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2月1日「クーデター」発生

昨年の総選挙で選出された国会議員が国会に初登院する日の早
朝に、アウンサンスーチー国家最高顧問、大統領、地域・州首
相、NLD幹部等を拘束
軍選出副大統領が「暫定大統領」として権限行使、憲法の規定

により全国を対象に期間を1年間とする緊急事態宣言を発令
「憲法」の規定に従い、国防治安評議会を開催し、立法権、行

政権、司法権を国軍に移譲
国軍は、総選挙を実施し、勝利した政党に国を任せることを約

束
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「クーデター」直後の情勢

死傷者無
拘束者の一部開放（首相、大臣、国会議員等）
携帯やインターネット回線が一時不通に
現金引き出し、食料品の買いだめが起きるも大きな混乱はない
コロナワクチン接種継続
夜間外出禁止令強化の噂が拡大（政府発表無）
国際線の運航を⾧期間停止するとの報道（軍事政府は、クーデター

後の声明で海外コロナ困窮者の帰国受け入れ促進を謳う）
NLD事務所捜索（バテイン、マンダレー）
14種類の査証ではなく、入国には国の特別の許可が必要

2月1日にヤンゴン空港が封鎖されてことで停止されていた国際線の運航は、一
時⾧期間の運休が噂されていたが、政府がコロナで困窮している海外在住者の
帰国を支援する救援フライトの運航を表明したことで、解消された。在東京日
本大使館の発表によれば、2月11日に日本からの救援便が運航される。また、
ミャンマー国営航空も、韓国及びマレーシアへの定期的な救援便の運航を2月15
日から開始する。

2月3日
2月4日付国営新聞の記事によれば、労働入国管理労働大臣は、省内の会議を開
催して職員に対して、非常事態宣言下では、入国に際しては、14種類の査証で
はなく、国の特別な許可が必要になるために、入国管理に特に注意するように
喚起している。
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国軍が「クーデター」を起こした理由

２０２０年の総選挙は選挙人名簿に不正があり、選挙管理委員
会はこの問題への対処を怠った。
この選挙人名簿を基に行われた総選挙は、国民主権の原則に反

している。
軍や一部の政党は、合法的手段でこの問題の解決を促したが、

これを無視して国会を強制的に開催することは、「憲法」の規
定する「国家主権を強制的手段を用い奪取しようとする企て」
にあたる。
このような企てに不満を抱く国民の間に不信が広がり、国家の

安定が脅かされる状況にあった。
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「クーデター」の正当化

 憲法に則って、政府に選挙の不正に対応するように要求してきた。
 クーデターではなく、憲法に則って権力の移譲を受けた。
 憲法に則り、暫定統治を行う。
 民主主義を推し進め、憲法に則った、自由で公平な選挙を実施する。

 憲法に則り、前大統領、国家最高顧問を裁く。⇒
大統領は、11月の時点で法を犯していたので、その時点から無効で
あったと主張すれば、副大統領が緊急事態宣言を出したのではなく、
大統領が出したことになり、今回の「クーデター」は全て憲法で説明
がつく。また、スーチー氏が有罪となれば被選挙権停止となる。

2008年の被選挙権に関する規程
Article 121条
The following persons shall not be entitled to be elected as the Pyithu
Hluttaw
representatives :
(a) a person serving prison term, having been convicted by the Court 
concerned for having committed an offence;
(b) a person who has no right to be elected a Pyithu Hluttaw representative
due to having committed an offence relating to disqualification for the Pyithu
Hluttaw representative and being convicted for such offence, unless the
period specified by the authority for him has not expired, before or after
the Constitution comes into operation;
(c) person who is of unsound mind as adjudged by the relevant law;
(d) person who is an undischarged insolvent as being declared by the 
relevant court;
(e) person who owes allegiance to a foreign government, or subject to a
foreign government or a citizen of a foreign country;
(f) person who is entitled to enjoy the rights and privileges of a subject of a
foreign government or a citizen of a foreign country;
(g) person himself or is of a member of an organization who obtains and
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utilizes directly or indirectly the support of money, land, housing, building,
vehicle, property, so forth, from government or religious organization or other 
organizations of a foreign country;
(h) person himself or is of a member of an organization who abets the act of
inciting, giving speech, conversing or issuing declaration to vote or not to
vote based on religion for political purpose;
(i) member of a religious order;
(j) Civil Services personnel;
Proviso: The expression shall not be applied to Civil Services personnel 
including the Defence Services personnel selected and appointed in the 
Hluttaws and organizations formed under the Constitution.
(k) person himself or is of a member of an organization who obtains and
utilizes directly or indirectly the State-owned money, land, housing, building,
vehicle, property, so forth;
Proviso: 
(i) The expression ‘State-owned money’ does not include pension, allowance, 
money or salary, allowances, money officially granted by the Union for 
services rendered for the benefit of the Union;
(ii) The expression ‘State-owned land, housing, building, vehicles and 
property’ does not include State-owned land, housing, building and 
apartments, other building and apartments, State-owned aircraft, trains, 
vessels and motor vehicles and property, so forth, which have been 
permitted by the Union to be used under an existing law or as required by 
duty, or leased from the Union on payment.
(l) a person who has no right to be elected a Pyithu Hluttaw representative
due to having committed a malpractice under relating to the Election Law
or acting an omission relating to disqualification for a Pyithu Hluttaw
representative being convicted under the Election Law, the period specified
by the authority for him has not expired, before or after the Constitution
comes into operation.
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「クーデター」に至る経緯 その１

総選挙前、従来は国軍基地内で行われた投票が、基地外に設営
された投票所で行うことが決定された。また、7月に公表された
選挙人名簿は、従来にない規模で間違いが指摘されていた。
国軍は選挙結果を受け、選挙に不正があったとして独自の調査

を実施し、その結果を公表したが、選挙管理委員会はこれに対
する協力を一貫して拒否していた。（一千万人規模での不正）
国軍選出議員とUSDPは、この問題を話し合うための臨時国会

の開催を要求したが、拒否された。
USDPは、大統領および選挙管理委員会が、権限を逸脱してい

るとして、最高裁判所に令状を発給し審査を行うよう申請

選挙をめぐる国軍の声明

2020.11.02 

2020.11.30 https://cincds.gov.mm/node/9903

2020.12.10 https://cincds.gov.mm/node/9977

2021.01.14 https://cincds.gov.mm/node/10283

2021.01.20 https://cincds.gov.mm/node/10331
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「クーデター」に至る経緯 その２
1月26日、国軍報道官は、現在の状況を政治的危

機であると指摘し、国軍によるクーデターの可能
性を示唆した。
1月27日、国軍司令官が士官学校の教員及び生徒

に対する挨拶の中で、「憲法を順守する必要があ
る、法律が順守されない場合は、憲法を廃止しな
ければならない」と言及したとの報道
1月28日、政府と国軍が非公式に話し合うも決裂
1月30日、国軍は声明を発表し、一部の報道を否

定し、憲法！を遵守する旨を説明。

クーデター前には、USDP支持者らによる抗議集会が、首都ネピドーやヤンゴンで行われていた。
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では、本当の理由は？

アウンサンスーチー政権が、憲法を改正し国軍の政治に対する

関与が脅かされる恐れがあったから

ミンアウンライン国軍最高司令官が大統領になりたかったから

国軍の面目が潰れそうだったから

本当の理由は、最高司令官個人の欲望の実現ではなく、軍の統制維持にあった
のではないかと考える。国軍将校の多くは、士官学校の卒業英であり、入学し
た当時はエリートばかりが集う難関校であった。命を懸けてまで、偉くなろう
と我慢し、エリートコースを歩んできた将校がまだ、数多く現役で活躍してい
る。NLD政権下では、このような将校が活躍する道が閉ざされてきた。また、
軍は、選挙に負けたと思いながらも、憲法に従い、それにチャレンジしようと
した。しかし、NLD政権側は、ただ民意を反映しない軍による一方的な行動と
いうだけで、憲法上はとれたはずの対応を一方的に拒絶していた。軍のトップ
として、このような軍のプライドを傷つけるような取り扱いを受け続ければ、
この組織をコントールできなくなるという恐れが、今回の一連の事件の背景に
あったのではないか。

8



緊急事態宣言が出されたことで

大統領令に基づく緊急事態宣言の期間は1年間（憲法第417条）
国権が国軍総司令官に移譲されたことで、大統領および副大統

領を除いて職務停止。議会は自動的に解散（憲法第418条）
人民代表院、民族代表院議⾧は、連邦議会が終了した後も引き

続きその地位に留まる。（憲法第424条）
国防治安評議会に対する申立てがあった場合には、緊急事態宣

言を６カ月間、２回まで延⾧可能（憲法第425条）
国軍総司令官が国権を再移譲してから、６か月以内に総選挙を

実施（憲法第429条）

ミャンマー連邦共和国2008年

Article 417
If there arises or if there is sufficient reason for a state of emergency to arise 
that may disintegrate the Union or disintegrate national solidarity or that may 
cause the loss of sovereignty, due to acts or attempts to take over the 
sovereignty of the Union by insurgency, violence and wrongful forcible means, 
the President may, after co-ordinating with the National Defence and 
Security Council, promulgate an ordinance and declare a state of emergency. 
In the said ordinance, it shall be stated that the area where the state of 
emergency in operation is the entire Nation and the specified duration is 
one year from the day of promulgation.

Article 148
(a) In the matter concerning the declaration of the state of emergency 
according to Section 417, the President shall declare the transferring of 
legislative,
executive and judicial powers of the Union to the Commander-in-Chief of the 
Defence Services to enable him to carry out necessary measures to
speedily restore its original situation in the Union. It shall be deemed that 
the legislative functions of all Hluttaws and leading bodies shall be 
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suspended
from the day of declaration. It shall also be deemed that on the expiry of the 
term of the said Hluttaws, the relevant Hluttaws have been dissolved
automatically. 
(b) Notwithstanding anything contained in the Constitution, commencing from 
the day of transfer of the sovereign power to the Commander-in-Chief of
the Defence Services, it shall be deemed that the members appointed and 
assigned duties by approval of the relevant Hluttaws in accord with the
Constitution, Self-Administered Division Leading Bodies or the members of 
Self-Administered Zone Leading Bodies, with the exception of the
President and the Vice-Presidents, have been terminated from duty.

Article 424
Notwithstanding that the term of the Pyidaungsu Hluttaw has expired, the 
President and the Vice-Presidents, or the Speaker of the Pyithu Hluttaw 
and the Speaker of the Amyotha Hluttaw shall remain in their office until 
the new President and the new VicePresidents, or the new Speaker of the 
Pyithu Hluttaw and the new Speaker of the Amyotha Hluttaw have been 
elected in accord with the Constitution.

Article 425
The National Defence and Security Council may, if the Commander-in-Chief of 
the Defence Services submits the extension of the prescribed duration by 
giving reasons
why he has not been able to accomplish the assigned duties, on the expiry of 
the term of the Pyidaungsu Hluttaw, normally permit two extensions of the 
prescribed duration for a term of six months for each extension.

Article 429
The National Defence and Security Council shall hold the general election in 
accord with the provisions of the Constitution within a duration of six months 
commencing from the day on which the ordinance is annulled under 
Section 426.
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「クーデター」後の政治体制

国軍最高司令官をトップとする
連邦行政評議会を設立
各地域・州を管轄する地方行政

評議会を設立
USDP政権の閣僚経験者や次官等

その分野に精通した人物を大臣に
任命
人権委員会、汚職撲滅委員会は、

人事を一新せず。
選挙管理委員会の人事入れ替え

連邦行政評議会

大臣 地方評議会議⾧

評議会議⾧
（国軍最高司令官）

大統領

副大統領

外交、経済政策は、前政権の政策を変更しない旨をミャンマー商工会議所連盟の代表者に伝えた。

連邦行政評議会には、
Senior General Min Aung Hlaing 国軍総司令官
Vice-Senior General Soe Win 国軍副司令官 
General Mya Tun Oo 元防衛大臣 
General Tin Aung San 海軍司令官 
General Maung Maung Kyaw 空軍司令官
Lt. General Moe Myint Tun 陸軍司令官 元ネピドー地域司令官等
Lt. General Aung Lin Dwe 軍法務部⾧
Lt. General Ye Win Oo 諜報機関の⾧ の他、

NLDから分裂した政党である国民民主戦線党（NDF）党首（U Khin Maung
Swe ）新国民民主党党首（U Thein Nyunt)、元シャン州議会議⾧（U Sai Lone
Saing)、カレン民族同盟元幹部（Pado Man Nyein Mang）、アラカン民族党幹
部（Daw Aye Nu Sein ）、KySDP幹部（Saw Dainel)、チン民族の有力者(U 
Maung Har) 等が入る。。

外務大臣 U Wonna Maung Lwin （元外務大臣）、計画財務工業大臣 U Win 
Shein （元財務大臣、元投資委員会委員⾧）、投資対外経済関係大臣 U Aung 
Naing Oo (元同省次官）、国際協力大臣 U Ko Ko Hlaing （元大統領府外交アド
バイザー）、労働入国管理人口大臣 U Myint Kyaing （元同省次官）、保健ス
ポーツ大臣 U Thet Khaing Win (元同省次官）、天然資源環境保全大臣 U Khin  
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Maung Yi （元同省次官）、建設大臣 U Shwe Lay （元同省次官）、運輸通信省
General Tin Aung San （元海軍司令官）、社会福祉・救済再復興大臣 Thet
Thet Khaing （人民先駆者党党首）

地域・州行政評議会、郡地域・州評議会、市行政評議会が組織され、それぞれの
評議会には、軍の代表者1名が入ると共に、地域代表者代表者1名が入る。また、
選挙人名簿の正確性をアピールしたいのか、入国管理人口局のそれぞれのレベル
の⾧が入っている。

軍政府は、当初司法の人事には手を付けない旨を発表していたが、突如最高裁判
所裁判官の一部および一部の高等裁判所⾧の人事を一新した。

軍政府は、外交、行政、経済方針については、これまでの政策を変更することは
ないと、ミャンマー商工会議所連盟の代表者を前に説明している。
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NLDの対応

2月5日に声明をFacebook上で発表
国軍による行為は憲法違反であり、国民の主権を無視している。
国民および公務員に平和的にこれに対抗するように呼びかける。

アウンサンスーチー氏は、クーデターを予想し準備していた？
拘束後、同氏のFacebook上に、国軍に対して国民一致団結して
反抗するよう訴える書面が公開される。（真偽は不明）

NLDは、2月2日に声明をFacebook上で発表
https://www.facebook.com/nldparty/photos/pcb.4405528762795824/440552
8649462502/
国軍による行為は憲法違反であり、国民の主権を無視している。
国家の発展や新型コロナ対策の妨げになるだけでなく、国軍の歴にも汚点を残
す。
アウンサンスーチー氏を含む拘束者全員を解放し、選挙結果を受け入れるよう
に要求する。
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少数民族武装勢力の反応

KNU：クーデタに懸念を表明、拘束者の釈放と民主化を支持
RCSS：

国軍は、少数民族との和平協議の継続は、新政権が取り組む重要
事項の一つであると表明
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各国の反応

アメリカ政府：クーデターを非難し、制裁復活の可能性を示唆
EU：国軍を非難し、国権を返上し、議会の速やかな開催を要求
国連事務局⾧：民主主義を遵守し、対話を通じた解決を要求
国連安保理：緊急事態宣言及びスーチー氏らの拘束に懸念表明
中国：当事者間相違解決を促し、政治的安定を望む立場から一転
韓国：選挙結果を尊重、スーチー氏解放要求、平和的解決を望む
インド：民主的な手続きを支持すると表明するも批難せず。
ASEAN：懸念を表明する国も、非難は避け、対話を通じて平和
的な解決や安定を望む旨を説明（シンガポール、マレーシア、イ
ンドネシア）

2月1日
アセアン議⾧声明
アセアン加盟国内での民主主義、法の支配、人権と自由の尊重を促し、政治的
安定を求める

2月2日
国連は安全保障理事会の非公開会議を開催するも、合意に至らず。

2月3日
G７声明
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000416.html
クーデターを非難、国軍に民主的に選ばれた政府に対して権力の返還を促す。

2月4日
国連安全保障理事会 プレスステートメント
https://www.un.org/press/en/2021/sc14430.doc.htm
緊急事態宣言の発令およびスーチー氏及び大統領等の拘束に対し懸念を表明。
拘束者の開放を求める声明を発表

中国
報道官コメント
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https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_66540
3/t1851304.shtml
国連安全保障理事会の行動が、ミャンマーでの政治的社会的安定につながるであ
ろう。
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日本政府の反応

２月１日外務大臣談話
本日（2月1日）、ミャンマーにおいて、緊急事態が宣言され、

民主化プロセスが損なわれる事態が生じていることに対し、重
大な懸念を有している。また、本日拘束されたアウン・サン・
スー・チー国家最高顧問を含む関係者の解放を求める。
日本政府は、これまで、ミャンマーにおける民主化プロセスを

強く支持してきており、これに逆行する動きに反対する。我が
国は、ミャンマーにおいて民主的な政治体制が早期に回復され
ることを、改めて国軍に対し強く求める。
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人々の反応
該当での大規模な反対集会は見られないもの

の、Facebook上では、「クーデター」に反対
する多くの市民がプロフィール写真を赤く染
めてアウンサンスーチー氏支持を表明
若手医療関係公務員などの間で、軍事独裁政

権下での勤務を拒否する出勤拒否や退職を表
明する不服従運動(Civil Disobedience)が拡大。
SNS上で国民に、夜の8時に銅鑼を鳴らして、

不服従を表明する呼びかけが急拡大。ヤンゴ
ン市内では多くの市民が賛同し、鍋を鳴らす
音が鳴り響く。
日本を含む海外では、在外ミャンマー人の抗

議活動が活発化

不服従運動（Civil Disobedience Movement)は、広がりを見せ、医療関係者だ
けでなく、様々な分野の公務員が賛同。赤いリボンと指を3本立てるポーズで賛
意を表す集合写真を撮り、ソーシャルメディアに投稿する動きが広がる。
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人々の反応

退去を無視してネピドーに留まる一部国会議員が独自の「国
会」を召集。選挙管理委員会は、議員任命状の無効を宣言。
2月4日ヤンゴンやマンダレーでは、街頭集会が行われ、一部参

加者が拘束された。2月5日には、ヤンゴンの大学構内でもデモ
が行われるなど、広がりを見せている。
軍関連企業に対する不買運動も広がりを見せている。

NLD議員Phyu Phyu Thinらが主導し、議員宿舎に留まっていた70名の議員が、
議員が集まる場所が国会であるとして独自の「国会」の開催を宣言。既に帰宅
していた議員に対してもインターネットを経由して賛同を売ったた。国軍は、
議員らに退去を勧告、最後まで議員宿舎に居座っていた国会議員を強制的に排
除した。（2月4日）国軍のもとで新たに組織された選挙管理委員会は、声明を
発表し、選挙人名簿に大きな不正があったことを理由として、既に発行済みの
議員任命状が無効であることを宣言した。
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ミャンマー通なら無視できない「巷の噂」

国軍の一部の部隊が、国軍最高司令官のクーデターを非難
国軍最高司令官は、ロシアに亡命する準備をしている。
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軍事政権による対応

医療関係者の不服従運動に対抗し、軍病院を
一般に開放
国軍によるFacebookへの接続を遮断。人々は、

VPN経由で接続を継続するか、Twitterにを使
用して、この遮断を回避。
集会実施者へのゴム弾の発砲や拘束、出勤を

拒否する政府系医療関係者の逮捕を警察に命
じる文章がSNS上に出回る。実際に逮捕者が
出ている。（右写真）

暴力による弾圧の動きが高まっている。

Facebookの遮断に合わせて、国軍報道部もFacebook上での発信を一時控えてい
たが、効果が無いと悟ったのか、再びFacebook上での発信を開始。

18


