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今月のトピック 
1. インド ： 内閣による FDIポリシー改正の承認 
2. ベトナム ： 国営企業の民営化 
3. ミャンマー① ： コンドミニアム規則の制定 
4. ミャンマー② ： 国家委員会による最低賃金改訂案の公表 
 
今月のコラム －バンコク将棋だより－ 

 

 

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 81

号（2018 年 1 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：内閣によるFDIポリシー改正の承認 
 

2018年 1月、インド内閣は、外資規制全般を集約している FDIポリシーの改正を承

認する旨を発表しました。今般の FDIポリシーの改正は、単一ブランド小売業、不動産

事業、民間航空業等への外国直接投資に関する内容となっています。 

今般の FDIポリシーの改正の主な内容は、以下のとおりです。 

 

・ 従前の FDIポリシーでは、単一ブランド小売業を営む会社に対しては、49%の出資

比率までは政府による事前の承認が不要で事後の報告のみで足りる自動ルートに

よる外国直接投資が認められていた一方、49%を超える出資比率については政府の

事前承認を要する政府ルートによってのみ外国直接投資を行うことが認められて

いました。これが、改正 FDI ポリシーの下では、100%の出資比率まで自動ルート

による外国直接投資が認められることとなりました。また、FDIポリシーでは、従

前より、単一ブランド小売業を営む会社に対して 51%を超える外国直接投資がなさ

れている場合には調達額の総額の 30%はインド国内から調達しなければならない

とする国内調達基準が定められてきました。この国内調達基準は今回の改正でも撤

廃されず残っていますが、今回の改正の下、単一ブランド小売業を営む会社がイン

ド国外に居住する主体である場合、事業開始から 5年間は、ある会計年度における

インド国内からの調達額が前会計年度におけるインド国内からの調達額を上回れ
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ば、国内調達基準の充足に替えることが許されることとされています。なお、この

場合でも、事業開始から 5年間経過後は、1年ごとに国内調達基準を満たすことが

要求される点にご留意ください。 

・ FDIポリシーにおいては、不動産事業とは、利益を得ることを目的として不動産を

取り扱う事業と定義されているところ、今般の改正 FDIポリシーにおいて、不動産

仲介業は不動産事業に当たらないことが明らかにされました。その結果、不動産仲

介業を営む会社に対しては、100%の出資比率まで自動ルートによる外国直接投資

が認められることとなりました。 

・ 従前の FDIポリシーでは、インドのナショナル・フラッグ・キャリアであるエア・

インディアに対して外国の航空会社が直接投資することは認められていませんで

した。これが、改正 FDIポリシーの下では、外国の航空会社も 49%の出資比率まで

は政府ルートによるエア・インディアに対する直接投資が認められることとなりま

した。 

    

上記のとおり、改正 FDIポリシーの下では、外国直接投資規制の緩和が行われており、

インドに対する外国直接投資がより促進される方向に進んでいるものと評価すること

ができようかと思われます。当該改正 FDIポリシーが発効した後の外資規制の動向を引

き続き注視していく必要があります。 

 

 

2. ベトナム：国営企業の民営化 
 

ここ数年、ベトナムでは、国営企業の民営化が加速しています。政府による国営企業

の株式売却計画によれば、国営企業の民営化を進めて経営効率化を図るために、2020

年までに国営企業 406社について、政府が保有する株式を売却する予定となっています。 

 

例えば、ベトナム航空（Vietnam Airlines JSC）については、2019年までに政府保有

株の 86.2%のうち 35.2%を売却し、政府出資比率を 51%に引き下げることを目指して

おり、また、ビール最大手サイゴンビール・アルコール飲料総公社（Saigon Beer - Alcohol 

- Beverage Corporation、通称「サベコ」）は、2017年 12月 18日に約 5割の株式を売

却するために入札を実施し、タイのビバレッジ社が少なくとも 25%を総額 20億ドル程

度で取得する見込みとなっています。 

また、2017年 12月 8日に公布された首相決定（No. 1979/QD-TTg）によれば、ペト

ロベトナム石油会社（PetroVietnam Oil Corporation、通称「PV OIL」）も民営化を進め

ており、国営企業であるペトロベトナム社（PetroVietnam）による PV OILの持ち株比

率を 35.1%まで引き下げる予定です。また、2017年 12月 29日に公布された首相決定
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（No. 2133/QD-TTg）によれば、南ベトナム食品会社（Vietnam Southern Food 

Corporation、通称「Vinafood 2」）も民営化を進めており、政府保有株の比率を 51%ま

で引き下げる予定です。 

 

こうした背景の下、ベトナム政府は、国営企業の民営化をより円滑に進めるため、

Decree No. 59/2011/ND-CP（2011年 9月 5日施行）（「旧 Decree」）に取って代わる国

営企業の民営化に関する Decree No. 126/2017/ND-CPを発布し、同 Decreeは 2018年

1月 1日から施行されました（「新 Decree」）。 

新 Decree によれば、戦略投資家のロックアップ期間は 3 年と規定され、旧 Decree

で規定されていた 5年から 3年に短縮することによって、戦略投資家がより民営化に参

画しやすい環境を整備しています。 

また、新 Decreeは、国営企業の価値算定方法についても詳細な規定を設け、企業価

値の算定については、ブランド価値を含めて計算するものとし、ブランド価値の算定方

法として、企業価値算定時から過去 5年間のブランドの設立に使用したコストやブラン

ドを保護するために生じたコストを含むものとしました。これらのコストには、具体的

に、会社設立費用、従業員のトレーニング費用、広告費用（国内外を問わない）、会社

のウェブサイトの開設費用が含まれると規定されています。なお、この規定の背景には、

旧 Decreeには企業価値の算定基準に関する明確なるルールがなかったことから、ベト

ナム長編映画スタジオ社（Vietnam Feature Film Studio）の民営化時にそのブランド価

値がゼロと算定されたことを受け、かかるケースと類似のケースを避けることが意図さ

れているものと思われます。 

 

以上より、ベトナムの国営企業の民営化については、今後ますます事例が増えること

が予想され、法令の整備・改善が進んではいるものの、法令上及び実務上もまだまだ不

透明な部分も多いことから、今度の動向を注視しながら、民営化の参画には関しては慎

重な調査・検討を行うことが望ましいと思われます。 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー①：コンドミニアム規則の制定 
       

建設省は、2017年 12月 7日付でコンドミニアム規則（Condominium Rules）を制定

しました（「本規則」）。ミャンマーでは 2016年にコンドミニアム法（「本法」）が施行さ

れましたが、運用細則が存在しなかったため、本法が事実上施行されない状態が続いて

いました。本規則の制定により、コンドミニアム分譲事業に明確な法的根拠が与えられ

ることになります。 
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(1) ミャンマーにおけるコンドミニアム分譲事業 

ミャンマーではこれまでもミャンマー内資企業を中心にコンドミニアム分譲事業

が行われてきました。もっとも、ミャンマー法では建物は土地の一部であると考えら

れているため、建物の一部（専有部分・ユニット）のみを所有し、販売することは法

的には説明が困難でした。また、外国人による不動産所有が禁止されていることから、

外国人に対するコンドミニアムの販売も困難でした。本法によりコンドミニアムの専

有部分を所有権の対象とすることや、一定の範囲で外国人に対する販売も認められる

ようになります。そのため、運用細則である本規則の制定が待たれていたところです。 

 

(2) 本規則の概要 

本規則の内容は多岐にわたります。概要としては、①コンドミニアム販売を行う事

業を許可制とする（新たな業規制の導入）、②コンドミニアム建設・分譲のための許

可（開発物件ごとの許可）、③分譲に関する行為規制（販売タイミングの規制、前渡

金の分別管理や外国人への販売上限等）、④コンドミニアムの登録（登記）制度、⑤

コンドミニアムの管理組合に関する規律等が定められています。 

 

(3) 外資事業者にとっての注目ポイント 

注目されていた外国人に対するコンドミニアム販売ですが、階数にかかわらず全体

の面積の 40%までとされています。 

 

外資事業者によるコンドミニアム分譲事業の可否ですが、外資事業者はコンドミニ

アムの開発分譲事業者（Developer）となることはできず、内資の Developer ととも

に共同開発事業者（Co-Developer）として事業に参画することが予定されているよう

に見受けられます。加えて、コンドミニアムの底地となりうる権利についても注目さ

れていましたが、明確に規定されていません。ミャンマーでは所有権に類似する権利

を外資会社が取得することはできず、外資会社が取得できるのはリースに類似する権

利のみです。本規則の規定からすると、リース類似の権利を底地の権利とすることは

困難な可能性が高いと考えられます。これらの理由から、外資事業者が本法及び本規

則に基づいて分譲事業を行うことには一定の制限が存在すると考えられます。もっと

も、これらの点は今後の実務運用の中で明らかになる部分も多く、今後の実務の進展

に注目が集まります。 

 
4. ミャンマー②：国家委員会による最低賃金改訂案の公表 

 
最低賃金の決定に関する国家委員会（「国家委員会」）は、2018年 1月 2日付Notification 

No. 1/2018（「本 Notification」）において、最低賃金法（Minimum Wages Law）に基づ

き、労働者の最低賃金を、1 時間 450 チャット（現在の為替レートで約 36 円）、日給

3,600チャット（現在の為替レートで約 288円）（8時間労働の場合。以下同じ）とする
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現在の金額から 33%引き上げ、1 時間 600 チャット（現在の為替レートで約 48 円）、

日給 4,800チャット（現在の為替レートで約 384円）へ改訂することを提案する旨を公

表しました。 

上記最低賃金額は、業種・勤務地域・職種・勤務形態を問わず等しく適用があるとさ

れています。一方で、雇用する労働者が 10 名以下の場合や家族経営の事業については

適用対象外とされています（この点、現行制度の下では雇用する労働者が 15 名以下の

場合は適用対象外とされております。本 Notification の内容がそのまま最終決定された

場合には、適用除外となる小規模な事業の範囲が若干縮小されることになります）。ま

た、経済特区（Special Economic Zone）の労働者についても、本 Notificationではなく、

管理委員会が別途定める最低賃金額の規制に服することとされています（2018 年 1 月

現在、かかる最低賃金は未制定です）。 

最低賃金法上、労働者に支払われるべき最低賃金の具体的な金額は、2年ごとの見直

しが予定されています。現在の最低賃金額は 2015年 8月の決定に基づくものであるこ

とから、2017年が見直しの年とされていました。本 Notificationにおける国家委員会の

提案については、2週間のパブリックコメント手続を経た後、政府の承認を得た上で最

終決定されるというプロセスが見込まれています。現地での報道によると、労使双方が

本 Notification において示された最低賃金額に反対しているとの情報もあり、最終的な

決定内容が注目されます。 

 

 
 
 
 
 

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 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

6 
 

 

 

今月のコラム－バンコク将棋だより－ 
 

私の趣味の一つは将棋です。毎日お昼の時間は、棋士の順位戦やタイトル戦等の棋譜

を眺めながらランチを食べるのが密かな楽しみです。 

 

昨年 2017 年は、藤井聡太四段の新記録 29 連勝達成をはじめ、将棋界にとって明る

いニュースが続きました。特に、羽生竜王の永世七冠達成、そして 2018年に入り国民

栄誉賞の授与というニュースは、一将棋ファンとして本当に嬉しいものでした。そのよ

うなニュースをきっかけとして、これまで将棋を指したことのないような方も、将棋に

興味を持つ人が増えているようで、とても嬉しい限りです。 

 

さて、そんな私は、自分で将棋を指すのも大好きです。去る

2017年の秋、バンコク日本人会において、将棋大会が開催され

ましたので参加してきました。昨今の将棋ブームを反映し、大

変盛況な大会でした。私が参加したのは、3つある一般の部のリ

ーグのうち真ん中の Aリーグで、6名参加、持ち時間約 15分ず

つの総当たり戦でした。 

 

 

 

結果は、途中ひどく形勢を損ねてしまう場面もあったものの、

指運も味方し、5戦全勝（1不戦勝）で優勝を果たすことがで

きました。内容としても、対振り飛車、横歩取り、角換わり、

とバラエティ豊かな戦型で、とても勉強させて頂きました。引

き続き研鑽を重ね、いつか 1 番上の S リーグに出場できるよ

う頑張りたいと思います。 

 

 

2018 年も、さらに将棋界が盛り上がると良いなと思います。最近、AI将棋ソフトの

進化により、一流棋士の方でもトップのソフトに勝つのは難しくなってきているようで

す。ただ、疲れを知らず終盤で全くミスをしない AI の将棋よりも、一手一手に熱と気

持ちのこもった人間同士の将棋に、より興奮と感動を覚えるのは私だけではないのでは

ないでしょうか。将棋を通して、AIが当たり前となるこれからの世の中において、人間

だけが生み出すことのできる価値とは何なのかを、改めて考えさせられます。 

 

 

 

（表彰式の様子） 

（将棋大会の対局風景※） 
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私は、2017年の初めからバンコクに駐在しており、この 1月で

2 年目に入りました。今年は、タイの法律実務についての知見を

益々深めるのはもちろんのこと、将棋の研鑽にも励み、ここバン

コクの地から、少しでも将棋界を盛り上げていければと思ってい

ます。もし、将棋を指すのが好きな方がいらっしゃれば、是非ご

一報ください。お手合わせできれば嬉しいです。今年も宜しくお

願い致します。 

 

（弁護士 塙 晋） 

※タイ国日本人会会報「クルンテープ」2017年 11月号より 
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