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第 94 号（2019 年 1 月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インド ： 電子商取引に関する FDI 規制の改訂 
2. ベトナム ： サイバーセキュリティー法に関する政令案の公表 
3. ミャンマー① ： 保険事業の外資開放 
4. ミャンマー② ： 外資サービス業への輸入ライセンスの解禁 
 
今月のコラム －タイの不思議なお寺－ 

 

 

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 94

号（2019 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：電子商取引に関する FDI 規制の改訂 
 

インド商工省（Ministry of Commerce and Industry）傘下の産業政策促進局

（Department of Industrial Policy & Promotion）は、2018 年 12 月 26 日、統合版 FDI

（Foreign Direct Investment）ポリシー（Consolidated FDI Policy）の電子商取引に関す

る条項を改訂するプレスノート（Press Note No.2 （2018 Series）：「本プレスノート」）

を公表し、2019 年 1 月 1 日より発効しました。 

    

    インドにおける電子商取引に関する FDI 規制では、現在、オンラインのネットワーク

上で行われる電子商取引に対して売買の場（プラットホーム）を提供しつつも、自らは

販売を行わない業務形態をマーケットプレイス型電子商取引と位置づけ、このような事

業への外国直接投資について 100％の出資が自動承認ルートで認められています。他方

で、電子商取引業者自身が商品・サービスの在庫を所有・管理し消費者に直接販売する

形態であるインベントリー型電子商取引への外国直接投資は認められていません。 

本プレスノートでは、マーケットプレイス型電子商取引業者（E-commerce 

marketplace entity：「EME」）に必要とされる主要な条件のいくつかにつき、以下のと

おり改訂がなされました。 

 

 

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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(1) 商品等の在庫に関する規制の強化 

 

従前、EME は、商品等の在庫に所有権を有してはならないものとされていたとこ

ろ、今回の改訂では、EME は、商品等の在庫に所有権のみならず、支配も及ぼして

はならないこととされました。そして、ある売主の総売上高の 25％を超える売上げ

が特定の EME 又はそのグループ企業から生じている場合、当該 EME は、当該売主

の在庫に支配を及ぼしているとみなされる旨が明らかにされました。また、EME 若

しくはそのグループ企業が資本参加している、又は EME 若しくはそのグループ企業

によってその在庫に支配が及ぼされている企業は、当該 EME 若しくはそのグループ

企業によって運営されているプラットホームにおいて商品を販売することが許され

ないことも明定されました。 

 

(2) EME によるサービス提供方法に関する規制 

 

従前、EME は、直接・間接を問わず、商品やサービスの値段に影響を及ぼしては

ならないとされていました。今回の改訂では、これに加えて、EME が提供するサー

ビス（履行、運送、保管、広告、マーケティング、支払い、ファイナンス等を含むが

これらに限られません。）は、EME が直接的又は間接的に資本参加している又は他社

と共通の支配を及ぼしている企業体により、公平かつ差別的でない方法により提供さ

れなければならないこと、EME のグループ企業による買主へのキャッシュバックは

公平かつ非差別的に行われなければならないこと、ある売主へ他の売主が適用を受け

られないような条件でサービスが提供された場合に当該サービス提供は不公平かつ

差別的とみなされること、等が新たに規定されました。 

 

(3) 囲い込み行為の禁止 

 

今回の改訂では、EME が商品の売主に対して自らが提供するプラットホームのみ

で商品を売るよう強制してはならない、という新たな規制が加えられました。 

 

今回の改訂は、マーケットプレイス型電子商取引に関する FDI 規制の内容を強化しつ

つも明確化するものであり、それによって外国企業の参入における予測可能性を高める

ものといえますが、今後のガイドラインの具体的な運用状況を依然注視していく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

弁護士 小山 洋平 

 03-5220-1824（東京） 
 yohei.koyama@mhmjapan.com 

 

弁護士 臼井 慶宜 

 06-6377-9405（大阪） 
 yoshinori.usui@mhmjapan.com 
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2. ベトナム：サイバーセキュリティー法に関する政令案の公表 
 

ベトナムでは、本レター第 88 号（2018 年 7 月号）にてお伝えしたとおり、サイバー

セキュリティー法案が 2018 年に可決され、2019 年 1 月 1 日より施行されています。

このサイバーセキュリティー法に関して、規定の細目を定める政令の第 2 次草案（「政

令案」）が 2018 年 10 月 31 日に公表され、2019 年 1 月 2 日までパブリックコメントの

対象とされていました（いまだ政令として公布はされていません）。本稿では、サイバ

ーセキュリティー法に基づく規制のうち、特に日系企業の関心が集まるサーバーへの情

報保存・支店等の設置義務の概要を説明した上で、当該義務に関する政令案の規定内容

を含め、ご紹介します。 

 

(1) サーバーへの情報保存・支店等の設置義務 

 

サイバーセキュリティー法上、ベトナムにおいてテレコムネットワークやインター

ネット上のサービス、サイバー空間上におけるサービス等を提供し、個人情報等を取

り扱う企業（「インターネット企業」）は、(i) 内国企業か外国企業であるかを問わず、

一定期間、ベトナム国内のサーバーに当該情報を保存しなければならず、また、(ii) 外

国企業については、ベトナム国内に支店又は駐在員事務所を設置することが義務付け

られています。 

これらの義務に関して、サイバーセキュリティー法では、義務の対象となる企業の

範囲を含む規制の詳細は別途政府が定めることとされ、同法上明らかではありません

でした。 

 

(2) 政令案の規定内容 

 

上記サーバーへの情報保存・支店等の設置義務に関して、政令案は、義務の対象と

なる企業の範囲の詳細及びその適用関係について以下のとおり規定しています。 

 

(a) 対象企業の範囲 

 

企業は、以下のすべての要件を満たした場合に限り、サーバーへの情報保存・支

店等の設置義務を負うこととされています。 

①  テレコムネットワーク、データの保管・サイバー空間での共有、e コマース、

オンラインペイメント、SNS、オンラインゲーム等のいずれかのサービスを提供

すること 

②  個人情報、ユーザーにより生み出された情報（例：ユーザーがサイトにアップ

ロードした情報等）、又はユーザーの人間関係（例：友人情報等）を受領、利用、

検証又は処理すること 
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③  当該企業が提供するサービスによりユーザーがサイバーセキュリティー法で制

限される一定の行為（例：サイバー攻撃等、反政府活動、虚偽情報の流布、犯罪

を構成する情報の掲示等）を行うことができること 

④  当該企業がサイバーセキュリティー法上の規制（例：ユーザー情報の検証、情

報の秘匿管理、当局の要請に基づく情報の提供・データの削除等）に違反するこ

と 

 

政令案では、上記①から④の要件を「すべて」満たす場合に限り、企業はサーバ

ーへの情報保存・支店等の設置義務を負うとされているため、対象となる企業の範

囲はある程度限定されるように思われます。 

 

(b) サーバーへの情報保存・支店等の設置義務の履行についての猶予期間 

 

さらに、政令案では、上記サーバーへの情報保存・支店等の設置義務については、

当局（Minister of Public Security）から要請があった場合に、当該要請日から 12 か

月以内に履行すればよいこととされています。 

 

以上のとおり、政令案は、サイバーセキュリティー法の規制を把握する上で重要な意

味合いを有するものといえます。サイバーセキュリティー法は 2019 年 1 月 1 日から施

行されていますが、上記政令案の規定を踏まえれば、インターネット企業は施行日から

直ちにサーバーに情報を保存し、支店等を設置することが必ずしも求められているわけ

ではないと考えられます。但し、政令案はまだ草案段階のものであり、最終的な政令で

は上記の内容に変更が生じる可能性もあるため、引き続きその動向を注視する必要があ

ります。 

 

（ご参考） 

本レター第 88 号（2018 年 7 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00031764/20180720-022852.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
3. ミャンマー①：保険事業の外資開放 

 
ミャンマー計画財務省（Ministry of Planning and Finance）は、2019 年 1 月 2 日付け

弁護士 江口 拓哉 

 +84-28-3622-2601（ホーチミン）  
 03-5223-7745（東京） 

 takuya.eguchi@mhmjapan.com 
 

弁護士 西尾 賢司 

 +84-28-3622-2602（ホーチミン） 
 kenji.nishio@mhmjapan.com 

弁護士 塙 晋 

 +66-2-266-6485（バンコク） 
 susumu.hanawa@mhmjapan.com 
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Notification 第 1/2019 号（「本 Notification」）において、現地の保険事業を外資に開放す

る旨を発表しました。 

本 Notification によれば、今般の外資開放は、生命保険及び損害保険の両方を対象と

するものであり、それぞれ外資参入の内容として下表のとおり定められています。 

 

生命保険 ・最大 3 社まで外資 100％での進出を認める 

・それ以外は、ミャンマーに駐在員事務所を有する外資保険会社に

ついて、ミャンマー内資保険会社との合弁を条件に進出を認める 

損害保険 ・ミャンマーに駐在員事務所を有する外資保険会社について、ミャ

ンマー内資保険会社との合弁を条件に進出を認める 

 

なお、現在ミャンマー国内で生命保険及び損害保険の両方を営んでいる事業者につい

ては、今後、既存の生保事業と損保事業を異なる法人に分割することが求められます。

このような既存事業の分割に関して、具体的にどのような手続が必要となるのかについ

ては本 Notification において特に言及されておらず、ミャンマーへの進出を希望する保

険会社による関心表明書（Expression of Interest）の提出手続の詳細も含め、計画財務

省が公表するとされている提案依頼書（Request for Proposal）等において今後明らか

にされるものと思われます。 

これまで外資の保険会社は、①ティラワ経済特区内のみでの営業か、②国営の

Myanma Insurance が引き受けた保険の再保険、という限定的な形でのみ活動が許され

てきました。本 Notification は長年待たれてきた保険事業への外資の本格的参入に向け

たものであり、今後の動向が注目されるところです。 

 
4. ミャンマー②：外資サービス業への輸入ライセンスの解禁 
 
ミャンマー商業省（Ministry of Commerce）は、2018 年 12 月 21 日付け Notification

第 57/2018 号（「本 Notification」）において、ミャンマーにおいてサービス業を営む外

資会社に対して、オフィス機器や当該業務で提供するサービスに関連する各種物品の輸

入に関して、所定の手続に従って輸入ライセンスを交付することを発表しました。 

ミャンマーにおいては、事業に必要な物品の輸入については法令の条件を満たせば許

可される旨の規定が存在します（投資法規則 231 条）。しかしながら、外資会社による

輸入の実施が原則として認められず、ミャンマー投資委員会による投資許可（MIC 許可）

を取得した場合や、建築資材や肥料、種子、農薬等の特定品目の輸入の場合、商業省よ

り小売又は卸売の実施に関する許可を取得した場合等に限り、例外的に可能とされてき

ました。サービス業に関しては、その業務の提供に際して必要な物品（スペアパーツ等）

に限り、外資会社であっても輸入が認められるという事例も徐々に出始めていたところ

です。本 Notification は、このような取扱いを商業省の運用として正式に公表し、投資

法規則所定の原則に立ち戻るものと評価できます。 
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本 Notification によれば、外資会社は、現地法人と支店のいずれの形態であっても、

商業省において輸出入者登録（Exporter/Importer Registration）を行った上で、ミャン

マー国内で販売しないことや担保を提供すること等を条件に、オフィス機器及びサービ

スの提供に関して必要な物品の輸入を行うことが可能であるとされています。 

商業省による外資規制は、2015 年以降、漸進的に緩和が進められてきました。2018

年 5 月には、長らく運用により禁じられてきた外資会社による小売・卸売業の実施も、

一定の要件の下で外資開放がなされています（詳細については本レター第 85 号（2018

年 5 月号外）をご参照ください）。これらの措置によりミャンマーにおける外資に対す

る輸入制限は（少なくとも法令上は）大幅に撤廃されたといえ、外資の事業環境改善に

対するミャンマー政府の強い決意が感じられます。 

 

（ご参考） 

本レター第 85 号（2018 年 5 月号外） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00031369/20180516-043759.pdf 

 
 
 
 

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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今月のコラム－タイの不思議なお寺－ 
 

タイ人の多くは仏教徒ということになっていますが、実際には土着の精霊やヒンドゥ

ー教の祠、道教のお寺等にもよく手を合わせています。以前にあるタイ人の友人に理由

を聞いたところ、「え？全部プラ（神仏）だからありがたいじゃないか」と言われまし

た。もっとも、八百万の神や神仏習合が進んだ日本からみればむしろ親近感がわくかも

しれません。 

一方で、タイには日本人の想定を超える仏教寺院もたくさんあります。今回は筆者が

これまでに訪れた中から 3 つほどご紹介させていただきます。 

 

1. ビール瓶寺 

東北部のシーサケート県にあるワット・パー・マハー・チェ

ディー・ゲーオです。タイ語で「百万の瓶の寺」という意味の

愛称もあるようです。 

緑色や茶色のビール瓶が、本堂その他の各建物の内外の壁か

ら屋根まで、建材としてびっしりと使用されています。他にエ

ナジードリンクの茶色の小型の瓶も見えます。ごみのリサイク

ルとして始められたそうですが、瓶は今も増え続けているそう

です。なお、タイのお坊さんは飲酒禁止です。 

 

2. アニメキャラ寺 

東北部のコーンケン県にあるワット・トゥン・セッティーです。 

円形の本堂の白っぽい窓ガラスいっぱいに、世界的に有名なアニメのキャラクターの

ように見える数々の人物が描かれています。夢の国を象徴するネズミ、22 世紀の猫型

ロボット、とんちが得意な少年僧、月に代わってお仕置きをする少女、死神のノートを

抱えた少年等とおぼしき図柄が次々と目に飛び込んできます。 

いったいどのようなご利益があるのかは、いくら眺めても分かりませんでしたが、楽

しい気持ちにはなれるかもしれません。 

 

3. 地獄寺 

これはタイ中部の複数のお寺で見受けられます。地獄に落ちた人々が鬼等に責められ

る様子を現した凄惨な像の群れが境内に置かれています。この世で悪事を働くと地獄で

苦しむという戒めと思われますが、ときには凄惨を通り越してコミカルになってしまっ

ています。 

タイの子どもたちが過度に怖がらないのか心配でしたが、筆者が目にした幼い少年た

ちは意外と冷静に鑑賞していました。 
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 タイをはじめて旅行される方にはもちろん有名な観光寺院をお勧めしますが、リピー

ターの方や在住歴が長い方は、こういった穴場寺院を訪れてみるのもよいのではないで

しょうか。 

 

   （弁護士 二見 英知） 

 

 

セミナー情報 
 セミナー  『増大する輸出管理リスクへの対応 ～「防衛装備移転三原則」等 

の制定と国際研究開発をはじめ、改正外為法による日米の安全保障 

貿易管理の動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～』 

開催日時 2019 年 2 月 1 日（金）14:00～17:00 

講師  玉木 昭久 

主催  株式会社経営調査研究会 

 
 セミナー 『GDPR 対応の最新実務(雛形解説付)と主要国データ保護規制の最 

   新動向』 

開催日時 2019 年 2 月 4 日（月）13:00～17:00 

講師  田中 浩之 

主催  株式会社経営調査研究会 

 
NEWS 
 Chandler MHM に新たにシニア・パートナー及びカウンセルが加入いたしました 

2019 年 1 月付けで、Chatchai Inthasuwan 弁護士が、シニア・パートナー及び

訴訟・紛争プラクティスグループのリーダーとして、Chandler MHM に加入いた

しました。また、2018 年 12 月中旬に、Nuanporn Wechsuwanarux 弁護士が、

エネルギー、自然資源及び M&A を専門とするカウンセルとして、Chandler MHM

に加入いたしました。 

 

Chatchai Inthasuwan 弁護士は、米国を本拠とする国際的な法律事務所での勤務

を経て、DLP Piper 法律事務所（タイ）において 2007 年から 2017 年まで訴訟グ

ループのヘッドとして勤めるなど、タイ及び東南アジア諸国において、30 年に

近いキャリアを有しております。同弁護士は、国際仲裁を含むクロスボーダーの

紛争事案、及び金融・通信等を含む広範な分野の規制法において、高い専門性を

有しています。 

 

Nuanporn 弁護士は、2002 年からタイでの弁護士経験を有し、かつて Chandler 
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MHM（旧 Chandler & Thong-ek）にて勤務を行っており、その後不動産開発会社

及び外資系法律事務所にて勤務しておりました。同弁護士は、政府及び民間の双

方のクライアントを代理し、タイ及びラオスにおけるエネルギープロジェクトに

ついての豊富な経験を有しています。 

 

Chandler MHM の共同代表パートナーである河井 聡 弁護士は、Chatchai 弁護士

及び Nuanporn 弁護士の加入について、「当事務所はトップレベルのプラクティ

スのさらなる強化を進めており、二人の弁護士の加入は、当事務所のタイ及び東

南アジア地域におけるクライアントサービスのさらなる向上に向けた決意を示

すものです。」と述べています。また、これに加えて、Chandler MHM の共同代

表パートナーである Niwes Phancharoenworakul 弁護士は、「Chandler MHM は

40 年以上に亘って成長を続けており、両弁護士の加入により、クライアントの

期待を満たすだけでなく、期待を上回るサービスを提供するための当事務所の専

門性・能力をさらに強化することができると考えております。」と述べています。 

 

 日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2018 年」において高い評価を得ました 

日本経済新聞社による第 14 回「企業法務・弁護士調査」の、2018 年に活躍した

弁護士ランキング（企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企業票＋

弁護士票））において、当事務所の弁護士が以下のとおり選ばれました。 

 

企業法務分野 

澤口 実（企業 8 位、総合 7 位） 

菊地 伸（企業 6 位、総合 9 位） 

石綿 学（企業 6 位、総合 9 位） 

 

危機管理分野 

藤津 康彦（総合 10 位） 

 

国際経済法・通商分野 

射手矢 好雄（企業 4 位、総合 8 位） 

江口 拓哉（企業 2 位、総合 6 位） 

梅津 英明（企業 5 位、総合 5 位） 

 

 新人弁護士（34 名）が入所しました 

 

 

（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 


