民主主義の維持が不
可欠です。我が国としては、ミャンマー
だけでなく、ASEAN諸国にもこうした理
念をしっかりと伝えるべきでしょう。

岸田政権にふさわしい人権外交
力による現状変更の試みを許さない

永杉　アメリカには人権侵害に加担した
個人に対して、資産凍結や入国制限を行
うマグニツキー法という法律があります。
今、この日本版を作ろうという動きがあ
ります。これを主導しているのが、中谷
さんが初代共同会長を務められた「人権
外交を超党派で考える議員連盟」です。
この法案について教えてください。
中谷　今回のウクライナ侵略を受けて、
一部ロシア人団体に対して経済制裁を行っ

ており、外為法の枠組みの中で彼らに厳
しい制限をつけています。これはウクラ
イナでの事態の解決を目指す国際平和の
ための国際的な努力に、我が国として寄
与することを根拠に制裁を行っています。
一方、現行法では他国で起こった人権侵
害を直接の根拠にして個人に対する経済
制裁を行うことはできません。ご指摘の
ような人権侵害を認定して制裁を課すよ
うな制度を日本も導入すべきかについて
は、これまでの人権外交を踏まえ、全体
を見ながら、国会や党の方からもご意見
をいただき、引き続き検討していきます。
逢沢　「内政干渉はしない」という言葉自
体、聞こえはいいものです。しかし、そ
れが人権や人道に関わることなら話は別
です。他国が人権を脅かしているのなら、
どの国であっても率直に指摘しなければ
いけません。日本にも人権・人道の問題
がないわけではありませんが、それを他
国に指摘されたら真摯に耳を傾け是正す
る必要があります。
　必要に応じてこうした法律も行使しな
がら、国同士がお互いの人道や人権に関
わる問題を率直に指摘しあえる状態こそ
が、国際社会が目指すべき姿ではないで
しょうか。
永杉　ミャンマーもウクライナも、力に
よる現状変更を目論む勢力の存在が共通
しています。彼らに対して毅然とした態
度を取るためにも、日本版マグニツキー
法の成立は不可欠だと思います。議論が
進み、法制化されることを期待していま
す。本日は公務ご多忙の折にもかかわら
ず、誠にありがとうございました。

人権問題を率直に指摘し合う国家関係が理想像（逢沢）

世界情勢に鑑み岸田政権にふさわしい人権外交を（中谷）
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MJIホールディングス代表取締役、NPO法人ミャンマー
国際支援機構代表理事。学生時代に起業、その後ロサン
ゼルス、上海、ヤンゴンに移住し現地法人を設立。2013
年6月より日本及びミャンマーで情報誌「MYANMAR 
JAPON」を発行、ミャンマーニュースサイト「MYANMAR 
JAPONオンライン」とともに両メディアの統括編集長も
務める。（一社）日本ミャンマー友好協会副会長、（公社）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に所属。
近著に『ミャンマー危機 選択を迫られる日本』（扶桑社）。

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO    

Nagasugi Yutaka

▲IOM、UNHCR、WFP、WHO及びNGOの代表者との意見交換

われなければなりません。我が国として
もしっかりと糾弾していきます。
永杉　日本・ミャンマー友好議員連盟会
長である逢沢さんにお伺いします。ウク
ライナではロシア軍による侵略が続いて
いますが、ミャンマーでもいまだに国軍
が自国民に対して虐殺を続け、これまで
におよそ1,800人の犠牲者が出ています。
この行為をどう受け止めますか。
逢沢　軍というものは、外敵から自国民
を守り、安全保障を確保するための存在
です。しかし、彼らは罪のない一般市民
に対して銃口を向け続けています。言語
道断です。ミャンマー国軍はクーデター
以前からロヒンギャの方々へ蛮行を働き、
70～80万人ほどの人々がバングラデシュ
に逃れなければならない状況も引き起こ
しています。これらは一刻も早く正常化
されなければいけません。

人道支援は新たな枠組みを
ASEAN諸国への働きかけも

永杉　中谷さんはミャンマー問題につい
てどのようにお考えですか。

中谷　先述の議員連盟
会長の頃からミャン
マー問題に対処してお
り、民主派の方々とも
オンラインで会談した
ことがあります。その
ため、私個人としても
状況を憂慮しています。
　政府としては、国軍
に対して「暴力の即時
停止」「被拘束者の解
放」「民主的な政体の
早期回復」を引き続き
強く求めています。ま
た、国内避難民が数多く発生しているた
め、人道支援も必要です。我が国はクー
デター以降、これまでに3,950万ドルの支
援を行い、4月1日には830万ドルの追加
支援を決定しました。
永杉　日本から困窮するミャンマーの人々
へ人道支援を行うことは、とても大切な
ことです。一方、現状の枠組みにおける
支援活動の限界も見えてきています。今
の支援方法では国軍と対立する組織に支
援物資が行き届かなかったり、途中で窃

取されたりする事態が発生しています。
逢沢さんはこの問題に対してどのような
ご見解をお持ちですか。
逢沢　これは難しい問題です。支援物資
の一部が国軍に渡っている可能性がある
ことは聞き及んでいます。しかし、現実
問題として国軍が全土を実効支配するミャ
ンマーにおいて、本当に困っている人だ
けにピンポイントで支援することは技術
的に困難です。かといって国軍にまった
く渡らないように支援自体を止めてしま

うことはできません。今できることは、
適切に物資が届いているかを精査し、そ
の上で国際機関だけでなく一部の信頼で
きるNGOなどのルートも使って支援を続
けることでしょう。
永杉　実際に支援活動をしている方によ
ると、支援物資として用意されたコメが
現地に届けられる過程で、破砕米にすり
替わっていたという報告も寄せられてい
ます。私はこの件に強い問題意識を持っ
ており、こうした横流しなどを可能な限
りなくすために「NPO法人ミャンマー国
際支援機構」を立ち上げることにしまし
た。この組織を通じて、本当に困ってい
る人々へ、物資が直接届く仕組みづくり
に寄与したいと考えています。
中谷　我が国の人道支援は国軍を利する
ものでは決してありません。外務省にお
いては国際機関やASEAN事務局とも連携
しつつ、困難に直面しているミャンマー
の人々に寄り添うべく、人道支援を積極
的に実施していると理解していますが、
どのような対応が効果的か総合的に検討
していくものと思います。
永杉　昨年4月にASEAN首脳会議で暴力
の即時停止などを求める「5つのコンセン
サス」が示されました。また、日本でも
昨年6月に「ミャンマー国軍に対する非難
決議」が衆参両院で採択されています。
しかし、国軍はこれらすべてを無視し続
けている状態です。さらに本年4月3日に
は、ミャンマー国内の口座に着金した外
貨は1営業日以内にミャンマー・チャット
に両替しなければならないという一方的
な通告を行い、日本や欧米企業の活動を
阻害するような動きを見せています。こ
のように、ミャンマーの現状は膠着とい
うよりも悪化しているように感じていま
す。これに対処するため、日本も欧米の
ようにミャンマーに対して厳しい経済制
裁を課すべきではとの声もあります。
逢沢　今のミャンマーに対して、これ以
上の経済制裁が有効かというと必ずしも
そうではないと思います。国軍は諸外国
との経済的なつながりが先細ることを恐
れていません。もし恐れていたら、今回
の強制両替政策は選択しないでしょう。
彼らは国が貧しくなろうが構わないとい
うスタンスのように見えます。ですから、

今は制裁ではなく、外交努力を粘り強く
続けるしかありません。
　影響力の強いASEANにも期待したいの
ですが、必ずしもASEAN諸国の足並みは
そろっていません。ジャカルタで確認し
た5項目のコンセンサスを、一致して強く
ミャンマー国軍に求め結果を出して欲し
いと思います。
ASEAN諸国にも独裁的国家が増えており、
ミャンマーへ強く意見できない状況になっ
ていることも懸念しています。
中谷　現在の東南アジアではベトナム、
タイ、カンボジア、ラオスが権威主義的
な政権下にあります。経済を優先して国
の発展を目指す中で、強いリーダーシッ
プが求められた結果、このような政体に
なったという背景は理解できます。しかし、
その体制には限界があります。国の安定
的な発展のためには民主主義の維持が不
可欠です。我が国としては、ミャンマー
だけでなく、ASEAN諸国にもこうした理
念をしっかりと伝えるべきでしょう。

岸田政権にふさわしい人権外交
力による現状変更の試みを許さない

永杉　アメリカには人権侵害に加担した
個人に対して、資産凍結や入国制限を行
うマグニツキー法という法律があります。
今、この日本版を作ろうという動きがあ
ります。これを主導しているのが、中谷
さんが初代共同会長を務められた「人権
外交を超党派で考える議員連盟」です。
この法案について教えてください。
中谷　今回のウクライナ侵略を受けて、
一部ロシア人団体に対して経済制裁を行っ

ており、外為法の枠組みの中で彼らに厳
しい制限をつけています。これはウクラ
イナでの事態の解決を目指す国際平和の
ための国際的な努力に、我が国として寄
与することを根拠に制裁を行っています。
一方、現行法では他国で起こった人権侵
害を直接の根拠にして個人に対する経済
制裁を行うことはできません。ご指摘の
ような人権侵害を認定して制裁を課すよ
うな制度を日本も導入すべきかについて
は、これまでの人権外交を踏まえ、全体
を見ながら、国会や党の方からもご意見
をいただき、引き続き検討していきます。
逢沢　「内政干渉はしない」という言葉自
体、聞こえはいいものです。しかし、そ
れが人権や人道に関わることなら話は別
です。他国が人権を脅かしているのなら、
どの国であっても率直に指摘しなければ
いけません。日本にも人権・人道の問題
がないわけではありませんが、それを他
国に指摘されたら真摯に耳を傾け是正す
る必要があります。
　必要に応じてこうした法律も行使しな
がら、国同士がお互いの人道や人権に関
わる問題を率直に指摘しあえる状態こそ
が、国際社会が目指すべき姿ではないで
しょうか。
永杉　ミャンマーもウクライナも、力に
よる現状変更を目論む勢力の存在が共通
しています。彼らに対して毅然とした態
度を取るためにも、日本版マグニツキー
法の成立は不可欠だと思います。議論が
進み、法制化されることを期待していま
す。本日は公務ご多忙の折にもかかわら
ず、誠にありがとうございました。

人権問題を率直に指摘し合う国家関係が理想像（逢沢）

世界情勢に鑑み岸田政権にふさわしい人権外交を（中谷）
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2022年4月3日、中央銀行から、国内居住者が海外から取得した

外国通貨を1営業日以内に現地通貨

チャットへの兌換を義務付ける通達

が突如発出されました。

　また、輸入代金や配当の支払い等

のための海外送金については、毎回

当局の許可をとることが義務付けら

れました。資本移動の自由を著しく

制限する措置で、日系社会のみならず、

ミャンマー経済界でも大きな衝撃が

走りました。

外貨不足のための対応か

　今回の措置に対する当局からの明

確な目的が表明されない中、4月6日

付のイラワジ・ニュースでは、金融

専門家の分析を引用する形で、①ド

ル不足への対応、②少なくとも100億

ドルの対外債務支払いのための外貨

の確保、③石油、ガス等の輸入のた

めの原資の確保などを理由に挙げて

います。

　本稿でも度々、外貨流出を抑える

ために、貿易収支の均衡化政策、輸

出企業が取得した外貨の30日以内の

チャットへの強制兌換などといった

措置を紹介してきましたが、今回の

措置は、内資・外資を問わず、外貨

保有者の資産をチャットへ転換し、

外貨の接収に躍起となっていること

が伺えます。

　軍政下、外貨準備高の残高統計が

発表されているわけではないので、

正確な数字を知る由もありませんが、

相当、厳しい状況に置かれているこ

日系企業動向、ミャンマーの新潮流を読み解く
JETRO STREAM

とが推察されます。

　短期的には、外貨の接収により、

当局や中央銀行が使える外貨が増え

るかもしれませんが、資本移動の自

由を制限する行為は、ビジネス・マ

インドの停滞や新規投資の足枷とな

り、国内経済は益々悪化し、ミャンマー

の国民生活にも甚大な影響を及ぼし

ます。本通達の早急な撤廃を求めます。

国際商業便の運航再開へ

　ミャンマーでは、新型コロナウイ

ルスの感染予防のために2020年3月

末から外国人の入国禁止、国際商業

便の着陸禁止、入国ビザの新規発給

停止といった措置が採られていまし

た。今回、約2年ぶりに4月1日からオ

ンラインによるビジネス用e-Visaの

発給再開や、4月17日からは国際商業

便の着陸が許可されます。

　これを受け、これまで日本からは

田中一史（たなか かずふみ） 　
日本貿易振興機構（ジェトロ）ヤンゴン事務所長。主にアジア経済の調
査や企業の海外展開支援業務を担当。海外勤務は、マニラ事務所調査ダ
イレクター、サンフランシスコ事務所北米広域調査員、バンコク事務所
次長を歴任。2017 年 12月より現職。

1ドル＝1,850チャットの固定レートへ

ミャンマー人のための救援便に、座

席が空いた場合、日本人の搭乗枠が

決まり、ミャンマー当局の許可を得

た人のみ特別にミャンマーへの渡航

が可能でした。そのため、ミャンマー

に来たくても来れない人が多発し、

常に搭乗のための順番待ちとなって

いました。

　今般、5月13日の便を以て、ANA

様は運航休止に入ることが発表され

ました。ヤンゴンから日本に帰国の

際に、毎回ANA様の機内に入ると、

ほっとした気持ちになったことを思

い出します。コロナ禍、政変下にお

いて、これまで人道的かつ日本との

移動手段を確保するために、大変運

航環境が厳しい中、多大なる尽力を

いただいたことに日本国民の一人と

して心より感謝申し上げる次第です。

　4月13日からはヤンゴンと成田を結

ぶミャンマー国際航空（MAI）がチャー

ター便の運航を予定し

ています。バンコク

等、第三国経由での渡

航を含め、今後、ミャ

ンマーと日本との往来

の選択肢が増えますの

で、少しは安心されて

いる方が多いのではな

いでしょうか。

外貨の強制兌換と今後の経済活動第85回
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事業の縮小や撤退時に気を付けるべきポイント75

　水祭り（ティンジャン）期間も終わり、新年度もスタートしまし

たね。年度も変わって、心機一転、頑張って進んで行こうというマ

インドも出てきたところに、ふたたび強烈な暗雲が立ちこめまし

た。

　4月3日付けの中央銀行の通達。ミャンマーktへの強制兌換

も、1ドル＝1850ktという固定レートも非常に厳しいですが、目

下、最も深刻なのは、実質的にミャンマーktをドル転できないと

いうこと。これができない状況が続くと、海外取引を行う企業に

とっては、非常に痛手です。インパクトはかなり大きく、さらに今

後の経済状況の予測可能性が低くなってしまったため、多くの日

系企業が事業の縮小や撤退の検討を迫られるという状況になっ

ています。

　完全に会社登記閉鎖をせずとも、当面、休眠状態にして様子を

見ようという動きも多く見られます。現在は、2018年の会社法

改正前と大きく違っており、会社情報がMycoシステムにより

データ化されたため、何もせずに会社を放置するということはリ

スクがあります。会社を存続する場合は、最低限の行政手続きは

行っておかねばなりません。

　ミャンマーは、日本と異なり、休眠制度が整備されていません

ので、事実上休眠状態であったとしても、商業税や法人税の四半

期申告、年度決算申告、DICAの年次報告など、必要最低限の行

政手続きを行っておく必要があります。また、休眠期間中の現金

や小切手、会社印、書類等の保管、ミャンマー在住取締役や責任

者の任命など、会社を存続しておく場合には、検討する事項がい

くつかあります。

　完全に会社を閉鎖するということになれば、現地法人、支店共

No.411-412, 4th Floor, Hledan Center, 8 Ward, 
Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.  税務はおまかせ！

+95-9-252405320（若松） +95-9‐404469726（土屋） japanoutsourcingmyanmar@gmail.com

おかげさまで、ミャンマーオフィス開設
9年目となります。

に、登録抹消のため、一連の手続きを行わねばなりません。これ

らの手続きは、非常に時間がかかります。現在の状況は、早くて1

年、長い場合は、2年以上かかる場合も多々見受けられます。現

地法人については、残余財産の確定申告についてのタックスク

リアランスを終了しないと、最終的に清算完了の登記や銀行の

閉鎖、日本への残金の送金といった業務が完了できませんので、

留意が必要です。

　閉鎖を行う場合は、事前に入出金や口座の残高状況を加味し

て、会社の中身を軽くしておく方がベターです。税務署からの還

付金が残っている場合は、すべての銀行口座を閉鎖せず、必ず

還付金を受け取る口座を残しておいてください。現在、チェック

で還付金の受け取りができなくなっています。また、支店の閉鎖

について、法的には、新聞や官報公告は必要無いのですが、残余

財産の送金時に中央銀行に公告の内容の提示を求められる事

例もありました。お気をつけください。

　以前も申し上げましたが、縮小、休眠にせよ、閉鎖にせよ、最も

大切なことは、従業員のケアだと思います。企業側にとっては、こ

の様な決断は、もちろん忸怩たる思いですが、これまで共に働い

てきた現地スタッフの方々に対し、精神面でも金銭面でもしっか

りと最大の配慮を行うことが肝要と思います。状況が落ち着いて

再び事業を開始するときに、真っ先に戻って来てもらえるように、

日系企業で働いて良かった、と思ってもらえるように、誠実なる

施策を行っておくことが最も重要と言えるでしょう。

　私自身は、まだまだミャンマーに留まり、この国の未来をしっ

かりと見ていきたいという思いです。共にミャンマーに心を寄せ

て、今後ともみんなで応援していける国になって欲しいですね。

ミャンマー  Right Hand Associates
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1.外貨の強制両替、海外送金の許可制を定めた中央銀
行通知2022年第12号
　2022年4月3日に、以下の内容を定めた中央銀行通知
（以下、「本通知」といいます。）が発せられています。
(1)外貨収入の1営業日以内のMMKへの両替の義務付け
外貨収入については、外貨取扱銀行（AD Licensed 
Bank）に預け入れ、1営業日以内にミャンマーチャッ
ト（MMK）に両替しなくてはならない（第2条）と
しており、その免除については、別途定めるとさ
れています（第3条）。その両替レートについては、
1USD＝1,850MMKと定められており、変更がある
場合は中央銀行が指示するとされています（同日中
央銀行指令第4号(b)）。

(2)既存の外貨預金口座の外貨にも適用
各種外貨建て口座に入金されている外貨（本通知前
に入金されたもの）についても、同様に両替をする
必要があるとしており（第5条）、詳細については、
後日公表されるとしています（同中央銀行指令 (d)）。

(3)海外送金の外為監督委員会による許可制の採用
海外への送金については、外為監督委員会（Foreign 
Exchange Supervisory Committee）を得て、外貨
取扱銀行においてのみ行うことができるとされて
います（第4条）。

(4)違反の場合の法的措置
以上の規制に違反した場合、外国為替管理法によ
る法的措置が採られると規定しており（第8条）、罰
則については、1年以下の禁固若しくは罰金、又は
その併科とされています（2021年10月改正外国為
替管理法第41条及び第44条a）。

(5)発効時期等
輸出代金の30日以内の両替を義務付けた通知
（Notifi cation No.35/2021）は本通知で撤回され（第6
条）、本通知は即日（4月3日）に発効するとしています。

2.本通知の内容を具体化する中央銀行指令（Directive）
の発出
(1)ミャンマー政府機関及びミャンマー政府省庁への
不適用
4月5日に発せられた中央銀行指令第5号では、ミャ
ンマー政府機関及びミャンマー政府省庁については、
本通知の対象とならないとされています。

(2)受領した外貨収入の種類による具体的手続
本通知の定める外貨の強制両替の具体的手続につ
いては、2022年4月5日中央銀行指令第6号第2条が
以下の通り定めています。

(3)海外送金についての外為監督委員会による審査
国内居住者から海外への送金は、外為監督委員会
の許可によってのみ行うことができ、以下のもの
を含む海外送金は、外為監督委員会による審査が
行われるとしています（同中央銀行指令第3条）。

2012 年外国投資法下での日系初の不動産開発案件を手掛けるなど、MIC 申請等の
投資案件、ティラワ進出案件、合弁を含むDICA 会社設立、商標申請、労務等、日
系企業のあらゆるミャンマービジネスを法務面からサポートしている。

甲斐史朗（かい ふみあき）
TMI 総合法律事務所パートナー
（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)1-8255-047  yangon@tmi.gr.jp
弁護士約500名、弁理士約90名を擁する日本の五大法律事務所
の一つ。ミャンマーには、日本の法律事務所として最初に進出
し、2012 年にヤンゴンオフィスを開設。

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 !!

なるほど！

(a)輸入の支払（前払を含む）
(b)サービスの支払その他の支出
(c)外国からの投資の分配及び資本の払戻
(d)海外への投資の送金
(e)海外からのローン及び利息の支払
(f)海外投資規則第27条（foreign exchange dealer
による少額の海外送金（旅費、医療費、教育費その
他））所定の支出の送金

3.ミャンマービジネスへの影響
本通知のミャンマーにおけるビジネスへの影響は、
甚大であると言わざるを得ません。
本通知で明確になっていない争点としては、以下
のものが挙げられます。
①強制両替の免除事由（上記（1(1)））については、ど
の程度のものが認められるか。

②上記（1(2)）の「本通知前に入金されたもの」（本通
知第4条）の解釈に関し、一定期間以上前に入金
されたものについては、強制両替の対象から除
外されるか。

上記免除事由について、日本企業等一般への適用
を求める在ミャンマー日本大使館からの申し入れ
等もなされており、今後のミャンマー中央銀行の
動向を注視する必要があります。
このような状況に照らし、日本などのミャンマー
国外からミャンマーへの外貨送金は、可能な限り
避けることが望ましいといえます。

※上記内容は、2022年4月20日現在取得可能な情報に基づき作成した
ものであり、その後の状況の変化、新たな情報の判明等により内容を
修正させて頂く可能性があります。

外貨の強制両替等を定めた中央銀行通知について第71回

送金の中銀
認可
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いつでも、どこでも、好きなときに読める！
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サクラタワーの入口への乗降
はほとんどなく、渋滞も見ら
れない。反対側の五つ星ホテ
ル「スーレー シャングリ・ラ 
ヤンゴン」は基本的にクロー
ズしているが、時折カフェや
レストランでの結婚式が行わ
れているという。

新型コロナウイルス
も無く、文字通り平
和だった。いつの日
か、この頃のように
戻ることを祈らずに
はいられない。　

通行人はそれほど多くないが、多くの
店舗は通常通り営業しており、喫茶店
で飲食する人の姿も多く見られた。

タクシープールに車はあるものの、人の姿は見られず、納入トラッ
ク以外の動きはあまり無いようだ。隣接するセドナホテルも先
月と変わらず静まりかえっていた。

道端の店舗はほとんどがクローズして
おり、静かだった。デリバリーサービ
スの自転車の姿もチラホラ。

ヤンゴン市内
のガソリンス
タンドは、停
電中も発電機
を稼働させて
営業を続けて

いる。4月に入り上昇傾向だった価格も、この
日は少し下がったようだ。しかし、この時は
大行列が発生することは予想だにしなかった。

燃料価格高騰のためか、こ
れまでよりもバスの台数が
減っている。一方、停電に
より発電機はフル稼働して
おり、排気ガスと熱気はも
のすごく…。そんな中、周
辺の飲食店で食事をする人
も見られた。

ヤンゴンは今どうなっているのか。最新画像とともに、主要スポットの現在をお伝えする（特記以外4月8日撮影）。

ミャンマー新年の「水かけ祭り」（ティンジャン）の連休を目前に控えた街は、ここ数か月の撮影の中で最も人出が多かった。相変わらず
エリアによっては警備が厳しく、レーダン交差点周辺での撮影は今月も出来なかった。

定点観測
ヤンゴン

アーカイブ

サクラタワー前

＜編集部が選ぶ過去の一枚＞
ミャンマープラザ付近

スーレーパゴダ付近 ボージョー アウン サン マーケット

ヨーミンジー通り ガソリンスタンド

平和だったころのティンジャン（2019年4月撮影）

ボヤニュン通り

施設自体は
再開したも
のの、ほと
んどの店舗
はクローズ
していた。
水かけ祭り

の連休前ということもあり、Junction Cityの
買い物客は多かったようだ。
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［4月22日］
外貨の強制両替について言及、
軍評議会 投資・対外経済関連相
　軍評議会 投資・対外経済関係省のアウン・
ナイン・ウー大臣は4月21日、外国メディ
ア向けに記者会見を行いミャンマー経済に
関する質問に回答した。国営新聞Myanma 
Alinnが伝えた。
　回答の要旨は以下のとおり。
・ミャンマー中央銀行が通達した外貨の強制
両替に関し、外国企業が関心を持っている
ことは承知しているので、後日詳しく回答
する。
・新型コロナウイルスの影響で経済が停滞し
ていたが、感染状況は収束しており今後経
済が上向く兆候がある。
・停電が発生しないよう十分な電力の供給に
注力している。進行中の発電所建設プロジェ
クトを前倒して進めるとともに、新たなプ
ロジェクトへの投資を呼びかけている。
・経済制裁を受け困難な状況にあるが、これ
を乗り越え2023年に必ず総選挙を実施する。

ガソリンの安定供給に 
向け調整会議、カチン州
　カチン州でガソリンスタンドに市民が押
し寄せている問題に関し、関係者による調
整会議が開催された。国営新聞Myanma 
Alinnが4月22日に伝えた。
　カチン州政府・資源担当のティン・サウ
ン大臣は4月20日、ミャンマー石油化学製
品公社の担当者、ガソリンスタンドの経営
者などと協議を行い、定められた価格帯で
安定供給を行うよう指示した。
　ガソリンスタンドの経営者からは、今後
のガソリン供給の見込みや直面している問
題などについて質問があり、関係省庁の担
当者が回答した。

NUGの支援で48の学校が 
再開、マグェー管区
　マグェー管区ミャイン郡で、国民統一政
府（NUG）の支援により48の学校が再開され
た。DVB Burmese Newsが4月20日に伝え
た。
　調べによると、ミャイン郡教育委員会は
2021年10月20日に設立され、軍評議会に
よる教育システムが再編される以前より活
動を開始した。学校の再開により、233人の

教師と630人のボランティア教師が学校運
営を支え、7,400人以上の生徒が学校に戻っ
ているという。
　軍評議会に対する市民不服従運動（CDM）
に参加していた教師は「ホワイトボードや
ペンなど多くの物資が不足しており困難も
多い」とコメントした。
　2020年は新型コロナウイルスの感染拡大
により学校は閉鎖され、昨年2月のクーデター
以降も教育現場では混乱が続いている。

［4月21日］
ミャンマー中銀の通達も 
金価格が上昇、現地通貨安で
　ミャンマー中央銀行による強制両替の通
達にも関わらず、国内の金価格が上昇して
いる。DVB Burmese Newsが4月20日に伝
えた。
　ミャンマー金業協会（ヤンゴン管区）の発
表によると、1ビス（約16.5g）あたりの金相
場 は 通 達 以 前 は2,040,000K s（ お よ そ
141,000円）で、4月20日は2,078,050Ks（お
よそ143,600円）だった。水かけ祭り後に金
価格が下がると予想されていたが、実際に
は値上がりしたという。
　金業経営者は「実勢レートが1米ドル＝
2,000Ksを超えているため、ミャンマー中央
銀行のレートに影響されて金相場が単純に
下がることはない」とコメントした。

［4月20日］
国民統一政府（NUG）閣僚らが 
米国を訪問、要人と面会
　民主化勢力により樹立した国民統一政府

（NUG）の閣僚らが米国を訪問し、政府要人
と面会したことが明らかになった。Radio 
Free Asiaが4月19日に伝えた。
　発表によると、NUG人権問題担当のアウ
ン・ミョー・ミン大臣と外務省のモー・ゾー・
ウー副大臣などが4月3日から17日までの2

週間にわたり米国を訪問し、政府高官と協
議を行ったという。
　面会相手は、米国国務省顧問のデレク・
チョレット氏、国務省次官補代行（民主主義・
人権・労働担当）のリサ・ピーターソン氏、
LGBT担当のジェシカ・スターン特使、米国
国連大使のリンダ・トマスグリーンフィー
ルド氏などで、ミャンマーに対する人道支援、
難民に対する支援、軍評議会の戦争犯罪に
関して法による裁きを受けさせることなど
について協議したとみられる。

ヤンゴン国際空港に 
民間航空機が相次いで着陸
　4月17日からミャンマーにおける国際航
空路線の離発着が解禁され、ヤンゴン国際
空港にも国際線の民間航空機が相次いで到
着している。国営新聞Myanma Alinnが4
月20日に伝えた。
　ヤンゴン国際空港を運営しているヤンゴ
ン・エアロドローム・カンパニー（YACL）に
よると、4月17日午前9時にシンガポールか
ら最初の航空機（SQ-761）が到着したのを皮
切りに、タイ、マレーシア、ドバイ、韓国（仁
川）などから航空機が到着。解禁初日の4月
17日には393人、18日に517人が入国して
いるという。
　入国者は、PCR検査後に入国審査を受け
る。税関通過後は、ホテル・観光省が手配
したバスで隔離を行うホテルに向かい、指
定ホテルにおいて1～5日（出発国により異な
る）の待機が求められる。隔離期間が大幅に
短縮された一方、入国者に対して国営保険
への加入を義務づけるなど新たな要件も加
わった。

［4月19日］
スー・チー氏が国民に
団結を呼びかけ
　軍評議会により軟禁されているアウン・
サン・スー・チー国家顧問が4月18日、国
民に団結を呼びかけた。Radio Free Asiaが
4月18日に伝えた。
　スー・チー氏はこの日行われた公判で「国
民は団結し、話し合いにより問題を解決し
てほしい」と発言したという。裁判所に近
しい人物は「これは国民統一政府（NUG）に
向けた発言ではなく、国民が軍評議会と協
議をしてほしいという意味でもない。国民

最新情報はMYANMARJAPONのウェブサイトにて随時更新中　https://myanmarjapon.com

同士の話し合いにより問題を解決してほし
いという意味だ」とコメントした。

［4月18日］
水かけ祭りの4日間に 
爆発25回、ヤンゴン市内
　警備が強化されていたヤンゴン市内で、
水かけ祭りの4日間に25回の爆発が発生し
た。Radio Free Asia（RFA）が4月16日に伝
えた。
　RFAの独自集計によると、水かけ祭りの
前日に1回、初日に8回、2日目に13回、3
日目に3回の爆発が発生した。発生場所はヤ
ンゴン市内のバズンダウン郡区、北オカラッ
パ郡区、タケタ郡区、バハン郡区など。爆
発はいずれも小規模なもので、死傷者は確
認されていない。
　水かけ祭りの期間中、ヤンゴン管区以外
ではエーヤワディ管区やカチン州でも爆発
が発生している。

今年度のミャンマー輸出、 
155億米ドルと予測
　軍評議会は2022年度（2022年4月～23年
3月）の輸出額について、155億米ドル（およ
そ1兆9,600億円）に達するとの予測を明ら
かにした。DVB Burmese Newsが4月17日
に伝えた。
　軍評議会は、2022年度予算法と2022年
度税法、2022年度国家計画法を3月下旬に
相次いで制定したことを発表していたが、
詳細が明らかになったのはこれが初めて。
　ミャンマーの会計年度は10月1日から翌
年9月30日までだったが、今年度から4月1
日から翌年3月31日までに変更された。移
行期間として設定された2021年10月1日～
22年3月31日の輸出実績は81億米ドル（お
よそ1兆250億円）だった。
　匿名の経済学者は「ミャンマーの主な輸
出品は農産物だが、戦闘地では作付けがで
きず生産量は減少する。また、長時間の停
電や燃料価格の高騰により工業製品の生産
にも影響があるだろう」とコメントし、軍
評議会の予測に懐疑的な見方を示した。

［4月15日］
ミャンマーは世界ワースト3位、 
文学者の表現の自由度
　米国ニューヨークに拠点を置く文学協会・
人権団体のPEN Americaは4月13日、世界
文学者表現の自由度ランキングを発表した。

Radio Free Asiaが4月14日 に 伝 え た も の
で、ミャンマーはワースト3位にランクされ
た。
　発表によると、これまで治安当局により
逮捕された文学者がもっとも多いのは中国
で85人、次いでサウジアラビアの29人、ミャ
ンマーの26人となっている。
　同団体によると、2021年2月1日のクー
デター以降、ミャンマーの表現の自由度は
急激に低下しているという。

［4月14日］
ミャンマー出稼ぎ労働者が苦境、
ワ州自治区のコロナ対策強化で
　ミャンマー政府の統治が及ばず中国と国
境を接するシャン州東部ワ州自治区で新型
コロナウイルスの対策が強化されたため、ミャ
ンマー本土からの出稼ぎ労働者が苦境に立
たされていることが明らかになった。Radio 
Free Asiaが4月13日に伝えた。
　調べによると、ワ州のパンサン市内、マ
インリン県、マインパウ県などではロック
ダウンが実施されており、必要な書類を所
持せずに外出した場合は厳しく処罰されて
いるという。SNS上には、ロックダウンの規
則に違反したミャンマー人労働者がワ州連
合軍（UWSA）の兵士から暴行を受けている
動画が拡散している。

ミャンマー籾米の 
価格が上昇、需要増で
　国内外の需要増加に伴い、籾米の買い取り
価格が上昇している。DVB Burmese News
が4月13日に伝えた。
　調べによると、政府系の農業団体が設定
している籾米の最低買い取り価格は100バ
ス ケ ッ ト（1バ ス ケ ッ ト ≒21kg）あ た り
540,000Ks（およそ36,500円）だが、エーヤ
ワディ管区内における籾の買い取り相場は
800,000～1,100,000Ks（ お よ そ54,200～
74,500円）に上昇している。
　上昇の原因として、ドル高チャット安に
よる輸入肥料の価格上昇、国内外の米需要
増、米価の国際価格上昇、ミャンマー国内
の内戦による作付面積の減少などがあげら
れる。

［4月8日］
軍評議会、輸入タバコや 
アルコールを大幅増税
　軍評議会は税法を改正し、輸入タバコや

アルコール、ビール等に対し最大80％まで
増税されることが明らかになった。DVB 
Burmese Newsが4月7日に伝えた。
　2022年3月30日に改正された新税法によ
ると、タバコは銘柄により60～80％、ビー
ルは60％、その他アルコールは1リットル
あたり15,401Ks（およそ1,027円）を超える
場合は60％が課税されるという。
　民主派の連邦議会代表委員会（CRPH）によ
ると、2020年度の税収は8兆6,000億Ks（お
よそ5,740億円）。国民に対して徴収された
税金が国軍側に渡らないよう行動する事を
促している。

［4月7日］
4歳の園児が逮捕される、 
ヤンゴン市内
　ヤンゴン市内で4歳の幼稚園児が軍評議会 
警察隊により逮捕され、刑務所に拘束され
ていることが明らかになった。Radio Free 
Asiaが4月6日に伝えた。
　目撃者によると、アローン郡区セットゥ
イン通りに位置する民間幼稚園で4月5日午
後3時ごろ、20人ほどの警察官が押しかけ、
園児と教員をひざまずかせたうえ、銃を突
きつけ脅したという。警察隊は、両親が人
民防衛隊（PDF）に関与しているとして園児
を拘束し刑務所に移送した。園児は祖父母
と暮らしていたという。
　目撃者は「4歳の園児を人質にするとは人
間がすることではない。軍評議会を早く壊
滅させたいが、何もできないのが歯がゆい」
と怒りをあらわにした。

［4月6日］
ミャンマービールの
販売額が激減
　国軍系企業が製造している「ミャンマー
ビール」の販売が、国民のボイコットなど
により激減している。Radio Free Asiaが4
月5日に伝えた。
　ミャンマービールを販売するミャンマー
ブルワリーによると、2020年に1,100万米
ドル（およそ13億6,000万円）だった販売額
が、2021年末には540万米ドル（およそ6億
7,000万円）に減少したという。
　昨年2月のクーデター以降、同社製品は国
民統一政府（NUG）の不買リストにも入り、
ヤンゴンでは多くの店舗が取り扱いを中止
している。一方、国軍に対する抗議活動が
比較的少ないネピドーやラカイン州におい
ては販売が継続されているという。

クーデター、コロナ
関連ニュースまとめ

▲世界的な原油価格の高騰はミャンマーにも大打撃を与えている

泥沼化の様相を呈するウクライナ情勢に世界の注目が集まるなか、同じく泥沼化し
ているミャンマー情勢に対する注目度が低下している。ミャンマー市民の叫びが世
界に届くことを願うばかりだ。4月22日までの主なニュースをピックアップする。
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［4月22日］
外貨の強制両替について言及、
軍評議会 投資・対外経済関連相
　軍評議会 投資・対外経済関係省のアウン・
ナイン・ウー大臣は4月21日、外国メディ
ア向けに記者会見を行いミャンマー経済に
関する質問に回答した。国営新聞Myanma 
Alinnが伝えた。
　回答の要旨は以下のとおり。
・ミャンマー中央銀行が通達した外貨の強制
両替に関し、外国企業が関心を持っている
ことは承知しているので、後日詳しく回答
する。
・新型コロナウイルスの影響で経済が停滞し
ていたが、感染状況は収束しており今後経
済が上向く兆候がある。
・停電が発生しないよう十分な電力の供給に
注力している。進行中の発電所建設プロジェ
クトを前倒して進めるとともに、新たなプ
ロジェクトへの投資を呼びかけている。
・経済制裁を受け困難な状況にあるが、これ
を乗り越え2023年に必ず総選挙を実施する。

ガソリンの安定供給に 
向け調整会議、カチン州
　カチン州でガソリンスタンドに市民が押
し寄せている問題に関し、関係者による調
整会議が開催された。国営新聞Myanma 
Alinnが4月22日に伝えた。
　カチン州政府・資源担当のティン・サウ
ン大臣は4月20日、ミャンマー石油化学製
品公社の担当者、ガソリンスタンドの経営
者などと協議を行い、定められた価格帯で
安定供給を行うよう指示した。
　ガソリンスタンドの経営者からは、今後
のガソリン供給の見込みや直面している問
題などについて質問があり、関係省庁の担
当者が回答した。

NUGの支援で48の学校が 
再開、マグェー管区
　マグェー管区ミャイン郡で、国民統一政
府（NUG）の支援により48の学校が再開され
た。DVB Burmese Newsが4月20日に伝え
た。
　調べによると、ミャイン郡教育委員会は
2021年10月20日に設立され、軍評議会に
よる教育システムが再編される以前より活
動を開始した。学校の再開により、233人の

教師と630人のボランティア教師が学校運
営を支え、7,400人以上の生徒が学校に戻っ
ているという。
　軍評議会に対する市民不服従運動（CDM）
に参加していた教師は「ホワイトボードや
ペンなど多くの物資が不足しており困難も
多い」とコメントした。
　2020年は新型コロナウイルスの感染拡大
により学校は閉鎖され、昨年2月のクーデター
以降も教育現場では混乱が続いている。

［4月21日］
ミャンマー中銀の通達も 
金価格が上昇、現地通貨安で
　ミャンマー中央銀行による強制両替の通
達にも関わらず、国内の金価格が上昇して
いる。DVB Burmese Newsが4月20日に伝
えた。
　ミャンマー金業協会（ヤンゴン管区）の発
表によると、1ビス（約16.5g）あたりの金相
場 は 通 達 以 前 は2,040,000K s（ お よ そ
141,000円）で、4月20日は2,078,050Ks（お
よそ143,600円）だった。水かけ祭り後に金
価格が下がると予想されていたが、実際に
は値上がりしたという。
　金業経営者は「実勢レートが1米ドル＝
2,000Ksを超えているため、ミャンマー中央
銀行のレートに影響されて金相場が単純に
下がることはない」とコメントした。

［4月20日］
国民統一政府（NUG）閣僚らが 
米国を訪問、要人と面会
　民主化勢力により樹立した国民統一政府

（NUG）の閣僚らが米国を訪問し、政府要人
と面会したことが明らかになった。Radio 
Free Asiaが4月19日に伝えた。
　発表によると、NUG人権問題担当のアウ
ン・ミョー・ミン大臣と外務省のモー・ゾー・
ウー副大臣などが4月3日から17日までの2

週間にわたり米国を訪問し、政府高官と協
議を行ったという。
　面会相手は、米国国務省顧問のデレク・
チョレット氏、国務省次官補代行（民主主義・
人権・労働担当）のリサ・ピーターソン氏、
LGBT担当のジェシカ・スターン特使、米国
国連大使のリンダ・トマスグリーンフィー
ルド氏などで、ミャンマーに対する人道支援、
難民に対する支援、軍評議会の戦争犯罪に
関して法による裁きを受けさせることなど
について協議したとみられる。

ヤンゴン国際空港に 
民間航空機が相次いで着陸
　4月17日からミャンマーにおける国際航
空路線の離発着が解禁され、ヤンゴン国際
空港にも国際線の民間航空機が相次いで到
着している。国営新聞Myanma Alinnが4
月20日に伝えた。
　ヤンゴン国際空港を運営しているヤンゴ
ン・エアロドローム・カンパニー（YACL）に
よると、4月17日午前9時にシンガポールか
ら最初の航空機（SQ-761）が到着したのを皮
切りに、タイ、マレーシア、ドバイ、韓国（仁
川）などから航空機が到着。解禁初日の4月
17日には393人、18日に517人が入国して
いるという。
　入国者は、PCR検査後に入国審査を受け
る。税関通過後は、ホテル・観光省が手配
したバスで隔離を行うホテルに向かい、指
定ホテルにおいて1～5日（出発国により異な
る）の待機が求められる。隔離期間が大幅に
短縮された一方、入国者に対して国営保険
への加入を義務づけるなど新たな要件も加
わった。

［4月19日］
スー・チー氏が国民に
団結を呼びかけ
　軍評議会により軟禁されているアウン・
サン・スー・チー国家顧問が4月18日、国
民に団結を呼びかけた。Radio Free Asiaが
4月18日に伝えた。
　スー・チー氏はこの日行われた公判で「国
民は団結し、話し合いにより問題を解決し
てほしい」と発言したという。裁判所に近
しい人物は「これは国民統一政府（NUG）に
向けた発言ではなく、国民が軍評議会と協
議をしてほしいという意味でもない。国民
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同士の話し合いにより問題を解決してほし
いという意味だ」とコメントした。

［4月18日］
水かけ祭りの4日間に 
爆発25回、ヤンゴン市内
　警備が強化されていたヤンゴン市内で、
水かけ祭りの4日間に25回の爆発が発生し
た。Radio Free Asia（RFA）が4月16日に伝
えた。
　RFAの独自集計によると、水かけ祭りの
前日に1回、初日に8回、2日目に13回、3
日目に3回の爆発が発生した。発生場所はヤ
ンゴン市内のバズンダウン郡区、北オカラッ
パ郡区、タケタ郡区、バハン郡区など。爆
発はいずれも小規模なもので、死傷者は確
認されていない。
　水かけ祭りの期間中、ヤンゴン管区以外
ではエーヤワディ管区やカチン州でも爆発
が発生している。

今年度のミャンマー輸出、 
155億米ドルと予測
　軍評議会は2022年度（2022年4月～23年
3月）の輸出額について、155億米ドル（およ
そ1兆9,600億円）に達するとの予測を明ら
かにした。DVB Burmese Newsが4月17日
に伝えた。
　軍評議会は、2022年度予算法と2022年
度税法、2022年度国家計画法を3月下旬に
相次いで制定したことを発表していたが、
詳細が明らかになったのはこれが初めて。
　ミャンマーの会計年度は10月1日から翌
年9月30日までだったが、今年度から4月1
日から翌年3月31日までに変更された。移
行期間として設定された2021年10月1日～
22年3月31日の輸出実績は81億米ドル（お
よそ1兆250億円）だった。
　匿名の経済学者は「ミャンマーの主な輸
出品は農産物だが、戦闘地では作付けがで
きず生産量は減少する。また、長時間の停
電や燃料価格の高騰により工業製品の生産
にも影響があるだろう」とコメントし、軍
評議会の予測に懐疑的な見方を示した。

［4月15日］
ミャンマーは世界ワースト3位、 
文学者の表現の自由度
　米国ニューヨークに拠点を置く文学協会・
人権団体のPEN Americaは4月13日、世界
文学者表現の自由度ランキングを発表した。

Radio Free Asiaが4月14日 に 伝 え た も の
で、ミャンマーはワースト3位にランクされ
た。
　発表によると、これまで治安当局により
逮捕された文学者がもっとも多いのは中国
で85人、次いでサウジアラビアの29人、ミャ
ンマーの26人となっている。
　同団体によると、2021年2月1日のクー
デター以降、ミャンマーの表現の自由度は
急激に低下しているという。

［4月14日］
ミャンマー出稼ぎ労働者が苦境、
ワ州自治区のコロナ対策強化で
　ミャンマー政府の統治が及ばず中国と国
境を接するシャン州東部ワ州自治区で新型
コロナウイルスの対策が強化されたため、ミャ
ンマー本土からの出稼ぎ労働者が苦境に立
たされていることが明らかになった。Radio 
Free Asiaが4月13日に伝えた。
　調べによると、ワ州のパンサン市内、マ
インリン県、マインパウ県などではロック
ダウンが実施されており、必要な書類を所
持せずに外出した場合は厳しく処罰されて
いるという。SNS上には、ロックダウンの規
則に違反したミャンマー人労働者がワ州連
合軍（UWSA）の兵士から暴行を受けている
動画が拡散している。

ミャンマー籾米の 
価格が上昇、需要増で
　国内外の需要増加に伴い、籾米の買い取り
価格が上昇している。DVB Burmese News
が4月13日に伝えた。
　調べによると、政府系の農業団体が設定
している籾米の最低買い取り価格は100バ
ス ケ ッ ト（1バ ス ケ ッ ト ≒21kg）あ た り
540,000Ks（およそ36,500円）だが、エーヤ
ワディ管区内における籾の買い取り相場は
800,000～1,100,000Ks（ お よ そ54,200～
74,500円）に上昇している。
　上昇の原因として、ドル高チャット安に
よる輸入肥料の価格上昇、国内外の米需要
増、米価の国際価格上昇、ミャンマー国内
の内戦による作付面積の減少などがあげら
れる。

［4月8日］
軍評議会、輸入タバコや 
アルコールを大幅増税
　軍評議会は税法を改正し、輸入タバコや

アルコール、ビール等に対し最大80％まで
増税されることが明らかになった。DVB 
Burmese Newsが4月7日に伝えた。
　2022年3月30日に改正された新税法によ
ると、タバコは銘柄により60～80％、ビー
ルは60％、その他アルコールは1リットル
あたり15,401Ks（およそ1,027円）を超える
場合は60％が課税されるという。
　民主派の連邦議会代表委員会（CRPH）によ
ると、2020年度の税収は8兆6,000億Ks（お
よそ5,740億円）。国民に対して徴収された
税金が国軍側に渡らないよう行動する事を
促している。

［4月7日］
4歳の園児が逮捕される、 
ヤンゴン市内
　ヤンゴン市内で4歳の幼稚園児が軍評議会 
警察隊により逮捕され、刑務所に拘束され
ていることが明らかになった。Radio Free 
Asiaが4月6日に伝えた。
　目撃者によると、アローン郡区セットゥ
イン通りに位置する民間幼稚園で4月5日午
後3時ごろ、20人ほどの警察官が押しかけ、
園児と教員をひざまずかせたうえ、銃を突
きつけ脅したという。警察隊は、両親が人
民防衛隊（PDF）に関与しているとして園児
を拘束し刑務所に移送した。園児は祖父母
と暮らしていたという。
　目撃者は「4歳の園児を人質にするとは人
間がすることではない。軍評議会を早く壊
滅させたいが、何もできないのが歯がゆい」
と怒りをあらわにした。

［4月6日］
ミャンマービールの
販売額が激減
　国軍系企業が製造している「ミャンマー
ビール」の販売が、国民のボイコットなど
により激減している。Radio Free Asiaが4
月5日に伝えた。
　ミャンマービールを販売するミャンマー
ブルワリーによると、2020年に1,100万米
ドル（およそ13億6,000万円）だった販売額
が、2021年末には540万米ドル（およそ6億
7,000万円）に減少したという。
　昨年2月のクーデター以降、同社製品は国
民統一政府（NUG）の不買リストにも入り、
ヤンゴンでは多くの店舗が取り扱いを中止
している。一方、国軍に対する抗議活動が
比較的少ないネピドーやラカイン州におい
ては販売が継続されているという。

クーデター、コロナ
関連ニュースまとめ

▲世界的な原油価格の高騰はミャンマーにも大打撃を与えている

泥沼化の様相を呈するウクライナ情勢に世界の注目が集まるなか、同じく泥沼化し
ているミャンマー情勢に対する注目度が低下している。ミャンマー市民の叫びが世
界に届くことを願うばかりだ。4月22日までの主なニュースをピックアップする。



国 業種 事業概要 投資メリット 資金用途・案件背景 売上 
(USD M)

ミャンマー Financials
中小企業を顧客とする、ミャンマーのリース
会社。オフィスはヤンゴン、マンダレー、その
他の地方にある

ミャンマー国内で競合他社が少
ない

設備投資、運転資金、リース用設
備の購入 TBD

タイ Construction
不動産管理に特化したB2Bコンサルティング
企業。建設前の段階から建設後まで、エンド
ツーエンドでサービスを提供している

2015年の設立以来、大手企業を
中心に150件以上のプロジェクト
を遂行してきた。新型コロナ前の
EBITDAはUSD1M

負債の返済、事業拡大 3.2

タイ Education
世界水準の教育とスポーツトレーニング施設
を備えた、スポーツアカデミーの建設プロジェ
クト

英国の優秀な学校やプレミアシッ
プ・フットボールクラブとのパー
トナーシップ

土地を購入し、校舎を建設する N/A

タイ Education
バンコクで25年の歴史を持つインターナショ
ナル幼稚園。140人以上の生徒が在籍してお
り、小学校の設立に向けて拡張中

フランス語とドイツ語のバイリ
ンガルクラスを提供する数少な
い幼稚園の一つ。今後は小学校で
言語の選択肢を増やす予定

新校舎の建設、学校備品の購入 TBD

タイ Leisure パンガーベイの海岸沿いに位置する、90室の
4つ星リゾート 

プーケット国際空港から車で北
へ1時間のところに位置し、ビー
チまではたった数歩

オーナーは複数の物件を所有し
ており、他の物件に集中するため
本物件の売却を希望

TBD

タイ Logistics コンテナや普通貨物の内陸輸送、プロジェク
ト貨物の取り扱いなどを行う物流会社 

24時間あらゆる種類の貨物を目
的地まで内陸輸送するサービス
を提供

倉庫用地の購入 2.8

タイ Logistics 自社ブランドのラッシングとリフティング資
材を持ち、重量貨物を扱う物流会社

経験豊富なチームが、リーズナブ
ルな価格でソリューションを提
供

倉庫用地の購入 0.8

タイ Real estate

コンドミニアム、ショップ、ショッピングモー
ルを含むノンタブリのグリーン不動産プロジェ
クト。プロジェクトのオーナーは、すでに土
地を購入し、基礎構造と景観を整えている

コロナ禍により商業施設を魅力
的な価格で購入出来るチャンス 施設建設 N/A

タイ Real estate

ホテル、ショップ、レストラン、オフィス、住
宅などで構成されるバンコクの大型不動産開
発において、資産価値向上のためのリノベー
ションのための資金調達を行っている

1年目から10年目までの売上は年
間USD12M以上を見込んでいる 施設・設備の改修 N/A

ベトナム Education ベトナムで6つのプリスクールを運営し、400
人以上の生徒を抱える教育機関

7～9ヵ月でプリスクールが満員
になる急成長を見せている 他事業に集中するため 0.8

ベトナム Financials

ベトナムの中小企業向けの決済・サービスプ
ラットフォーム。国内外のカード決済やQR
決済など、あらゆる種類の決済に対応してい
る

7万台以上の POS 端末を導入済
みで、2022年に IPO を予定して
いる

研究開発、人材、オペレーション、
新たな顧客の獲得 31.4

ベトナム Financials
ベトナムの大手損害保険会社の一つ。個人・
法人の顧客に健康保険・傷害保険・自動車保険
を中心とした幅広い保険商品を提供している

ベトナムの全都市・全省をカバー
する広範なネットワークを持つ

成長を加速させ、業界のリーダー
になるための戦略的パートナー
を探している

TBD

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Manufacturing)

パン・製菓材料のメーカー。ケーキやクッキー
のフィリング、トッピングクリーム、シロッ
プなどを製造している

顧客のニーズに合わせて多様な
製品を生み出すことができる最
新の生産ラインを導入

顧客基盤の拡大と機能追加によ
るビジネスの拡大 5.6

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Manufacturing)

中部ベトナムに所在する水産加工会社で、主
にキハダマグロの輸出を行っている

希少なロブスター養殖市場にお
ける現地の高い潜在需要の取り
込み

2022年にJVにてロブスター稚エ
ビの生産事業への参入を計画 8.4

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Trading)

食品原料（乳製品、穀物製品、油脂、調味料）、
食品添加物（香料、着色料）、食品機械・器具の
卸売業者

製品はベトナム全土のスーパー、
パン屋、製菓会社などに広く流通
している

顧客基盤の拡大と機能追加によ
るビジネスの拡大 22.0

ベトナム Real estate 主に日本のテナントが占める、ハノイの15階
建てオフィスビル

高い基準で建設されたモダンな
ビルで、ビジネスのために最適な
作業スペースを提供している

不動産開発プロジェクトに注力
するため、本ビルの売却を希望 TBD

インド Apparel 国内で35店舗以上を展開するマルチブランド
のファッションチェーン店

1,000以上のブランドから10万以
上のSKUを販売

2025年までに Chhattisgarh 州の
全27地区へ事業を拡大する 59.0

国 業種 事業概要 投資メリット 資金用途・案件背景 売上 
(USD M)

インド Automotive 
(Manufacturing)

スイッチ、センサー、コンデンサー、リバース
カメラ、スピードセンサー、リレーなどの各
種自動車部品の製造会社

自動車メーカーにカスタマイズ
された製品を提供するティア1サ
プライヤー

製品ポートフォリオの拡大 7.0

インド
Consumer 
Products 
(Manufacturing)

生理用ナプキンや赤ちゃん用おむつを製造す
るパーソナルケア・衛生市場の急成長企業

わずか3年で2つのブランドを立
ち上げ、4万5千店舗以上で販売し
ている

製品ポートフォリオの拡大、新地
域への進出、マーケティング 10.0

インド Engineering 創業45年のケーブル、ワイヤー、扇風機のメー
カー

製品は国内の1万店以上の小売店
で販売されている 成長を加速させるため 23.0

インド Engineering
AISC規格に準拠したスチールディテーリン
グサービスを提供し、ファブリケーションや
架設図面に強みを持つ企業

20年間で3,000件以上のプロジェ
クトを遂行してきた 後継者不足による事業売却 5.0

インド Leisure 有機大豆種子や大豆レシチンなど、大豆由来
の製品を製造する大手動物飼料メーカー 

欧米諸国への販売ネットワーク
の強固さ

成長を加速させるため、戦略投資
家を探している 23.4

インド Financials
充実した商品ラインナップを持ち、アプリを
使って簡単にアクセスできる投資信託のプラッ
トフォーム

2027年までに売上 USD100M 以
上、投資家数2千万人以上を目標
とした大きな成長機会

既存商品・サービスの成長とア
セット・マネジメント・カンパニー

（AMC）業務の立ち上げ
TBD

インド Healthcare
ダイアライザー、血液チューブセット、AVF
ニードル、カテーテルなどの一気通貫の腎不
全治療用消耗品の製造・販売会社

インド国内で3,000以上の透析セ
ンターで製品が使用され、海外市
場への拡大に向けた取り組みも
行っている

売上とグローバル展開を拡大し、
2026年までに EBITDA マージン
を26%に高めるため

8.9

MJIホールディングス株式会社 
東京都中央区日本橋3-2-14新槇町ビル別館第一1F　Tel : 03-5698-2165（日本）　Email : info@myanmarjapon.com

お問い
合わせ

ミャンマー・タイ・ベトナム・インドM&A情報

M&Aの進め方
売主からの情報提供の後、貴社にてM&A検討開始
◉初期的Q&Aリクエスト　◉事業環境分析
◉対象会社の強み・弱みの把握　◉買収後のシナジー構想・事業計画策定

貴社・売主間で以下の初期条件について合意ができた場合、書面で意向表明書
（LOI）を締結
◉買収（出資）価格　◉出資スキーム　◉期間　◉独占交渉権
◉デューデリジェンス（DD）手順　◉法的拘束/非拘束項目

対象会社情報を分析、企業価値算出、買収後の事業計画構築
◉法務・財務・税務・事業関連情報リクエスト
◉経営陣・キーマンへのインタビュー/Q&A
◉現地視察　◉事業計画策定　◉バリュエーション

DDを踏まえた最終契約条件の設定
◉買収・出資金額　◉表明保証条項　◉先行条件

取引に係る前提条件の確定/法的手続きが完了後、出資金額払込および株式譲
渡を実行

新型コロナウイルスの感染拡大などが原因で、世界におけるビジネス環境は一変した。やむなく事業を手放したい
という企業家も少なくない。本コーナーでは、ミャンマー・タイ・ベトナム・インドの優良M＆A案件を紹介する。
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国 業種 事業概要 投資メリット 資金用途・案件背景 売上 
(USD M)

ミャンマー Financials
中小企業を顧客とする、ミャンマーのリース
会社。オフィスはヤンゴン、マンダレー、その
他の地方にある

ミャンマー国内で競合他社が少
ない

設備投資、運転資金、リース用設
備の購入 TBD

タイ Construction
不動産管理に特化したB2Bコンサルティング
企業。建設前の段階から建設後まで、エンド
ツーエンドでサービスを提供している

2015年の設立以来、大手企業を
中心に150件以上のプロジェクト
を遂行してきた。新型コロナ前の
EBITDAはUSD1M

負債の返済、事業拡大 3.2

タイ Education
世界水準の教育とスポーツトレーニング施設
を備えた、スポーツアカデミーの建設プロジェ
クト

英国の優秀な学校やプレミアシッ
プ・フットボールクラブとのパー
トナーシップ

土地を購入し、校舎を建設する N/A

タイ Education
バンコクで25年の歴史を持つインターナショ
ナル幼稚園。140人以上の生徒が在籍してお
り、小学校の設立に向けて拡張中

フランス語とドイツ語のバイリ
ンガルクラスを提供する数少な
い幼稚園の一つ。今後は小学校で
言語の選択肢を増やす予定

新校舎の建設、学校備品の購入 TBD

タイ Leisure パンガーベイの海岸沿いに位置する、90室の
4つ星リゾート 

プーケット国際空港から車で北
へ1時間のところに位置し、ビー
チまではたった数歩

オーナーは複数の物件を所有し
ており、他の物件に集中するため
本物件の売却を希望

TBD

タイ Logistics コンテナや普通貨物の内陸輸送、プロジェク
ト貨物の取り扱いなどを行う物流会社 

24時間あらゆる種類の貨物を目
的地まで内陸輸送するサービス
を提供

倉庫用地の購入 2.8

タイ Logistics 自社ブランドのラッシングとリフティング資
材を持ち、重量貨物を扱う物流会社

経験豊富なチームが、リーズナブ
ルな価格でソリューションを提
供

倉庫用地の購入 0.8

タイ Real estate

コンドミニアム、ショップ、ショッピングモー
ルを含むノンタブリのグリーン不動産プロジェ
クト。プロジェクトのオーナーは、すでに土
地を購入し、基礎構造と景観を整えている

コロナ禍により商業施設を魅力
的な価格で購入出来るチャンス 施設建設 N/A

タイ Real estate

ホテル、ショップ、レストラン、オフィス、住
宅などで構成されるバンコクの大型不動産開
発において、資産価値向上のためのリノベー
ションのための資金調達を行っている

1年目から10年目までの売上は年
間USD12M以上を見込んでいる 施設・設備の改修 N/A

ベトナム Education ベトナムで6つのプリスクールを運営し、400
人以上の生徒を抱える教育機関

7～9ヵ月でプリスクールが満員
になる急成長を見せている 他事業に集中するため 0.8

ベトナム Financials

ベトナムの中小企業向けの決済・サービスプ
ラットフォーム。国内外のカード決済やQR
決済など、あらゆる種類の決済に対応してい
る

7万台以上の POS 端末を導入済
みで、2022年に IPO を予定して
いる

研究開発、人材、オペレーション、
新たな顧客の獲得 31.4

ベトナム Financials
ベトナムの大手損害保険会社の一つ。個人・
法人の顧客に健康保険・傷害保険・自動車保険
を中心とした幅広い保険商品を提供している

ベトナムの全都市・全省をカバー
する広範なネットワークを持つ

成長を加速させ、業界のリーダー
になるための戦略的パートナー
を探している

TBD

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Manufacturing)

パン・製菓材料のメーカー。ケーキやクッキー
のフィリング、トッピングクリーム、シロッ
プなどを製造している

顧客のニーズに合わせて多様な
製品を生み出すことができる最
新の生産ラインを導入

顧客基盤の拡大と機能追加によ
るビジネスの拡大 5.6

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Manufacturing)

中部ベトナムに所在する水産加工会社で、主
にキハダマグロの輸出を行っている

希少なロブスター養殖市場にお
ける現地の高い潜在需要の取り
込み

2022年にJVにてロブスター稚エ
ビの生産事業への参入を計画 8.4

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Trading)

食品原料（乳製品、穀物製品、油脂、調味料）、
食品添加物（香料、着色料）、食品機械・器具の
卸売業者

製品はベトナム全土のスーパー、
パン屋、製菓会社などに広く流通
している

顧客基盤の拡大と機能追加によ
るビジネスの拡大 22.0

ベトナム Real estate 主に日本のテナントが占める、ハノイの15階
建てオフィスビル

高い基準で建設されたモダンな
ビルで、ビジネスのために最適な
作業スペースを提供している

不動産開発プロジェクトに注力
するため、本ビルの売却を希望 TBD

インド Apparel 国内で35店舗以上を展開するマルチブランド
のファッションチェーン店

1,000以上のブランドから10万以
上のSKUを販売

2025年までに Chhattisgarh 州の
全27地区へ事業を拡大する 59.0

国 業種 事業概要 投資メリット 資金用途・案件背景 売上 
(USD M)

インド Automotive 
(Manufacturing)

スイッチ、センサー、コンデンサー、リバース
カメラ、スピードセンサー、リレーなどの各
種自動車部品の製造会社

自動車メーカーにカスタマイズ
された製品を提供するティア1サ
プライヤー

製品ポートフォリオの拡大 7.0

インド
Consumer 
Products 
(Manufacturing)

生理用ナプキンや赤ちゃん用おむつを製造す
るパーソナルケア・衛生市場の急成長企業

わずか3年で2つのブランドを立
ち上げ、4万5千店舗以上で販売し
ている

製品ポートフォリオの拡大、新地
域への進出、マーケティング 10.0

インド Engineering 創業45年のケーブル、ワイヤー、扇風機のメー
カー

製品は国内の1万店以上の小売店
で販売されている 成長を加速させるため 23.0

インド Engineering
AISC規格に準拠したスチールディテーリン
グサービスを提供し、ファブリケーションや
架設図面に強みを持つ企業

20年間で3,000件以上のプロジェ
クトを遂行してきた 後継者不足による事業売却 5.0

インド Leisure 有機大豆種子や大豆レシチンなど、大豆由来
の製品を製造する大手動物飼料メーカー 

欧米諸国への販売ネットワーク
の強固さ

成長を加速させるため、戦略投資
家を探している 23.4

インド Financials
充実した商品ラインナップを持ち、アプリを
使って簡単にアクセスできる投資信託のプラッ
トフォーム

2027年までに売上 USD100M 以
上、投資家数2千万人以上を目標
とした大きな成長機会

既存商品・サービスの成長とア
セット・マネジメント・カンパニー

（AMC）業務の立ち上げ
TBD

インド Healthcare
ダイアライザー、血液チューブセット、AVF
ニードル、カテーテルなどの一気通貫の腎不
全治療用消耗品の製造・販売会社

インド国内で3,000以上の透析セ
ンターで製品が使用され、海外市
場への拡大に向けた取り組みも
行っている

売上とグローバル展開を拡大し、
2026年までに EBITDA マージン
を26%に高めるため

8.9

MJIホールディングス株式会社 
東京都中央区日本橋3-2-14新槇町ビル別館第一1F　Tel : 03-5698-2165（日本）　Email : info@myanmarjapon.com

お問い
合わせ

ミャンマー・タイ・ベトナム・インドM&A情報

M&Aの進め方
売主からの情報提供の後、貴社にてM&A検討開始
◉初期的Q&Aリクエスト　◉事業環境分析
◉対象会社の強み・弱みの把握　◉買収後のシナジー構想・事業計画策定

貴社・売主間で以下の初期条件について合意ができた場合、書面で意向表明書
（LOI）を締結
◉買収（出資）価格　◉出資スキーム　◉期間　◉独占交渉権
◉デューデリジェンス（DD）手順　◉法的拘束/非拘束項目

対象会社情報を分析、企業価値算出、買収後の事業計画構築
◉法務・財務・税務・事業関連情報リクエスト
◉経営陣・キーマンへのインタビュー/Q&A
◉現地視察　◉事業計画策定　◉バリュエーション

DDを踏まえた最終契約条件の設定
◉買収・出資金額　◉表明保証条項　◉先行条件

取引に係る前提条件の確定/法的手続きが完了後、出資金額払込および株式譲
渡を実行

新型コロナウイルスの感染拡大などが原因で、世界におけるビジネス環境は一変した。やむなく事業を手放したい
という企業家も少なくない。本コーナーでは、ミャンマー・タイ・ベトナム・インドの優良M＆A案件を紹介する。
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人影がないヤンゴン
　4月16日はミャンマーのお正月で
した。今年は3年ぶりに水かけ祭り
の舞台が道路わきに設置されていま
す。私はこの正月休み中、日本の
「ミャンマー祭り」の講演会に
ZOOM参加するためにヤンゴンに
短期間滞在しました。
　ところが街中には人影がない、タ
クシーも拾えない。こんなに人がい
ないヤンゴンは初めて経験しまし
た。お正月、ミャンマーの皆さんは
家族で過ごす貴重な時間だと思いま
すが、どんな想いでこのお正月を過
ごしているのだろうか？　ミャン
マーの一般市民の気持ちが現れたお
正月なのかもしれないと感じていま
す。

涙が止まらない

　私が滞在したヤンゴンのホテルで
は宿泊客限定のイベントを開催、ホ
テル側もかなりの決断だったと感じ
ます。集客ができないけれど舞台設
置などの費用は相当かかるからです。

　私もその一つに
参加してみまし
た。あるバンドで
“Take I t Easy”
という曲が歌われ
たのですが、バン
ドのメンバーはど
んな気持ちでこの
曲を選んだのか考
えると、私は涙を
止めることができ
ませんでした。様々な曲が披露され
る中、長渕剛の“乾杯”をリクエス
トしましたが、ミャンマーではとて
も人気のある日本の歌の１つです。
歌詞の内容は挑戦している友人が挫
けそうになったときに勇気づける歌
です。私自身もこの歌に勇気つけら
れた経験があります。

ついに野菜泥棒が

　このお正月の期間中、村レベルで
は野菜畑にまで泥棒が入り、収穫間
近の野菜が盗まれるという事件が相
次ぎました。同じ村の中で生じる泥
棒騒ぎは今までの関係性も壊してい
くかもしれません。それだけ、経済
状況が厳しいという現実を受け止め

る必要があります。
ミャンマーでは、今までタクシーに
高額な携帯電話を置き忘れても、な
ぜか手元に戻ってくるということが
起こるほど正直な国民性でした。
　しかし、こんな過酷な環境の中で
も状況を打開することができる！と
いう一本の白い道が必ずあると信
じ、村の住民に寄り添いメンバーと
供に考え解決策を見つけ進めていき
ます。
　今回の政情の激変で感じたのは、
人間は創ることもできるし、壊すこ
ともできる。だからこそ、切実にミャ
ンマーの未来を創るサポートを継続
していく重要性を感じています。
　MFCGは前に進みます。引き続き
どうぞよろしくお願い申し上げます。

名知仁子（なち さとこ）

2022年4月のお正月＠ヤンゴン第２回 ・

1963年生まれ。88年獨協医科大学を卒業後、日本医科大学付属
病院第一内科医局入局。2002年、国境なき医師団に入団し、同年
タイ・メーソートの難民キャンプ、04年からはミャンマー・ラカイン
州で医療支援に携わる。また、03年には外務省のODA 団体、ジャ
パン・プラットフォームの要請で、イラク戦争で難民となったクルド人
の医療支援に参加。08年には、サイクロンで被災したミャンマーの
デルタ地域で緊急医療援助に参加する。同年、任意団体ミャンマー
クリニック菜園開設基金を設立し、12年6月にNPO法人ミャンマー　
ファミリー・クリニックと菜園の会（現MFCG）設立し、現職。

ミャンマー　ファミリー・クリニックと菜園の会　https://mfcg.or.jp/

May  202218
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Myanmar International
School In Yangon
Myanmar International
School In Yangon

Yangon International School

国立博物館

薬局

ピーターヤーラン
ျပည္သာယာလမ္း

The State Pariyatti
Sasana University

Yangon

ウー
イェカー

ランဦးေရခါးလမ္း

ブタヨンラン

Railway
Soccer
Ground

Insein Park

Nant Thar Myaing

警察 American Club

Yangon Convention Centre

ボジョー・
アウンサン
博物館

ヤンゴン川Yangon River

パンライン川
Pun Hlaing River

ラ
イ
ン
川

Hlaing River

パズンタウン・クリーク

Pazun Daung Creek

オ
ッ
パ
ズ
ンダウンラン

ေအ
ာ က္ပဇုြန္ေတ

ာင္လမ္း

バ
ホ
ラ
ン

 ဟံသာ၀တီလမ္း

パラミラン ပါရမီလမ္း

タントゥーマラン

(သံသုမာလမး္)

JUNCTION
SQUARE

Gamone Pwint

メイ
ダウ
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(ေမ
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၀ီလ
မ္း)

トゥナンダラン 
 သုနႏၵါလမ္း
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チ
ャ
イ
カ
サ
ン
ラ
ン
 က

်ဳိကၠ
ဆံ

လ
မး္

  ေအ
ာက္

ၾက
ည့္

ျမင္တို
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SENKO SMI

DICA

カンドレ
(ကန္ေတာ္ေလး)
カンドレ
(ကန္ေတာ္ေလး)

チャイナ
タウン
チャイナ
タウン

チャウミャウン
(ေက်ာက္ေျမာင္း)
チャウミャウン
(ေက်ာက္ေျမာင္း)

(ေျမနီကု
န္း)

ミ
ェ
ニ
ゴ
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(ေျမနီကု
န္း)

ミ
ェ
ニ
ゴ
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REAL COMFORT SPAREAL COMFORT SPA

以下のサイトから PDF 版が
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http://myanmarjapon.com

(မစိးုရမ္ိလမ္း)

GTI Insein

AEON Orange
Super Market

AAR
Japan

Ten Mile Hotel

Balance
Fitness (1)

ピィラ

ン
 ျပ

ည္
လ

မ္း

Lan Thit Masterpiece
MC Elevator
OCC

Myanmar Gems Trade Center

Myanmar SBC

警察

The Tokyo
Enterprise

DMS

Ruby Garden Hotel

Times CityTimes City
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タピ
ンシ
ュエ
ティ
ーラ
ン တ

ပင္ေရႊထီးလမ္း
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း
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ဘူတာရုံလမ္း
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မ္း
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နာနတ္ေတာလမ္း
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မ္း
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မ္း

ဆ
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မ္း
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န္လ

မ္း

ဦးဘဟန္လမ္း
ウーバハンラン

バ
ホ
ラ
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ဗဟို
လ

မ္း

バーガヤーラン ဗားဂရာလမ္း

シン
ソー
プー
ラン
 ရွင္

ေစာပုလ
မ္း

マノヘ
リラン

 မေနာ္ဟရီလမ္း

ピーダン
スイエタ

ラン

ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း

タンタ
マンラ

ン

သံတမန္လမ္း

ミンイェキャウスァラン
မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း
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ー
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ン
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န္းလ
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လ
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မ္း
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မ္း
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ပန္းဆို
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န္းလ
မ္း

アノーヤターラン
အေနာ္ရထာလမ္း

マハーバンドゥーラランမဟာဗႏၶဳလလမ္း

テ
ィ
ン
ピ
ュ
ラ
ン

သိ
မ္ျဖဴလ

မ္း

カンナーラン(ကမ္းနားလမ္း)

コンテーラン
ကုန္သည္လမ္း

タンレッスンラン (သန္လ်က္စြန္းလမ္း)
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ー
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ン
 မင္
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လ
မ္း
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ナ
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ン
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ဏ
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မ္း

ヤモンナーラン ယမုံနာလမ္း
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ィ
ン
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ン
 ျမ

င္ေ
တ

ာ္သ
ာလ

မ္း
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イ
ユ
ラ
ン

(ေ
မယု

လ
မ္း
)

インセイン
အင္းစိန္

ミャウッオッカラパ
ေျမာက္ဥကၠလာပ

タウンオッカラパ
ေတာင္ဥကၠလာပ

ミャウッダゴン
ေျမာက္ဒဂံု

タマイン
သမိုင္း

オッチン
အုတ္က်င္း

ライン
လိႈင္

カマーユッ
ကမာရြတ္

サンチャウン
စမ္းေခ်ာင္း

バハン
ဗဟန္း

ダゴン
ဒဂံု

ラター
လသာ

セッカンター
ဆိပ္ကမ္းသာ
セッカンター
ဆိပ္ကမ္းသာ

ティンガンヂュン
သကၤန္းကြ်န္း

ティンガンヂュン
သကၤန္းကြ်န္း

タームエ
တာေမြ

ミンガラータウンニュン
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔

ミンガラータウンニュン
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔

バベーダン
ပန္းဘဲတန္း チャウタダー

ေက်ာက္တံတား

バズンタウン
ပုဇြန္ေတာင္

ボーダタウン
ဗိုလ္တစ္ေထာင္္

ダ  ラ
ဒလ

အင္းစိန္ေထာင္

ရန္ကုန္ေလဆိပ္

ヤンゴンテクノロジー大学
ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

က်ိဳကၠဆံကစားကြင္း

သု၀ဏၰအားကစားကြင္း

ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္

ကန္ေတာ္ၾကီး

ေအာင္ဆန္းကြင္း

マルァコンブーダー
မလႊကုန္းဘူတာ

ユァマブーダー
ရြာမဘူတာ

インセインブーダー
အင္းစိန္ဘူတာ

ジョコンブーダー
ၾကိဳ႕ကုန္းဘူတာ

タマインブーダー
သမုိင္းဘူတာ

オッチンブーダー
အုတ္က်င္းဘူတာ

ティリミャインブーダー
သီရိျမိဳင္ဘူတာ

カマーユッ
ブーダー

ကမာရြတ္ဘူတာ

レーダンブーダー
လွည္းတန္းဘူတာ

ハンタワディブーダー
ဟံသာ၀တီဘူတာ

チーミィンダイブーダー
ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာ

パンライ
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ပန္းလွိဳင္ဘူတာ

パンライ
ブーダー

ပန္းလွိဳင္ဘူတာ

ワーダン
ဝါးတန္း ဘူတာ

モーテイン
ေမာ္တင္ ဘူတာ
モーテイン

ေမာ္တင္ ဘူတာ
シンオーダン

စဥ့္အုိးတန္း ဘူတာ シュエダゴンパゴダロード
ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း ဘူတာ

パンソーダン
ပန္းဆုိးတန္း ဘူတာ

リンサダウン
လင္းစေဒါင္း ဘူတာ

ボータタウンパゴダ
ဗုိလ္တစ္ေထာင္ဘုရား ဘူတာ

アロンランブーダー
အလုံဘူတာ

シャンランブーダー
ရွမ္းလမ္းဘူတာ

ピィランブーダー
ျပည္လမ္းဘူတာ

ランマドーブーダー
လမ္းမေတာ္ဘူတာ

パヤーラン
ブーダー

ဘုရားလမ္းဘူတာ

ヤンゴンブダジー
ရန္ကုန္ဘူတာၾကီး

バズンタウンブーダー
ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာ

バズンタウンブーダー
ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာ

ミィッタニュッブーダー
ေမတၱာညႊန္႔ဘူတာ

ニンゼィコンブーダー
ႏွင္းဆီကုန္းဘူတာ

ティンガンジュンブーダー
သကၤန္းကြ် န္းဘူတာ

タームエブーダー
တာေမြဘူတာ

バウトーブーダー
ေဘာက္ေထာ္ဘူတာ

カンベブーダー
ကံဘ့ဲဘူတာ

パラミブーダー
ပါရမီဘူတာ

イェクーブーダー
ေရကူးဘူတာ

タダーレブーダー
တံတားေလးဘူတာ

チャウイェトィン
ブーダー
ေက်ာက္ေရတြင္းဘူတာ

パユェセッコンブーダー
ပုရြက္ဆိတ္ကုန္းဘူတာ

ミャウッオッカラブーダー
ေျမာက္ဥကၠလာဘူတာ

ウ
ー
ウ
イ
サ
ラ
ラ
ン

(ဦး၀ိစာရလ
မ္း)

レ
デ
ィ
ヨ
ヨ
ン
ラ
ン
 ေရဒီယို

ရံုလ

မ္း

レディヨヨン ラン
 ေရဒီယုိရုံလမး္

ピィラン  ျပည္
လ

မ္း

オッ
カララン ဥကၠလာလမ္း
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ン
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မ္း
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မ္း
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ー
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ウン
パ
ヤ
ー
ラ
ン

မိုးေက
ာင္းဘု

ရားလ
မ္း

アウンゼ
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          ေအာင္ေဇယ်လမ္း

トゥイン
ラン ေတာ္ ၀င္လမ္း
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ン
セ
イ
ン
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ン
 အ

င္းစိန လ္မ္း

バ
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ー
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ウ
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ラ
ン
 ဘ

ုရင ့္ေနာင္လမ္း
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ン ကန္လမ္း
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ン
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င္းစိန္လ

မ္း

チ
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ン
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ラ
ン

က
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မ္း

シュエゴ
ンダイン

ラン 
ေရႊဂုံတုိင္လမ္း

ダマ
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ン ဓ

မၼေစတီလမ္း

ウ
ー
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ー
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ラ
ン
 ဦး၀ိစာရလ

မ္း

ミャ
ンマゴンイラン
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タクシー運転手対策の
ミャンマー語表記
 「ラン」とはミャンマー語
で道（Road・Street）のこと。
「ブーダー」とはミャンマー
語で駅（Station）のことを
指す。

↑

レーダン
(လွည္းတန္း)
レーダン
(လွည္းတန္း)

ピ
ィ
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ン
 ျပ
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မ္း
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မီ
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ン
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ー
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ン
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န္းၾကီ
းလ

မ္း

ピ
ィ
ラ
ン
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ェ
ザ
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ン
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 ေ၀ဇယ
ႏာၱလ

မ္း

東京クリニック

AEON Orange
Super Market

း္မလးူထဗးဴွမ္လုိဗ

AEON Orange
Super Market

チーミィンダイ
ၾကည့္ျမင္တုိင္
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松永製作所

CRECIMIENTO
Industrial
Myanmar

SCI Metal Tech
(Myanmar)

ABBA Aluminium
Myanmar Century
Steel Structure Ltd.

Fuji Trans
Logistics

SUZUKI

Guston
Amava

Myarnak

エースコックショーワ
グローブ

Yangon Can
Manufacturing

Vanguard
Apparel

A & N Food
(MYANMAR)

あつみ
ファッション

METRO 
WHOLESALE
MYANMAR

KORYO CABLE MYANMAR

SEWAGE TREATMENT
PLANT（浄水施設）

大陽日酸

Marketech Integrated
Manufacturing Co., Ltd.

AJU MYANMAR

MARUBENI MYANMAR
Fertillzer

Kim Pai Printing &
Packaging

NS Blue Scope  Lysaght

FUMAKILLA MYANMAR 

SEIKI TOKYU MYANMAR ROAD 

CHEMICAL INDUSTRIES

Sankyo Frontier

Agri First

Sahadharawat Can

YOJIN Cement

FUJI FILM
Myanmar

スーパーホテル

Diamond Rental

Buhler
AKTIO

Yanmar Myanmar

Kalbe Myanmar

Wisechamp

NMD MYANMAR

TCCC Myanmar

YANGON
BLUMARE

TOA COATING (MYANMAR)

YTL Cement Myanmar

Soil Build (Thilawa)

Konoike
Transportation

KUBOTA

Myanmar
Ajinomoto
Foods

CTM
PAINTS

Myanmar
Ajinomoto
Foods

RK YANGON
STEEL

Popular
Plastic

Zifam
Pyrex
Myanmar

UEM
 (UNIMIT ENGINEERING MYANMAR)

Seiji
Factory

Yusen 
Logistics

BOXPAK (MYANMAR) 

KIANJOO CAN (MYANMAR) 

VJP

江洋ラヂエーター

フォスター電機

ワコール

RYOBI

Thilawa Global Logistics
（住友商事・上組）

MJTD

Standard
Urai Paint

Millcon
Thiha Gel

DAIZEN
MYANMAR

DOWAエコシステム KAS

ALIDAC
Healthcare WATER PURIFICATION

PLANT（浄水施設）

Velbon
Pacific-PSP
Syntech

C J FOODS 王子Myanmar
Packaging

日通倉庫
PEB Steel
Myanmar

Indorama
Ventures Ball Asia Corp.

ヤクルト
ミャンマー

S.P.Pet Pack
Cute Myanmar

FTILL

フジワーク

500m0

 MOOZ & COMPANY

C.P.P.
Fertilizer

Rental Factory

Igeta & Sun
（イゲタ金網）

ZONE A
(405Ha)

ZONE B
(101Ha)

ティラワのランドマーク
である正面ゲート

ヤンゴンからは有名なチャイカウパ
ゴダを南下していくルートが一般的。
かつては凸凹だった道路も整備され、
スムーズに走れるようになった

ガソリン補給のタンクローリー
で渋滞するため、こちらは通ら
ないのが一般的

※地図上に記載
されている社名
には、建設中・
稼働中の双方が
含まれます

ヤンゴン
市内 タンリン橋

ダゴン橋

スター
シティ

ZONE
A

ティラワ経済特区
（2400Ha）

ティラワ経済特区
（2400Ha）ティラワ地区港

チャイカウ
パゴダ

正面ゲート正面ゲート

FLP
Tharkayta
（F&P）

FLP
Tharkayta
（F&P）

ティラワ経済特別区
（SEZ）

N

　工場

地図の記号

　オフィス
　倉庫
　銀行

ONE Ocean Network Express (Myanmar) Ltd. | No.422, #11-02, International Commercial Center, Strand Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
T: +95 1 8202091 / +95 1 8202083 | E: mm.sls.sales@one-line.com | W: https://mm.one-line.com/

“AS ONE, WE CAN.”
ONE DELIVERS 
YOUR EVERYDAY.
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ミャンマーで愛されて25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

The Tokyo Enterprise Co., Ltd.
No.32, Pyay Rd, 6½ Miles, Hlaing township, Yangon, Myanmar.  
TEL:（95）01-513101～02  担当者：花 重男  Kyaw Zin
Email:office@thetokyoenterprise.com  HP:http://www.thetokyoenterprise.com
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ティラワ SEZはじめ各所実績多数
鉄道工事専用機も保有
安心・安全・コンプライアンス遵守

☎ 09-45-536-6667
　kyawzin@d-rental.com 
Address: 
No.6. Thilawa Road, Kyauk Tan Township, Yangon

グループ

担当: 
Kyaw Zin Oo

建機レンタルは
ダイヤモンドレンタル
建機レンタルは
ダイヤモンドレンタル

日本語対応可
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ミャンマー
キナン

ZONE B
(101Ha)

ZONE A
(405Ha)

TOYOTA
MYANMAR

MJTDの前の道を東側
に３分ほど進み、一つ
目の十字路を右折する

ゾーンBへの入り口は現在こちらのみ。
ゾーンAからは車で６、７分ほど

ZO
N
E
 A

+95-(0)9-421124747  (担当: トト) 

①最新ニュースが読み放題
②過去の全ニュースを閲覧可能
③全バックナンバーがネットで閲覧可能

①最新ニュースが読み放題
②過去の全ニュースを閲覧可能
③全バックナンバーがネットで閲覧可能

月額2900円（税込3190円）

7日間無料
いつでも
解約可能!

 myanmarjapon.com

ミャンマー最新情報を
どこよりも早く！
ビジネスマン必読!

プレミアム会員のメリット
ビジネスマン必読!

プレミアム会員のメリット
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西濃運輸グループによる
安心･安全引越サービス

No.441, 5B, University Paradise Condo, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon 11201
09883197677

TASTECH  in Myanmar

お客様の各種ニーズに対応いたします
長期 / 短期 (1日利用可) / 送迎 (空港・ゴルフ他) / 配送業務
車両のみ可・運転手のみ可 / 従業員様フェリー等

加藤 （日本語 ・ 英語） 　　　　　　　09-25556-2071 daikikato@zero2onemyanmar.com  
Su Wai Kyi　( ミャンマー語 ・ 英語） 09-5058-8289 　suwaikyi@gmail.com

（日本国内でのお問い合わせ ： 石川　070-1388-5088  t.ishikawa@tastech-renta.co.jp）　　
お車のことであれば、 お気軽に何でもご相談ください

2013 年以来、オリックスレンタカーの大手 FC であるタステック ・ レンタリース株式会社のミャンマー現地法人として、日本人の皆様の安全 ・ 快適なカーライフをサポートしてまいりました

運転手付きレンタカー
タステック・ミャンマー 株式会社

スズキ車 正規販売店
タステック・スズキ・モーター 株式会社

1 2

( レンタカー ) ご成約特典プロモーション中！ご契約者 ・ ご紹介者共にギフト券をプレゼント！！

ミャンマーで圧倒的認知度を誇る「MJ BUSINESS」に広告を出して
みませんか？　成長著しいミャンマーでは、マーケットの競争も激化。
ライバルに差をつけるために効果的なのが「MJ BUSINESS」の広告
です。日本でも発行しているため、進出前企業にも直接 PR が可能。
川上を押さえることが、ビジネス成功へのカギです‼

あなたの代わりに御社をPRします！
反響抜群のMJ BUSINESS 広告
あなたの代わりに御社をPRします！
反響抜群のMJ BUSINESS 広告

【発行部数】
 ミャンマー 1000部  
 日本4000部（東京商工会議
所など200 ヵ所）

【問い合わせ】 Tel. +（81）-（0）3-5698-2165   E-mail. info@myanmarjapon.com




