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  第 75 号（2017 年 8 月号） 

 

 

今月のトピック 

1. インドネシア ： 注目すべき近時の当局判断 

2. タイ ： 外国人就労の管理に関する緊急勅令の施行－不法就労外国

人労働者とその雇用者への罰則の強化と拡大－ 

3. ミャンマー ： 石油及び石油製品法の成立 

 

今月のコラム －パキスタンのラクダ－ 

 

 

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 75

号（2017 年 8 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. インドネシア：注目すべき近時の当局判断 

 

インドネシアにおいて、近時、当局より注目すべき 2 つの判断がなされましたので、

本号ではこれらの 2 つの当局判断をご紹介いたします。 

 

(1) 新 BANI 無効の一審判断 

 

インドネシアでは、1977 年に設立されたインドネシア仲裁機構（Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia）（「BANI」）がインドネシア国内で権威のある国内仲裁機関です

が、2015 年に BANI の創設者が全員亡くなったことを契機として、BANI 内部で新た

な団体設立の動きがあり、昨年 9 月 8 日、BANI とは別の新たな国内仲裁機関（BANI 

Pembaharuan）（「新 BANI」）が設立されました。 

新 BANI の設立については、法人等の設立を所管する法務人権大臣の決定により認

められていましたが、BANI はこれを争い、同決定の無効を求めて、行政裁判所に対

して訴訟を提起していました。行政裁判所は、本年 7 月 6 日に、BANI の主張を受け

入れ、新 BANI の設立を認めた法務人権大臣の決定は無効であると判断しました。今

回の行政裁判所の判決は、第一審の判決であり、同判決が控訴されている可能性もあ

るため、引き続き同訴訟の行方を注視する必要があります。 

なお、実務上は、BANI と新 BANI は名称が類似していることから、紛争解決条項

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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において、「BANI」を仲裁機関とする旨を定める場合には、いずれを仲裁機関とする

趣旨か一見して分かるように、仲裁機関の住所を記載する等の特定を行うことが望ま

しい対応と考えます。 

 

(2) KPK による法人犯罪処罰規定の初執行 

 

インドネシアにおいては、法人犯罪の処罰手続が不明確であったため、公務員贈賄

等の事案において、法人が起訴される案件はまれでしたが、2016 年 12 月 29 日に

高裁判所規則 2016 年第 13 号が施行され、法人犯罪の処罰手続が明確になりました。

同規則によれば、犯罪行為が、法人と雇用関係等にある者によってなされる場合、又

は会社の業務の範囲外であるか範囲内であるかを問わず会社のためになされた場合

には、法人は刑事責任を問われうることになりました。 

インドネシアの汚職撲滅委員会（KPK）は、本年 7 月 24 日、国立大学病院の建設

受注に関してなされた汚職被疑事案に関して、インドネシアの上場会社を捜査中であ

る旨公表しました。同事案については、KPK は、2015 年 10 月に、当該上場会社の

社長個人と国立大学の委員個人の嫌疑を捜査する旨を既に公表していましたが、会社

については捜査の対象外でした。今般の KPK による公表は、2016 年第 13 号規則が

施行されてから初の KPK による法人処罰を念頭に入れた捜査事例として注目されま

す。 

 

 

 

 

 

 

2. タイ：外国人就労の管理に関する緊急勅令の施行－不法就労外国人

労働者とその雇用者への罰則の強化と拡大－ 

 

2017年 6月 23日、「2017年外国人就労の管理に関する緊急勅令」（Emergency Decree 

on Administration of Alien Working B.E. 2560 (2017)）（「本緊急勅令」）が施行されまし

た。また、これに続き、2017 年 7 月 4 日、国家平和秩序評議会（the National Council for 

Peace and Order）は、外国人就労の管理に関する問題解決の暫定措置命令（「本暫定措

置命令」）を発令しました。 

本緊急勅令は、従来の「外国人就労法（Alien Working Act B.E. 2551 (2008)）」及び

「2016 年タイ国内就労を目的とする外国人の入国に関する緊急勅令（Emergency 

Decree on Importation of Aliens to Work for Employers in the Country B.E. 2559 

(2016)）」を廃止し、外国人のタイ国内での就労について新たなルールを規定するもの

です。但し、現時点では、本緊急勅令の細則が公布されていないため、本緊急勅令の内
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容に反しない限り、上記二つの旧法令における細則が引き続き効力を有することとされ

ています。 

 

本緊急勅令の目的は、タイにおける外国人就労者をより組織的かつ効率的に管理する

こと、そして法令に従わない場合に雇用主（使用者）と外国人就労者の両者に対しより

厳格な罰則を科すこと、さらに、タイにおける人身売買問題にも対応することとされて

います。但し、本緊急勅令の内容に直ちに対応することが時間的に難しいといった事情

も踏まえ、本暫定措置命令によって一定の猶予期間等が設定されています。 

 

本緊急勅令の主な内容は以下のとおりです。特徴的な点としては、雇用主の罰則が（従

前の違反行為単位ではなく）違反就労者一人につき科されるという点が挙げられます

（したがって、例えば一雇用主において違反外国人就労者が 2 人いれば、雇用主には下

記の上限の 2 倍の罰則まで科される可能性があることとなります。）。 

 

 
違反行為 

雇用主に対する罰則（下記は

違反就労者一人ごとの罰則）
違反外国人に対する罰則 

1 ・ 就労許可（Work Permit）

なく就労した場合 

・ 外国人の就労が禁止さ

れている業務を行った

場合 

400,000～800,000 バーツ（現

在の為替レートで約 130万円

～260 万円）の罰金 

5 年以下の懲役若しくは

2,000～ 100,000 バーツ

（現在の為替レートで約

7,000 円～33 万円）の罰

金又はその併科 

2 就労許可（Work Permit）

に記載の許可就労内容と

異なる業務を行った場合 

大 400,000 バーツ（現在の

為替レートで約 130 万円）の

罰金 

大 100,000 バーツ（現

在の為替レートで約 33 万

円）の罰金 

3 外 国 人 か ら 就 労 許 可

（Work Permit）又はその

他の重要な身元確認書類

を没収した場合 

6 か月以下の懲役若しくは

100,000 バーツ（現在の為替

レートで約 33 万円）以下の

罰金又はその併科 

N/A 

4 必要な許認可無く外国人

労働者紹介業を行った場

合 

1 年～3 年の懲役若しくは

200,000～600,000バーツ（現

在の為替レートで約 66 万円

～200 万円）の罰金又はその

併科 

N/A 

 

本暫定措置命令により、労働省は同命令から 120 日以内に、本緊急勅令の適切な施

行・運用に必要な対応策を内閣に提出することとされています。本緊急勅令の細則の内

容次第では、在タイ日系企業の日本人駐在員や周辺国からの労働者等の就労許可（Work 

Permit）の要件や手続等について影響が生じる可能性が否定できないため、細則の公
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布・施行のタイミングを含め、引き続きフォローアップしていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー：石油及び石油製品法の成立 

 

1. 経緯 

 

ミャンマーにおけるガソリン、LNG、LPG 等の輸入販売事業に関しては、 近外

国企業の関心が高まっているところです。そのような中、これらの取扱いに関する規

制である石油及び石油製品法（Petroleum and Petroleum Products Law）（「新法」）が

2017 年 8 月 1 日に成立し、即日施行されました。これにより、石油法（Petroleum Act）

（「旧法」）は廃止されました。 

 

2. 新法の概要 

 

(1) 事業ライセンス制度 

 

(a) 事業ライセンス制度の導入 

 

新法は、原油、コンデンセート及び天然ガス等の炭化水素混合物から成る化石燃

料を「石油」、ガソリン、圧縮天然ガス（CNG）、液化天然ガス（LNG）及び液化石

油ガス（LPG）等の石油精製物を「石油製品」と定義しています。そして、石油及

び石油製品の「輸出入、輸送、運搬、貯蔵、保有、精製、流通、販売等」（「石油及

び石油製品業」）の実施については、各事業の監督官庁から許認可（事業ライセンス）

を受けなければならないと定めています。 

なお、旧法では事業ライセンスに関する規定は明確に存在せず、2013 年に旧エネ

ルギー省（現在の電力・エネルギー省）が公表した告示に基づくライセンス制度が

運用されていました。今後、ガソリン、LNG、LPG 等の輸入販売事業に参入するに

際しては、新法に明記された事業ライセンス制度に基づき、実施事業に必要なライ

センスを取得することが必要となります。 
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(b) 事業ライセンス制度の概要 

 

新法の下での主たるライセンスは、電力・エネルギー省による事業ライセンスで

す。それ以外にも、事業内容により複数の監督官庁から関係する事業ライセンスを

取得する必要があります。旧法の下でも、輸出入に関しては商業省、貯蔵に関して

は天然資源・環境保全省からそれぞれライセンスを取得する必要がありましたが、

新法はこの運用を踏襲し法律に明文化したものといえます。新法に定める事業類型

毎の監督官庁は下表のとおりです。 

 

監督官庁 類型 

電力・エネルギー省 
精製、パイプラインによる輸送、卸売、小売、検査

を行うことに関する許可 

商業省 輸出入に関する許可 

運輸・通信省 
車輛・船舶・はしけといった運搬手段（「運搬手段」）

の許可 

天然資源・環境保全省 
貯蔵タンク及び倉庫の許可 

運搬手段による輸送を行うことの許可 

 

(2) 石油及び石油製品業監督委員会の設置 

 

新法により、石油及び石油製品業監督委員会（「監督委員会」）が新たに設置されま

す。監督委員会は、石油及び石油製品業の監督を行うとされています。また、新法の

下での事業ライセンスには、上記(1)のとおり複数の監督官庁が関係することもあり、

これらの省庁間の権限分配・調整を行うことも企図されています。 

なお、ミャンマーでは、法律において委員会や審議会等の設置が定められた場合で

あっても、予定通りに設置がなされず、そのために関係実務が停滞するといった事態

がしばしば見られるところです。監督委員会については、その設置の有無により実務

上どの程度の影響があるかは今のところ明らかではありませんが、その動向について

は今後注意していく必要がありそうです。 

 

(3) 既存事業に関する経過措置 

 

旧法の下で取得された事業ライセンスは、その有効期間中、新法の下でも引き続き

有効なものとして取り扱われると定められており、ライセンスを維持するために新法

に基づく新たな手続を行うことは特に求められていません。但し、今後新法の下で従

前とは異なる規制が新しく定められた場合には、既存事業者は新たな規制に準拠した

管理計画を作成し、電力・エネルギー省の承認を受けなければならないとされていま

す。新法に基づく施行規則により、今後どのような規制が定められるか、電力・エネ
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ルギー省を含む当局の今後の動向を注視していく必要があります。 
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今月のコラム－パキスタンのラクダ－ 
 

今年の 7 月にパキスタンのカラチを訪問して来ました。このニュースレターをお読み

の方でも余り馴染みのない国かもしれませんが、パキスタンはインドとアフガニスタン

の間にある国です。人口も現在では 2 億人を超えると言われています。個人的な話とな

り恐縮ですが、筆者は子供の頃、両親とカラチ（パキスタンの 大の都市です）に住ん

でいたことがあり、その時以来の 20 数年ぶりの訪問でした。 

 

カラチの訪問の際に、一番やりたかったこととして、クリフトン海岸でラクダに乗る

ということがありました。子供の頃にここでラクダに乗って、大変に楽しかった記憶が

あったからです。カラチ駐在の方に聞いてみると、今でもクリフトン海岸ではラクダが

いて、それに乗れるとのこと。。。ドキドキしながら行ってみると、いました、ラクダ。

昔と変わらず、いや、もっと

派手になったような飾りをつ

けたラクダです。ラクダは結

構背が高く、乗るときには座

ってくれた状態で乗りますが、

立ち上がる時に 2 回、前後に

がくんがくんと揺れるのでそ

こで落ちないようにきちんと

しがみ付いている必要がある

というコツがあります。立つ

と相当の高さになりますので、

ラクダに乗って海岸を歩くと目線も変わり、風も心なしかさわやかに吹いて大変気持ち

がいいものです。気になるお値段は、現地の方に交渉していただいて 1 名あたり約 100

円程度でした。これだけ楽しくて 100 円とは、大変にお得感があり、お勧めです。 

 

ラクダに乗る楽しさは昔と全く変わりませんでしたが、変わった所もありました。ま

ずはどこでも、皆スマートフォンを持っており、外国人（の特に女性でしょうか）は珍

しいのか、色々な場所で一緒に写真を撮ってほしいと言われました。また、 近は落ち

着いたようですが、やはり昔と比べると治安は余り良くないようです。そんな中でも現

地に駐在されている日本人の駐在員の方には本当に頭が下がりますが、この治安の問題

が改善されれば、日本からの投資もきっと増えることでしょう。そうなった時には今度

は是非、仕事で訪問する機会があればいいなあと思った旅でした。 

 

（弁護士 眞鍋 佳奈） 
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文献情報 

 論文 「東南アジア諸国における不動産関連事業に関する実務上の留意

点とその横断的説明の試み」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.38 

著者    川村 隆太郎、塙 晋、岸 寛樹 

 

 本 『ミャンマー法務 前線－理論と実務［第 2 版］』（2017 年 9 月刊

行予定） 

出版社   商事法務 

著者    武川 丈士、眞鍋 佳奈、井上 淳 

 

NEWS 

 田中 尚文 弁理士が入所しました 

2017 年 8 月 1 日付で、田中 尚文 弁理士が、当事務所に入所いたしました。 

田中弁理士は、国内の有力な弁理士事務所にて、長年にわたり国内及び国際的な

商標業務を幅広く担当しており、同分野における豊富な知識及び経験を有し、多

くの依頼者に信頼されてまいりました。 

田中弁理士の入所により、弁護士及び弁理士が一体となった総合的な知的財産関

連サービスを、さらに充実した体制で提供できるように、努めてまいる所存です。 

 

 

 

 

（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 


