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  第 71 号（2017 年 4 月号） 

 

 

今月のトピック 

1. ミャンマー ： 新投資法ついに施行へ～ネガティブリストの公布 

2. インドネシア ： 外国投資に関する BKPM 説明会（2017 年 3 月 29 日） 

3. タイ ： 電子商取引事業者に対する新規制の公表 

 

今月のコラム －ミャンマー伝統の美しい色合い－ 

 

 

はじめに 

 

このたび、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・南アジ

ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights 第 71

号（2017 年 4 月号）を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務

展開の一助となれば幸いに存じます。 

 

1. ミャンマー：新投資法ついに施行へ～ネガティブリストの公布 

 

ミャンマー新投資法に関しては 2017 年 4 月の施行を目指した細則の公布が行われて

きました。このうち公布が遅れていたネガティブリストが 2017 年 4 月 10 日にようや

く公布され、すべての細則がそろったことにより、いよいよ投資法が施行されることと

なりました。新投資法についてはこれまでも本レターで取り上げてきましたが、本号で

はネガティブリストの注目点について解説します。 

 

(1) 大の変更点～Trading 事業と輸出入の扱い 

 

ネガティブリストについては従来からドラフトが公開されていましたが、今般公布

された正式版は原則的にドラフトと大差ない内容となっています。しかしながら、大

きな変更点が 2 つあります。1 つは卸売及び小売事業（Trading 事業）の扱いです。

ドラフト段階と正式版では以下のような違いがあり、残念ながら規制緩和としては後

退しています。 

森・濱田松本法律事務所 アジアプラクティスグループ 

（編集責任者：弁護士 武川 丈士、弁護士 小松 岳志） 
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 ドラフト段階 正式版 

卸売事業 外資 100%での実施が可能 商業省の許可が必要 

小売事業 「ミニマート及びコンビニ」

 →外資参入禁止 

「929 ㎡超の小売」 

 →合弁強制 

「ミニマート及びコンビニ（929 ㎡以下のもの）」 

 →外資参入禁止 

「小売一般」 

 →商業省の許可が必要 

 

2 つ目の変更点は輸出入の扱いです。ネガティブリスト正式版の注 3 において「輸

出入は商業省の政策に従って行われる」との記載が付記されており、これまでと同様

に外資による輸出入は困難になる可能性があります。ネガティブリスト正式版の公開

には予想以上の時間がかかりましたが、 終段階で商業省の巻き返しがあったことが

窺われます。 

 

(2) 問題点・論点 

 

上記の正式版の内容には様々な問題がありますが、ここでは今後どのようにミャン

マー政府（特に商業省）と折衝を進めるべきかという点も視野に入れつつ、問題点・

論点を指摘したいと思います。 

 

Trading 事業に関する商業省の「許可」 

Trading 事業に対する規制のうち商業省の許可が必要との箇所については、文理

上外資だけでなくミャンマー内資にも適用される規制です。ミャンマー内資がこう

した許可をいちいち商業省から取得することは現実的ではないことを考えると、規

制の方法として杜撰であることは明らかであり、今後何らかの運用基準の明確化は

避けられないと思われます（つまり今後ミャンマー政府と協議する余地があると思

われます。）。この許可に際してミャンマー内資と外資に異なる取扱いをした場合に

は、日・ミャンマー投資協定における内国民待遇（日本とミャンマーの投資家を差

別しない）との関係等が問題となってくる余地がありそうです。 

また、ミニマート及びコンビニ（929 ㎡以下のもの）については、外資参入禁止

業種と定められましたが、外資参入禁止業種についても会社法改正後は外資割合

35%以下（予定）の会社の参入が認められるはずです。外資割合が 35%以下であっ

ても商業省が許可を出さない可能性があるかといった点についても検証が必要で

す。 

 

輸出入 

輸出入についても何らかの協議の余地がありそうです。旧外国投資法では MIC

許可を得た外国投資家は原材料や必要な設備等を輸入することができました。新投
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資法の下では MIC 許可を取得する業種が限定されており、MIC 許可の対象となら

ない業種については、MIC の判断により外国投資家が輸入を行うというルートが遮

断されることになります。例えば、新投資法の下では製造業が原材料を輸入するこ

とができる保証は存在しない（商業省の政策次第という）状態になってしまってい

ます。こうした状態が意図されていたとは思えず、輸出入についても何らかの運用

基準の明確化は避けられないと思われます。 

また、理論的にも商業省と議論する余地はありそうです。投資規則（Myanmar 

Investment Rules）の 230 条は「投資法の下で投資を行う投資家は投資に関連する

設備、物品及び物資を MIC からの特段の許可を得ることなく輸入することができ

る」と規定し、また、同 231 条では、「輸入に際してライセンス又は他の承認が必

要な場合には、投資家は当局に対して申請を行い、当局は法律の要件が充足されて

いる場合にはかかるライセンスを与えなければならない」と規定しています。輸出

入者登録、輸出入ライセンスの取得に際し、内資会社と外資会社で異なる取扱いを

する法律は存在しない以上、上記投資規則の条文によればミャンマー内資会社に輸

入が認められている場合に、外資会社が輸入することを否定することは出来ないは

ずです。前述のネガティブリストの注 3 はこれらの規定と矛盾する取扱いを商業省

の政策を理由として許す規定のようにも読めます。投資規則は計画財務省告示であ

り、ネガティブリストは MIC 告示ですが、一般的な理解としては前者の方が優先

するはずです。加えて、投資法 47 条は既に行われた投資の「運営」についてはミ

ャンマー内資と外資に差別的な取扱いをしてはならない旨を定めていますが、商業

省の輸出入に関する運用が投資法に違反する可能性もあると思われます。こうした

問題点を提起しながら商業省との間で合理的な運用基準を協議していくことが考

えられます。 

 

新投資法は投資規制を明確化・合理化するものであり全体として高く評価できる内容

となっています。そうした中で 終段階で行われた上記の修正は異質であり、今後日緬

の官民協議等も通じて内容の明確化が図られていくことが強く期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 武川 丈士 
 +65-6593-9752（シンガポール） 
 +95-1-255135（ヤンゴン） 

 takeshi.mukawa@mhmjapan.com 
 

弁護士 井上 淳 
 +95-1-255136（ヤンゴン） 

 atsushi.inoue@mhmjapan.com 

弁護士 眞鍋 佳奈 
 +65-6593-9762（シンガポール） 
 +95-1-255137（ヤンゴン） 

 kana.manabe@mhmjapan.com 
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2. インドネシア： 外国投資に関する BKPM 説明会（2017 年 3 月 29 日） 

 

インドネシアにおける外国投資を監督する投資調整庁（BKPM）は、2017 年 3 月 29

日に、外国投資に関する日本企業向けの説明会（「BKPM 説明会」）を開催しました。 

BKPM 説明会においては、外国投資に関する複数の論点についての説明がありました

ので、本号では、BKPM 説明会において触れられた論点のうち、特に皆様のご関心が高

いと思われる点について概要をご紹介します。 

 

(1) PMA 会社に要求される 低投資総額 

 

外国企業が 1 株でも株式を保有するインドネシアの会社（「PMA 会社」）が、イン

ドネシアにおいてビジネスを行うためには、原則として、BKPM から投資基本許可を

取得した後に、ビジネスライセンスを取得する必要があります。また、PMA 会社に

よるビジネスライセンス申請の際には、100 億ルピア（現時点の為替レートで約 8,375

万円）の 低投資総額の「実現」が必要とされています。ここでいう投資総額とは、

資本金、借入金を含み、土地・建物を除く投資金の総額を意味します。 

このように、法令上は、ビジネスライセンス申請時点で 低投資総額が実現されて

いることが要請されていますが、BKPM 説明会によれば、ビジネスライセンス申請時

点において 低投資総額が実現されていない場合であっても、①PMA 会社の 低資

本金額である 25 億ルピア（現時点の為替レートで約 2,094 万円）が払い込まれてい

れば、有効期間 1 年間の仮ビジネスライセンスを発行する、②当該仮ビジネスライセ

ンスについては、一度の更新は可能（更新時も有効期間 1 年間の仮ビジネスライセン

スが発行される）だが、二度目の更新は認められない、③ 初の申請から 2 年以内に

100 億ルピアの 低投資総額を実現できない場合には、仮ビジネスライセンスを取消

すという運用を行っている旨の説明がありました。 

この実務運用は、実際にビジネスを開始する前に、 低投資総額を実現することが

実務上困難な業種も存在することを踏まえた運用と理解できます。 

 

(2) ディストリビューター業について 

 

2016 年 5 月 18 日に施行された大統領令 2016 年第 44 号に付随するネガティブリ

スト（「2016 年ネガティブリスト」）においては、「生産と関連のない」ディストリビ

ューター業については、67%までの外国投資が可能とされており、他方で、「生産と

関連のある」ディストリビューター業については、100%の外国投資が可能とされて

います。 

 

資本関係に基づく関連性 

上記「生産との関連性」が認められるためには、既存の製造 PMA 会社と新たに



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHM Asian Legal Insights 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

設立するディストリビューターPMA 会社との間に資本関係に基づく関連性が存在

することが必要とされています。同関連性については、製造 PMA 会社との直接の

資本関係のみならず、製造 PMA 会社と共通の株主がいる場合（製造 PMA 会社と

兄弟会社の関係にある場合）も含まれます。 

従前は、共通の株主がいる場合に関し、当該株主が製造 PMA 会社に対して具体

的に何%の株式を保有していれば良いかという点については明らかではありませ

んでした。しかし、BKPM 説明会によれば、共通の株主がいるケースの場合は、当

該株主は製造 PMA 会社の 50%超の株式を有していることが「期待」される旨の説

明がありました。この制約は、外資 100%の例外が利用できる場面を限定しようと

する趣旨と思われます。 

 

生産と関連のあるディストリビューターPMA 会社が取り扱える製品 

また、BKPM 説明会では、生産と関連のあるディストリビューターPMA 会社が

取り扱うことができる製品としては、①製造 PMA 会社の製品のみならず、②製造

PMA 会社の海外親会社や海外兄弟会社の製品も含まれる旨の説明がありました。

②の製品については、同ディストリビューターPMA 会社が通常の輸入ライセンス

（API-U と呼ばれる販売業者向け輸入ライセンス）を取得して輸入することが可能

とのことです。 

同説明は、本レター第 62 号（2016 年 9 月号）においてご紹介した同ディストリ

ビューターPMA 会社が取り扱うことができる製品の範囲を大幅に拡大するものと

言えます。 

 

(3) デパートメントストア事業について 

 

2016 年ネガティブリストによれば、2,000m2 超のデパートメントストア事業は外

資に 100%開放されており、また、400m2から 2,000m2のデパートメントストア事業

は外資に 67%まで開放されています。 

BKPM 説明会では、現在、デパートメントストア事業を所管する商業省が、①外資

に 100%開放するデパートメントストアの 低面積を 2,500m2超に拡大すること、②

他方で、それ以下の面積のデパートメントストア事業については、一切外資の参入を

認めない取扱いとすることを検討している旨の説明がありました。引き続き状況の注

視が必要となります。 

 

今回の BKPM 説明会は、昨年 9 月の BKPM 説明会よりもさらに踏み込んだ点への解

説がなされたように思われます。もっとも、本号でご紹介した点については、実務運用・

解釈に関するものであり、現時点では、BKPM からの公式な見解書面が出されていない

ものであるため、そのつど変更がありうることも念頭に入れて、個別案件の遂行に際し

ては、現地専門家の意見等を踏まえて検討を進めることをお薦めします。 
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（ご参考） 

本レター第 62 号（2016 年 9 月号）

http://www.mhmjapan.com/content/files/00023431/20160921-040331.pdf 

 

 

 

 

 

 

3. タイ：電子商取引事業者に対する新規制の公表 

 

タイでは、電子商取引が急速に発展している一方で、電子商取引事業者に対する規制

はほとんど存在していませんでした。そのような状況の中、2017 年 3 月 17 日、商務省

商品・サービス価格中央委員会（Central Committee on Prices of Goods and Services, 

Ministry of Commerce）は、電子商取引における価格及び商品内容の表示に関する告示

（「本告示」）を公表し、本告示は翌 18 日付で施行されました。本告示は、電子商取引

システム又はオンラインで商品の販売又はサービスの提供を行うすべての事業者に対

して適用されることになります。本告示の概要は次のとおりです。 

 

 電子商取引事業者は、商品・サービス価格、型式、性質、寸法、重量、諸費用、

その他商品・サービスに関する詳細を、完全かつ明確に表示しなければならない。 

 商品・サービス価格の表示にはアラビア数字を使用しなければならない（他の表

記と併記することは許容されている）。 

 商品・サービス価格とともに記載される商品・サービスの詳細説明にはタイ語を

使用しなければならない（他の言語と併記することは許容されている）。 

 実際に顧客に対して請求する商品・サービス価格は、オンライン上で表記されて

いる価格と同一でなければならない（オンライン上の表記価格よりも低い金額で

の請求は許容されている）。 

 上記の規制に違反した場合、電子商取引事業者には１万バーツ（現時点の為替レ

ートで約 3 万円）以下の罰金が科せられる。 

 

タイにおける電子商取引の発展状況を踏まえると、今後も電子商取引の信頼性確保を

目的とする法令・規則等の制定が予想されます。本レターでは、引き続きこれらの動向

を注視し、随時 新情報の提供を行ってまいります。 

 

 

 

 

弁護士 竹内 哲 
（ジャカルタ Akset 法律事務所出向中） 
 03-6266-8573 

 tetsu.takeuchi@mhmjapan.com 
 

弁護士 立川 聡 
（ジャカルタ Akset 法律事務所出向中） 
 03-6266-8980 

 satoshi.tatsugawa@mhmjapan.com 

弁護士 河井 聡 
 +66-2-266-6485（Ext: 323）（バンコク） 

 satoshi.kawai@mhmjapan.com 
 

弁護士 パヌパン・ウドムスワンナクン 
 +66-2-633-8235（バンコク） 

 panupan.u@mhmjapan.com 

弁護士 二見 英知 
 +66-2-633-8350（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhmjapan.com 
 

弁護士 茨木 雅明 
 +66-2-633-8237（バンコク） 

 masaaki.ibaragi@mhmjapan.com 
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今月のコラム－ミャンマー伝統の美しい色合い－ 
 

ヤンゴンオフィスでの執務を開始して約 2 か月が経過し、ミャンマーでの生活にも少

しずつ慣れてきました。今回のコラムでは、まだまだミャンマー初心者の私が 近魅か

れている、「ミャンマー伝統の美しい色合い」についてお伝えしたいと思います。 

 

1. ロンジー 

ミャンマーの多くの人は、日常生活からフォーマルな場まで、伝統衣装である「ロン

ジー」を着用しています。街のあちこちにある布屋では、思わず立ち止まってしまうよ

うなカラフルで美しいロンジー用の布がたくさん陳列されています。 

 
このような布屋の前を通るたび、私も自分のロンジーを作りたい衝動に駆られていま

す。「でも正直、日本人の私がロンジーを着られる場面が思いつかない…」そんな悩み

を抱えていたところで、ひょんなことから、以下でご紹介する「ミャンマー舞踊」の存

在を知ることになりました。 

 

「ミャンマー舞踊」では、通常より

裾が長い点が特徴的ではあるものの、

女性はロンジーを着用して踊りを行い

ます。長くミャンマー舞踊を習ってい

る知人と共に初めてこの踊りを観たと

きには、「これを習えばロンジーが着ら

れる！」「しかも、日頃の運動不足も解

消できる！」と興奮し、教室に通うこ

とを即決しました。 

 

「常に中腰で手指と腰を反らせる」という基本ポジションの練習だけで膝を痛めた自

分が情けないものの、美しいロンジーを着て踊れる日を楽しみに、こつこつ頑張ってい

きたいと思っています。 
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2. ミャンマーの伝統菓子 

 

私の 近の楽しみのもうひとつに、ヤ

ンゴンの外国人向けスーパーの片隅にあ

る、ミャンマーの伝統菓子コーナーを物

色することがあります。どれもすごく甘

くて体には良くなさそうですが、見た目

の可愛さに魅かれて、毎回そのコーナー

を通る度に何かしら購入しています。 

 

以上でお伝えした通り、ミャンマーの伝統的な生活には美しい色合いが根付いており、

思っていた以上に女性にも適した生活環境のように感じています。 

 

（弁護士 保戸山 理恵） 

 

 

 

 

NEWS 

 Chambers Asia-Pacific Awards 2017 にて受賞しました 

2017 年 3 月 24 日にシンガポールで行われた、Chambers Asia-Pacific Awards 

2017 において、当事務所は Japan Domestic Law Advisors - Law Firm of the Year

を受賞しました。 

 

（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@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


