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第 136号（2022年 4月号外） 

本号外のトピック 

1. ミャンマー： ミャンマー中央銀行による外国為替管理の強化

～外国通貨のミャンマーチャットへの転換義務の導入等 

はじめに 

森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南アジア・南アジア各

国のリーガルニュースを集めて「MHM Asian Legal Insights」を発行していますが、今

回は号外 MHM Asian Legal Insights第 136号（2022年 4月号外）として、ミャンマ

ーにおける最新の情報をお送りします。今後の皆様のミャンマーにおける業務展開の一

助となれば幸いに存じます。 

1. ミャンマー：ミャンマー中央銀行による外国為替管理の強化～外国

通貨のミャンマーチャットへの転換義務の導入等

ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar：「CBM」）は、2022年 4 月 3日付け

Notification第 12/2022号（「Notification第 12号」）及び Directive第 4/2022号（「Directive

第 4号」）において、外国為替管理法（Foreign Exchange Management Law：「外為管

理法」）の定めに基づく外国為替管理のための新たな規制（「本外為規制」）を公表しま

した。本外為規制の詳細については、同月 5 日付けで、Directive 第 5/2022 号及び第

6/2022号（「Directive 第 6号」）による追加的な規定が公表されています。 

従前より本レターでもお伝えしているとおり、ミャンマーでは、2021 年 2 月の国家

緊急事態宣言以降、外貨不足とそれに伴う急激なチャット安が進行しています。こうい

った事態に対応するため、CBM は、これまでにも、管理相場制への移行や、輸出取引

による外貨収益のミャンマーチャットへの転換義務の導入といった措置を採ってきま

した。今回の措置もミャンマー国内の外貨不足の対策として出されたものと見られてい

ますが、従来の施策とはその影響の度合いが全く異なるものであり、CBM の実際の運

用によっては現地事業の継続に極めて重大な支障となり得る内容を含むものとなって

います。 

本外為規制に関しては、Notification 第 12 号、Directive 第 4 号及び Directive 第 6 号

の規定上、措置の具体的な内容に一部不明確な部分があります。また、現地では各国大

使館・商工会議所、民間事業者からその内容に関して強い反対が表明されており、CBM

との折衝が継続しています。そのため、具体的な規制内容については引き続き流動的で

あり、詳細な内容は明日から始まるミャンマー正月明けに徐々に輪郭が明らかになって
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くるものと予想されます。そうした前提の下、本レターでは 2022年 4月 8 日のミャン

マー時間正午までに判明している概要と、今後の注目すべき点についてお伝えします。 

 

(1) CBMによる新たな外国為替管理政策の概要 

 

本外為規制において、CBM により新たに導入された外国為替管理に関する規制の

概要は以下のとおりです。なお、下記(a)から(c)の規制は、ミャンマー政府及び省庁

が銀行口座に保有する外貨について適用しないとされています。 

 

(a) ミャンマーの居住者が国内の外為取扱銀行に有する外貨口座に払い込まれた外

貨は、1米ドルあたり 1,850ミャンマーチャット（現在の為替レートで約 127円）

の固定レートで、翌営業日までにミャンマーチャットに転換しなければならない。 

 上記転換措置の対象となる外貨は、①あらゆる貿易・サービス代金の払込、②資

本金や融資金の払込、及び③援助や贈与等の一方的な払込によるものを含む。但

し、資本金や融資金（オフショアローン）については、外国為替監督委員会

（Foreign Exchange Supervisory Committee：「監督委員会」）により除外され

た部分は強制転換の対象とならないことが認められている。 

 

本レター第 130号（2021年 10月号）においてお伝えしたとおり、従前の措置で

は、ミャンマーチャットへの転換が強制されるのは輸出取引で得られた外貨収益の

みであり、かつ、受領から 30日以内に使い切らなかった外貨のみをミャンマーチャ

ットに転換することで足りました。また、ミャンマーチャットへの転換時の為替レ

ートについて特に指定はありませんでした。本外為管理措置においては、輸出代金

に限らず、あらゆる外貨収入について、払い込まれた翌営業日に、所定の為替レー

トにより換算されるミャンマーチャットに転換することが義務付けられています。 

 

(b) 上記(a)の措置は、2022年 4月 3日以前にミャンマーの現地銀行口座に払い込ま

れた外貨についても同様に適用する。その詳細については別途定める。 

 

こちらの取扱いについては、別途定めるとされている詳細が現時点で明らかにな

っておらず、関連規定の文言上も具体的な取扱いは明確ではありません。仮に、既

存の外貨預金全額について、上記(a)の条件によるミャンマーチャットへの転換が強

制されることが意図されているとすると、過去に払い込まれた資本金や融資金につ

いても全てミャンマーチャットへの転換が必要となるため、これらの資金を有する

現地企業に極めて重大な影響を及ぼすことになります。4月 4日に行われた CBM と

銀行間での協議において、CBM は 4月 3日以前に払い込まれた外貨については段階

的にミャンマーチャットに転換する余地を認めたようです。一方で、過去に払い込

まれた外貨の強制転換に関して一定の例外を認める可能性は示唆されたものの、そ
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の内容は明確ではなく、範囲も限定的であるようであり、懸念されるところです。 

 

(c) ミャンマー国内からミャンマー国外への外貨送金（輸入・サービス代金の支払、

配当金の支払及びオフショアローンの元利金の弁済のためのものを含む。）は、

その実施に際して、監督委員会の事前許可を取得しなければならない。 

 

外為管理法上、ミャンマーから国外への外貨送金のうち、輸入代金やサービスの

対価の支払については、経常取引（ordinary transaction）として CBM の事前許可を

取得することなく実施可能でした。本外為規制上、従前 CBM の事前許可の対象とな

っていなかった取引も含む全ての外貨送金について、許可制が採られることになる

と考えられます。 

 

(2) 現時点の状況 

 

Notification 第 12 号及び Directive 第 4 号は 4 月 3 日に即日施行されるとされてい

ます。しかし、現時点では実際には（概ね）施行されておらず、CBM との協議・折

衝が続いている状況です。一方で、銀行においては、ミャンマー国内での外貨送金も

含め、外国為替に関する取引は全て停止している状況です。 

但し、一部のローカル銀行では個人が保有する外貨が既にミャンマーチャットに強

制転換されたとの情報があります。特にローカル銀行に対しては、CBM の方針が確

定するまでは自社の外貨預金について強制転換を行わないように申し入れを行うこ

とが望ましいと考えられます。 

 

(3) 本外為規制に関する主な論点 

 

本外為規制に関しては、その内容について、クライアントに皆様より多くの照会を

頂いております。以下、主たるご質問事項に関する弊所の分析を Q&A 形式で記載し

ています。上記のとおり現時点では結論を下すことが困難なものが多く、今後注目す

べき論点としてお読み頂ければと存じます。 

 

(Q1) ミャンマーチャットへの転換義務の対象となる外貨は、①ミャンマー国外から

払い込まれたものに限られるのか、それとも、②ミャンマー国内での外貨送金

により払い込まれたものも含むのか。 

 

Directive 第 4 号においては、ミャンマーチャットへの転換義務の対象となるのは

ミャンマー国外から払い込まれた外貨に限る（つまり、上記①の解釈が採られてい

る）ように読めます。他方、Notification 第 12 号や、Directive 第 6 号では、規定上

この点が明確ではありません。本為替規制で意図されているのが、CBM がミャンマ
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ーの民間部門が保有する外貨資金を全て買い上げてその管理下に置く、ということ

であるとすると上記②の解釈が採られる可能性もあり得るように思われます。 

なお、仮に上記②の解釈が採られる場合において、4 月 3 日以前に払い込まれた

外貨が全てミャンマーチャットへの転換義務の対象となるとすると、現地企業にお

いて米ドル資金を確保することが全く認められないことになる可能性があります

（例外として、新たに外貨による出資・借入を行い、監督委員会から例外的に外貨

保有を認められた場合を除く。）。日常的に米ドルでの決済を行う必要がある事業に

おいてこのような事態が生じることは致命的です。この点の取扱いについては特に

今後の CBM の動向を注視していく必要があると考えています。 

 

(Q2) 今後ミャンマー国内では外貨建ての取引が禁止されるということなのか。 

 

ミャンマーには外貨建ての取引を禁止する法令は無く、本外為規制によっても外

貨建ての国内取引（例えば、外貨による給与や家賃の支払い、物品の購入等）自体

が禁止されるものではありません。 

しかし、2022 年 4月 3日以前にミャンマーの現地銀行口座に払い込まれた外貨に

ついての強制転換の範囲（上記(1)(b)）や、国内での外貨取引が強制転換の対象とな

るか（上記 Q1）の扱い次第では、支払いの原資となり得る外貨自体が極めて限定さ

れる可能性があります。そのため、本外為規制の内容次第では、ミャンマー国内で

はミャンマーチャット建ての取引が事実上強制される結果となる可能性はあります。 

 

(Q3) 本外為規制の結果、外貨が強制的に市場に流通し、外貨による外国送金が必要

な場合にはむしろスムーズに外貨への転換や海外送金が行われるという結果

に至る可能性はあるのか。 

 

強制転換されたドルが銀行の手元に残り、ミャンマーチャットから外貨への転換

が自由に行えるようになればそうした結果もあり得なくはありません。 

もっとも、情報によると CBMは各銀行に対して拠出可能な外貨ポジションの報告

を求めているようであり、強制的に徴収された外貨は CBMによって管理される可能

性があるように思われます。この場合、ミャンマーチャットから外貨への転換や海

外送金は CBM の政策的な判断次第ということなり、企業にとっての利便性の向上に

は繋がらない可能性が高いものと思われます。いずれにしても、本外為規制につい

ては何を目的に行われるのか、今後の外貨管理の在り方として CBM が何を志向して

いるのかという点も含め、更なる分析が必要であると思われます。 
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(Q4) ミャンマー子会社の外貨資金繰りを支援するために、本社から外貨建ての親子

ローン・追加出資を行うことを検討しているが、これは有効な対策となり得る

か。 

 

上記(1)(a)に記載のとおり、親子ローンや出資金として得た外貨も強制転換の対象

となります。ただし、監督委員会から除外を受けた範囲では強制転換を免れること

ができます。そのため、こうした手段が資金繰りとして有効かどうかについては、

監督委員会からの除外判断が得られるか次第ということになると考えられます。 

 

(Q5) 2022年 4月 3日以前に現地法人に対し、CBMの事前許可を得た上で、ミャン

マー国外の親会社からオフショアローンを提供している。このようなローンに

ついても、その元利金の弁済に際して、今後は改めて監督委員会の事前許可を

取り直す必要があるのか。 

 

ミャンマー国外からのオフショアローンの実施に関しては、外為管理法に定める

資本取引（capital transaction）として、その貸出実行前に CBM の事前許可を受け

ることが必要となります。これまでの運用では、貸出実行前に CBMの事前許可を取

得することにより、元利金の弁済に際して行われる外貨送金について、改めて CBM

の許可を取ることは求められていませんでした。本外為規制では、上記(1)(c)のとお

り、従前 CBM の事前許可が必要とされてこなかったものも含む全ての外貨送金につ

いて監督委員会の事前許可を必要とすることが意図されていると解されます。その

ため、仮に貸出実行前に CBMの事前許可を取っている場合であっても、今後は元利

金の弁済に関する外貨送金の実施に際しては、改めて監督委員会の事前許可を取得

することが必要になると考えられます。4月 4日に行われた CBM と銀行間での協議

においてもこの点が確認されているようです。 

CBM から事前許可を得ているオフショアローンについては、元利金の弁済に必要

な監督委員会の事前許可が原則として出されるのであれば大きな問題にはならない

と思われます。これに対して、ミャンマーの外国為替ポジションなどが政策的に考慮

され、その結果によって可否が決まるというということになるのだとすると、ローン

実行時には想定しなかった理由により弁済ができないという事態が生じることにな

り、著しく予測可能性を害することとなります。こうした事態が生じないように働き

かけを行う必要があるように思われます。なお、4 月 4 日に行われた CBM と銀行間

での協議においては、CBM から事前許可を受けているオフショアローンであること

を理由に特段の配慮を示す姿勢は必ずしも明示されていないようです。 

 

(4) まとめ 

 

上記のとおり、本外為規制の内容は、その解釈及び CBM の実際の運用によっては、
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現地企業において米ドルを含む外貨の保有が全く認められないということもあり得

るものとなっています。仮にそのような事態が生じた場合、業態によっては現地事業

の存続自体が危ぶまれることになりかねず、ミャンマーへの投資事業全般に極めて甚

大な影響を与える可能性があり、現時点では冷静にこれを見極めることが肝要です。

他方で、関連する論点に関して確たる結論を導くために必要かつ充分な情報は現時点

で得られていない状況にあり、今後の CBM からの更なる発信を見極める必要があり

ます。ミャンマーは 4 月 9 日よりティンジャン休暇に入り、休暇が明けるのは 4 月

18 日となります。1 週間強の期間、CBM からの新たな動きは期待できない可能性が

高いように思われますが、その動向は極めて注意深くフォローしていく必要があると

考えられます。 

 

（ご参考） 

本レター第 130 号（2021年 10月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050322/20211020-125339.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 

 +65-6593-9752（シンガポール） 
 takeshi.mukawa@mhm-global.com 

 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-9253654（ヤンゴン） 

 03-6266-8566（東京） 

 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 

 +65-6593-9762（シンガポール） 
 kana.manabe@mhm-global.com 
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