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 本資料は国家計画経済開発省 企業投資管理局（DICA）発表のミャンマー外国投資法をもとに、 

国際機関日本アセアンセンターが、翻訳会社に委託した日本語仮訳です。 

本資料はあくまで仮訳であり、日本アセアンセンターはその内容及び本資料を利用したこと

により生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。 

事業を進められる際には、法律事務所への相談や、ミャンマー語の原典、DICAの英訳版の 

内容をあわせてご確認いただくことをお勧めいたします。  

DICA発表英訳版：http://www.dica.gov.mm/includes/FIL%20English%20Version_%2029-1-2013_.pdf 
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ミャンマー連邦共和国 

 

外国投資法 

（連邦議会法2012年第21号） 

ミャンマー暦1374年 ダディンジュ月黒分3日 

(2012年11月2日) 

 

 

連邦議会は、ここに本法を制定する。 

 

第一章 

表題および定義 

 

第1条 本法の名称を、外国投資法とする。 

第2条 本法で使用する用語を、以下に定義する。 

（a）連邦とは、ミャンマー連邦共和国を指す。 

（b）投資委員会とは、本法に基づいて設置されるミャンマー投資委員会を指す。 

（c）連邦政府とは、ミャンマー連邦共和国の連邦政府を指す。 

（d）国民には、準国民または帰化国民を含む。本用語は、本法に基づいて、国民のみに 

よって設立された経済組織も含まれる。 

（e）外国人とは、国民でないものを指す。本用語は、本法に基づいて、外国人によって 

設立された経済組織も含まれる。 

（f）発起人とは、投資委員会へ投資に関する提案書を提出している国民または外国人を指す。 

（g）投資提案書とは、投資案の認可を受けるため、発起人が投資委員会へ提出する所定の 

申請書、契約書草案、財務書類および会社書類を指す。 

（h）投資許可書とは、投資案に対する投資委員会の認可が明示された許可書を指す。 
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（i）外国資本には、投資許可に基づいて、外国人により投資される以下のものを含む。 

  （i） 外貨 

  （ii）事業のために実質的に必要であり、国内では入手できない機械、設備、機械部品、 

予備部品および機器などの資産 

  （iii）ライセンス、特許、工業デザイン、商標、著作権など、評価可能な知的財産権 

  （iv） 技術的ノウハウ 

  （v）  上記の事業により発生した利益または利益分配による再投資 

（j）投資家とは、投資許可書に基づいて投資を行う個人または経済組織を指す。 

（k）銀行とは、連邦政府の認可を受けた国内の銀行を指す。 

（l）投資とは、本法に基づき、国の領土内において投資家が管理する各種資産を指す。 

本用語は、以下のものを含む。 

 （ i） 動産、不動産、その他の資産に関する法律に基づいて、担保を設定する権利   

および担保を設定される権利 

 （ii） 会社の株式、資源および債券 

 （iii）金融に関する対価としての契約に基づく金融上の権利または行為 

 （iv） 現行法に基づく知的財産権 

 （v）  天然資源の探査および採取権を含む関連の法律または契約によって付与される 

機能的権利 

（m）土地の賃借権者、または土地の使用権者とは、当該土地に関して所定の賃借料を  

国に支払い、所定の期間まで、当該土地の賃借権を有する人、または当該土地の  

使用権を有する人を指す。 
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第二章 

適用事業 

 

第3条 本法は、連邦政府の事前承認を受けて、投資委員会が通知により規定した事業に  

適用されるものとする。 

第4条 以下の投資は、制限または禁止事業として規定される。 

（a）国内の民族の伝統的な文化および習慣に影響を与える可能性のある事業 

（b）公衆衛生に影響を与える可能性のある事業 

（c）自然環境および生態系に被害を与える可能性のある事業 

（d）国内に危険または有害廃棄物を持ち込む可能性のある事業 

（e）国際協定における有害化学物質を製造する工場または使用する事業 

（f）施行細則により規定される国民が実施可能な製造業およびサービス業 

（g）外国において試験中または使用認可を受けていない技術、医薬品、機器などを持ち込

む可能性のある事業 

（h）施行規則により規定される国民が実施可能な農園事業、ならびに短期的および長期的農業 

（i）施行細則により規定される国民が実施可能な畜産業 

（j）施行細則により規定される国民が実施可能なミャンマー海洋漁業 

（k）連邦政府の認可の下、経済区域として指定された区域以外の国内の領土と、他国との

国境線から10マイル以内で行われる外国投資事業 

第5条 投資委員会は、連邦政府の承認の下、国および国民、特に先住民族の利益のために、

第4条により制限または禁止された投資事業を許可することができる。 

第6条 投資委員会は、国家と国民の安全、経済、環境および社会的利益の状況に多大な 

影響を与える可能性のある外国投資事業については、連邦政府を通じて連邦議会に

提出するものとする。 
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第三章 

目的 

 

第7条 本法の目的は、以下の通り。 

国の豊富な資源を開発して、国民がそれらを十分に享受し、余剰量を輸出できる 

ようにすること。事業の発展と拡大に伴い、国民の雇用機会を増大させること。 

人材育成を行うこと。銀行および金融業、高品質の幹線道路、他国と連結する  

高速道路、国の電力およびエネルギー生産事業、最新の情報技術を含む最先端技術

などのインフラストラクチャーを発展させること。国全体の通信ネットワークや、

国際規格を満たす鉄道、船舶、航空機などの輸送事業をはじめとする各研究分野 

を発展させること。国民が他国と連携して事業を行うこと。国際基準に従った  

営利企業と投資事業を発展させること。 

 

 

第四章 

基本原則 

 

第8条 投資は、以下の原則に基づいて許可されるものとする。 

（a）国家経済開発計画の主目的である国および国民が行うことのできない事業ならびに 

資金や技術が不十分な事業の支援 

（b）雇用機会の拡大 

（c）輸出の促進および拡大 

（d）輸入代替品の生産 

（e）多額の投資を必要とする製品の生産 

（f）高度な技術の獲得および高度な技術による製造業の発展 

（g）多額の資本を必要とする製造業およびサービス業の支援 

（h）エネルギー消費を節約する事業の実現 
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（i）地域開発 

（j）新エネルギーの探査および採取ならびにバイオエネルギーのような新エネルギーなど 

再生可能エネルギー源の出現 

（k）近代産業の発展 

（l）環境の保護および保全 

（m）情報および技術の交換を可能にする支援 

（n）主権および公安に影響を与えないこと 

（o）国民の知識および技術の開発 

（p）国際標準に従った銀行および銀行業の発展 

（q）国および国民のために必要な最新のサービスの出現 

（r）短期的および長期的な国のエネルギーおよび資源の国内使用の充足 

 

 

第五章 

投資形態 

 

第9条 投資は、以下のいずれかの形態にて行うことができる。 

（a）投資委員会の許可を受けた事業に、外国人が外国資本100％にて投資 

（b）外国人と国民または政府関連部局および組織との合弁事業 

（c）両当事者が合意した契約書に規定される方法による投資 
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第10条（a）第9条に基づく投資形態の組成において、 

 （i） 現行法に基づいて、会社として設立されるものとする。 

 （ii）第9条第（b）項に基づき合弁事業として設立される場合、当該合弁事業を設立する

外国人と国民の合意に基づき、外資と国民の資本比率を規定することができる。 

 （iii）外国人による投資の場合は、投資委員会が、事業の性質に応じて連邦政府の  

承認を得て、事業分野により最低投資額を規定するものとする。 

 （iv）禁止および制限された事業において国民と合弁事業を行う場合、外国人は、   

施行細則に基づき、外資比率を提案することができる。 

（b）第（a）項に基づく投資事業形態を組成する場合、事業を終了する権利を得て契約の

期間満了前に清算を行うあるいは事業を清算する場合、連邦の現行法に従って実施 

されるものとする。 

 

 

第六条 

投資委員会の設置 

 

第11条（a）連邦政府は、 

 （i）投資事業に関して、ミャンマー投資委員会を設置し、連邦レベルの適切な人物を 

委員長に任命すると共に、関連する国の省庁と部局、政府機関および非政府機関 

の専門家および適切な人物を委員に任命し、本法に定める機能と任務を果たせる 

ようにするものとする。 

 （ii）投資委員会の設置に際し、委員の中から副議長、次官および局長を任命する。 

（b）公務員ではない投資委員会の委員は、国家計画・経済開発省から許可された給与、 

手当および報酬を受け取る権利を有するものとする。 
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第七章 

投資委員会の任務と権限 

 

第12条 投資委員会の義務は、以下の通り。 

（a）投資提案書が本法第四章の原則に適合しているか否かを精査する際に、財務上の  

信頼性、事業の経済的正当性、技術の妥当性、ならびに環境の保護および保全などの

事実を考慮する。 

（b）投資家から法律の下で与えられた権利を十分に享受していないという苦情が申し立て

られた場合、必要に応じて迅速な措置を講じる。 

（c）投資提案書が、現行法の規定に反しているか否かを精査する。 

（d）連邦政府を通じて、連邦議会の6カ月ごとに行われる会議にて実績状況を報告する。 

（e）国内投資と外国投資を促進するため、時に応じて連邦政府へ助言を行う。 

（f）連邦政府の事前承認を得て、投資の種類、投資額および事業期間を規定し、それらの

変更を行う。 

（g）連邦政府の承認を得て、管区または州の経済開発のために事業を行う権利を有する  

外国投資に関して、関係管区または州の政府と調整を行う。 

（h）投資家が使用権を有する土地の地上および地下にて、当初の契約に含まれておらず、

許可された事業に関係のない、天然資源または歴史的遺物が発見された場合、   

投資委員会は、直ちにそれを認識して対処を行う。 

（i）投資事業が、本法、本法の下で発布された施行規則、条例、手続き、命令、通知  

および指令に基づき、投資家の契約書に規定される事項を遵守しているか否かを精査

する。それらが遵守されていない場合には遵守するようにさせ、本法に基づく事業に

対して措置を講じる。 

（j）租税の免税を与える必要のない投資事業を定める。 

（k）時に応じて、連邦政府より割り当てられた任務を遂行する。 
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第13条 投資委員会の権限は、以下の通り。 

（a）必要な精査後、国の利益に適い、かつ現行法に反しない投資提案書を受理する。 

（b）投資提案書が受理された場合、発起人または投資家に投資許可書を発行する。 

（c）規定に従って精査後、関係者より申請がある場合、投資許可書もしくは契約期間  

の延長または修正を、許可または不許可とする。 

（d）発起人または投資家に対し、必要な証拠または事実の提出を要求する。 

（e）投資家が、投資許可を取得するため投資委員会に提出した投資提案書、それに添付さ

れた契約書および証拠書類、または投資許可書に規定された条件を遵守せずに、それ

らに従った活動を行っていないことを示す十分な証拠がある場合は、事業停止につい

て必要な命令を行う。 

（f）発起人または投資家より、財務業務を行うために提案された銀行を、許可または  

不許可とする。 

第14条 投資委員会は、その任務の遂行のために、必要に応じて、委員会および組織を 

設置することができる。 

第15条 投資委員会の実績状況に関する報告書は、時に応じて、連邦政府の会議に提出 

されるものとする。 

第16条 投資委員会が許可した事業の遂行と進捗の状況については、連邦政府の3カ月ごと

に行われる会議にて報告されるものとする。 
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第八章 

投資家の権利および義務 

 

第17条 投資家の義務は、以下の通り。 

（a）ミャンマー連邦共和国の現行法を遵守する。 

（b）ミャンマーの現行法に従い、投資家による会社を設立し、事業を行う。 

（c）本法の条項、本法の下で発布された施行規則、手続き、通知、命令、指令および  

投資許可書の条件に従う。 

（d）投資委員会により定められた条件、および契約書に規定されている条件に基づいて、

賃借または使用権を有する土地を使用する。 

（e）投資委員会の承認を得て、投資許可書に基づく事業の実施を認められた土地および 

建物の転貸借および抵当権の設定を行い、事業期間内において当該投資事業にかかる

株式および事業を第三者に譲渡する。 

（f）投資委員会の承認を得ずに、賃借または使用権を有する土地について、地形の変更 

または土盛りをしない。 

（g）賃借または使用権を有する土地の地上および地下において、許可された事業と関係 

なく、当初の契約に含まれていない、天然鉱物資源または歴史的遺物および埋蔵物が 

発見された場合は、直ちに投資委員会へ通知する。投資委員会の許可が下りれば、  

当該土地での事業を継続し、事業継続の許可が下りなかった場合は、投資家が選定し、

届け出た代替地に移転して事業を行う。 

（h）投資事業に関する現行法に従い、環境汚染または環境被害を発生させないようにする。 

（i）外国企業が保有する株式の全てを、外国人または国民に完全に売却し、譲渡する場合、  

投資委員会より事前承認を得て、許可書を返却した後、現行法に基づいて株式の譲渡

を登録する。 

（j）外国企業が保有する株式の一部を、外国人または国民に完全に売却し、譲渡する場合、

投資委員会より事前承認を得た後、現行法に基づいて株式の譲渡を登録する。 

（k）投資家が遂行する事業に関連する高度な技術を、契約に基づいて、関連企業、部門 

または組織へ、系統的に移転する。 
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第18条 投資家の権利は、以下の通り。 

（a）現行法に従い、投資委員会の承認を得て、資産を売却、交換、またはその他の方法に

て譲渡する権利を有する。 

（b）外国企業の場合、保有する株式の全部または一部を、外国人、国民、または外国企業、

国民の企業に売却する。 

（c）投資委員会の承認を得て、当初の投資提案書にある事業の拡大、または外国資本金の

増加を行う。 

（d）現行法に従い、投資家が享受できる権利の全てを獲得するため、投資委員会に対して

再審査と変更を申請する。 

（e）現行法に従い、苦情についての対応や便宜供与を投資委員会に申請する。 

（f）投資許可書に基づき実施される事業における新技術の発明、製品品質の向上、商品の

増産、および環境汚染の低減についてより恩恵を受けるため、投資委員会に申請する。 

（g）国全体の発展を目的とし、アクセス困難な後発開発地域に外国投資を行う投資家に 

対し、連邦政府の承認の下、第七章に定める租税減免処置の期間を超えて投資委員会

が定めた減免期間を享受する権利を有する。 
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第九章 

許可申請 

 

第19条 投資家または発起人は、外国投資を望む場合、規定に従い許可を得るために、 

投資委員会へ投資提案書を提出するものとする。 

第20条 投資委員会は、 

（a）第19条に基づいて投資提案書が提出された場合、必要な精査の後、15日以内に当該 

投資提案書を受理または不受理とすることができる。 

（b）投資提案書が受理された場合、投資提案書の提出者に対し、90日以内に当該提案書の

許可または不許可を伝えるものとする。 

第21条 投資家または発起人が、投資委員会の発行する投資許可書を取得した場合、政府

関連部局および組織、または関係者および組織との間で必要な契約を締結した後、

投資事業が設立されるものとする。 

第22条 投資委員会は、関係者より申請があった場合、本法に基づいて適切となるよう  

契約書に定められる期間または合意事項の、延長、短縮または変更を許可すること

ができる。 

 

 

第十章 

保険 

 

第23条 投資家は、国内にて活動を許可された保険事業の、所定の種類の保険に加入する 

ものとする。 
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第十一章 

スタッフおよび労働者の採用 

 

第24条 投資家は、 

（a）熟練技術を必要とする事業に、熟練技術を有するミャンマー人労働者、技術者および

スタッフを任命する際には、事業開始から2年間は25％以上、次の2年間は50％以上、

その次の2年間は75％以上、ミャンマー国民を採用するものとする。ただし、知見を 

要する事業については、投資委員会は、適切な期間を延長することができる。 

（b）第（a）項に基づき任命できるよう、技能向上のための研修や実務訓練をミャンマー

人スタッフに対して提供できるようにするものとする。 

（c）熟練技術を要しない仕事については、ミャンマー国民のみを採用するものとする。 

（d）労働者の採用については、職業紹介所または地方労働紹介所から、もしくは投資家の

手配により行うものとする。 

（e）熟練技術を有するミャンマー人労働者、技術者およびスタッフの任命に際しては、 

現行の労働法と規則に基づいた雇用契約を、雇用者と労働者間で結ぶものとする。 

（f）ミャンマー人労働者を外国人スタッフのように専門性の高い職種に任命する際には、

賃金水準に差が出ないようにする権利を行使するものとする。 

第25条 投資許可書に基づく投資事業に従事する外国人は、国が発行する労働許可書  

および滞在許可書の申請を行うものとする。 

第26条 投資家は、 

（a）スタッフおよび労働者を任命する際には、規定に基づく雇用契約を結ぶものとする。 

（b）雇用契約にて雇用者と労働者の権利と義務、または職業上の諸条件を規定する際は、

最低賃金および給与、休暇、休日、残業手当、労働災害補償、社会保険ならびに  

その他の労働者に関する保険等、現行労働法および規則に規定されている権利を享受

できるようにするものとする。 

（c）関連する現行法に基づき、雇用者間、労働者間、雇用者と労働者、技術者または  

スタッフ間で生じた紛争を解決するものとする。 
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第十二章 

租税減免処置 

 

第27条 投資委員会は、国内の外国投資を促進するため、以下の租税減免処置のうち、 

第（a）項に規定する租税減免処置を、投資家に対して与えるものとする。加えて、

投資家の申請により以下の事項に適用される場合、その他の免税または減税措置

の一つ以上または全部を与えることができる。 

（a）商品生産またはサービス業に対して、商業規模での事業開始年度より5年間の所得税

免除。さらに、国にとって有益である場合は、投資事業の成功に応じ、適切な期間の

所得税を減免。 

（b）事業から生じ、再投資の準備金として積み立てられた資金で、１年以内に事業に  

再投資された利益に対する、所得税の減免。 

（c）事業に使用されている機械、設備、建物またはその他の資本資産に関して、所得税 

算定のため国が定める減価償却費の控除率にて計算した後、利益から当該減価償却費 

を控除する権利。 

（d）製造業により生産された商品が輸出される場合は、当該輸出で発生した利益の最大

50％まで所得税を減免。 

（e）外国人の所得について、国内に居住する国民に適用される税率にて、所得税を支払う

権利。 

（f）実際に必要である、国内にて行われる研究開発事業の費用を、課税対象所得より控除

する権利。 

（g）各事業に関して第（a）項に規定される所得税の減免措置を受けた後、2年以内に実際

に生じた損失を、損失が発生した年より3年間、繰り越し、相殺する権利。 

（h）事業の立ち上げ時に実際に使用する必要があり、事業にて使用され輸入された   

機械、設備、機器、機械部品、予備部品および材料に対する関税またはその他の  

内国税、もしくはその両方についての減免。 
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（i）事業の立ち上げ完了から最初の3年間に、生産のために輸入された原材料に対する 

関税またはその他の内国税、もしくはその両方の減免。 

（j）投資委員会の承認により投資額が増額され、許可された期間中に当初の投資事業が 

拡大した場合は、当該事業の拡大のため実際に使用する必要があり、事業で使用され

輸入された機械、設備、機器、機械部品、予備部品および材料に対する関税または 

その他の内国税、もしくはその両方についての減免。 

（k）輸出用に生産された商品に対する商業税の減免。 

 

 

第十三章 

保証 

 

第28条 連邦政府は、契約期間中または当該期間が延長された場合にはその延長期間中、

投資許可書に基づいて設立された事業が、国有化されないことを保証する。 

第29条 連邦政府は、許可された期間の満了前に、十分な理由なく、投資委員会の許可に

基づき行われる事業を停止させないことを保証する。 

第30条 連邦政府は、外国資本により投資した投資家に対して、契約期間の満了時、  

当該投資に使用された外貨において支払いを行う権利を保証する。 
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第十四章 

土地使用権 

 

第31条 投資委員会は、投資家に対して、事業、産業および投資量に応じて、実際に必要

とする期間、土地を賃借または使用する権利を、最長で当初の50年間まで認めるこ

とができる。 

第32条 投資委員会は、第31条により許可された期間の満了後、事業の継続を希望する 

投資家に対し、投資量と事業の種類に応じて、連続する10年間および当該延長 

期間の満了後さらに10年間にわたり期間を延長することができる。 

第33条 投資委員会は、国の経済発展のため、土地を賃借または使用する権利を有する者

から初めに合意を得ることにより、連邦政府の事前承認の下、当該土地への投資

を許可することができる。 

第34条 投資委員会は、連邦政府の事前承認の下、政府機関および組織が所有する土地の

賃借料を、時に応じて規定することができる。 

第35条 投資家は、農場における農業および畜産業を請負制度にて実施する場合、国民に

よって実施が許可されている国内投資家との合弁事業によってのみ、投資を行う

権利を有する。 

第36条 投資委員会は、国全体の発展のため、経済開発が遅れアクセス困難な地域に投資

する投資家に対して、連邦政府の承認の下、本法に規定される土地の賃借または 

使用権の期間よりも長い期間を規定し、享受できるようにすることができる。 

 

第十五章 

外国資本金 

 

第37条 外国資本金は、銀行が受諾した外貨の種類で、投資委員会によって投資家の名前

にて登録されるものとする。当該登録には、外国資本金の種類が記載される。 

第38条 事業を終了する場合、外貨を持ち込んだ者は、投資委員会の規定に基づき、  

所定の期間内に、外国資本金を引き出すことができる。 
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第十六章 

外貨送金の権利 

 

第39条 投資家は、以下の通貨を、連邦内にて当該外貨の外国銀行取引を行う権利を有す

る銀行を通じ、所定の為替レートにて海外に送金する権利を有する。 

（a）外国資本金を持ち込んだ者が権利を有する外貨 

（b）外国資本金を持ち込んだ者が引き出すことを投資委員会が許可した外貨 

（c）外国資本金を持ち込んだ者が受領した年次利益から全ての租税および関連する資金を

控除した純利益 

（d）連邦内における業務の実施により外国人被雇用者が得た給与と合法的な所得から、 

租税を支払い、本人と家族が負担した生活費を所定の方法にて控除後の合法的な残高 

 

 

第十七章 

外貨に関する事項 

 

第40条 投資家は、 

（a）連邦内にて当該外貨による外国銀行取引を行う権利を有する銀行を通じ、所定の為替

レートにて、海外に送金できるものとする。 

（b）連邦内にて外国銀行取引を行う権利を有する銀行が認める外貨による外貨預金口座 

またはチャット口座を開設し、事業に関する金銭的な処理を行うものとする。 

第41条 投資許可を受けて設立された経済組織で働く外国人は、連邦内にて外国銀行取引

を行う権利を有する銀行が認める外貨による外貨預金口座またはチャット口座を 

開設することができる。 

 

 

  



Copyright(C) ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism. All Rights Reserved. 

 

第十八章 

行政処分 

 

第42条 投資委員会は、本法の条項、施行細則、手順書、通知、告示、命令および指令、

または投資許可書に記載されている諸条件に違反した投資家に対し、以下のうち、 

一つまたはそれ以上の行政処分を行うことができる。 

（a）譴責 

（b）租税減免措置の一時停止 

（c）投資許可の取り消し 

（d）将来的に投資許可が与えられないブラックリストへの掲載 

 

 

第十九章 

紛争解決 

 

第43条 投資事業に関して紛争が生じた場合は、 

（a）紛争当事者間で友好的に解決されるものとする。 

（b）第（a）項により紛争を解決できないときは、 

  （i）紛争の解決方法が当該契約書に規定されていない場合は、国の既存の法律に従い、

それに基づいて処理するものとする。 

 （ii）紛争の解決方法が当該契約書に規定されている場合は、それに従って、処理する

ものとする。 
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第二十条 

雑則 

 

第44条 投資委員会は、余剰エネルギーの海外輸出を目指し、国と国民のエネルギー需要

を満たすための生産を確保した後、投資家が、生産物分与システムに基づく投資

に関する提案書を提出、または、した場合には、精査して許可を出すことができ、

フィージビリティ調査、探査、調査および掘削のために連邦政府、または法律に

基づいて連邦政府から権限を与えられた政府部局および機関、並びに投資家間で

利益獲得の割当を行い、本法に基づく連邦または国民との合弁事業を利用した巨

額の資本を必要とする石油および天然ガス、鉱物等の生産に投資家の資本を十分

に利用して、所定の地区で所定の期間内に商業規模での生産水準を達成するため

に活動することができる。かかる投資事業が商業的に実現可能である場合には、

連邦政府、または法律に基づいて連邦政府から権限を与えられた政府部局および

機関、または対象となる利益を扱う合弁事業で働く国民と投資家の間で、当該利

益が按分に分配されるものとする。 

第45条 本法の発布前、ミャンマー連邦外国投資法（国家法秩序回復評議会法1988年第10

号）による投資家は、本法の下で規定された投資家と看做されるものとする。 

第 46条  投資委員会、政府関連局および機関に提出された投資提案書に添付された   

口座、財務書類、証書、雇用関係書類について、投資家が、故意に虚偽の陳述、

作成または隠ぺいを行ったことを証明する信頼できる証拠があった場合は、  

当該投資家は、刑事訴訟の下で措置が講じられるものとする。 

第 47条  既存のいかなる法律に規定されていようとも、本法に関連する事項は、    

本法に基づいて実施されるものとする。 

第48条 投資委員会は、規定に基づいて会議を開催するものとする。 

第49条 本法により付与された権限の下でなされる投資委員会の決定は、最終的なもの 

とする。 

第50条 本法により付与された権限に基づき、投資委員会、委員会または組織、若しくは

官公庁の委員または職員が善意で行ったと信頼できる証拠が存在する行為に関し、

民事訴訟、刑事訴訟、またはその他の訴訟手続きは申し立てられないものとする。 
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第51条 本法の条項を実施可能にするため、国家計画・経済開発省またはその他の機関は、 

（a）投資委員会の事務の責任を担い、実施するものとする。 

（b）投資委員会の費用を負担するものとする。 

第52条 本法により廃止されるミャンマー連邦外国投資法（国家平和開発評議会法律1988

年第10号）に基づいて、投資委員会の許可を受けて事業を行う投資家は、当該投

資許可書および関連の契約書に規定される諸条件に基づく期間が終了するまで、

継続して事業を行う権利を有するものとする。 

第53条 投資委員会は、本法の第3条および第5条により外国投資事業を許可するに当たり、

国および国民の利益を損なう場合は、連邦政府を通じ、次回の連邦議会に重要事

項として議案を提出するものとする。 

第54条 本法の条項が、ミャンマー連邦共和国が締結した国際条約および協定と矛盾する

場合、国際条約および協定の内容に従うものとする。 

第55条 本法の制定後、必要な施行細則が規定されるまでの期間は、ミャンマー連邦外国

投資法（国家平和開発評議会法律1988年第10号）の下で制定された規則が、本法

に矛盾しない限りにおいて、引き続き効力を有するものとする。 

第56条 本法の条項を実施するに当たり、 

（a）国家計画・経済開発省は、連邦政府の承認を得て、本法の制定より90日以内に、必要

に応じて施行規則、条例、手続き、命令、通知および指令を発布するものとする。 

（b）投資委員会は、必要に応じて命令、通知および指令を発布するものとする。 

第57条 ミャンマー連邦外国投資法（国家平和開発評議会法律1988年第10号）は、ここに

本法によって廃止される。 

ミャンマー連邦共和国憲法に基づき、ここに署名する。 

 

ミャンマー連邦共和国  

大統領 テイン セイン 


