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  第 64 号（2016 年 10 月号） 

 

 

 

今月のトピック 

1. ミャンマー ： 新投資法制定と LNG 輸入意向表明 

2. タイ ： 電話・TV 会議による会議実施に関する商務省告示 

3. シンガポール ： 当事者に合理的な主張の機会を与えなかったとして、シンガ

ポール高裁が SIAC の仲裁判断を取消し 

 

今月のコラム －ミャンマーの伝統行事（タディンジュ編）－ 

 

 

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 64

号（2016 年 10 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： 新投資法制定と LNG 輸入意向表明 

 

(1) 新投資法制定 

 

ミャンマー新投資法が 2016 年 10 月 18 日に成立しました。法律の内容は本レター

第 63 号でお伝えしたとおりです。これにより、外国投資規制は大幅に簡素かつ透明

性のあるものとなります。また、今後予定されている新会社法における「外国会社（外

資会社）」の定義変更と併せて大幅な外資規制緩和が行われます。 

ビジネス面で特に注目されるのは、これまで困難であったミャンマー内資企業に対

する資本参加や M&A が容易になるという点です。また、更なる制度の検討は必要で

あるものの、新投資法及び新会社法は外国人によるヤンゴン証券取引所での取引（外

資企業のヤンゴン証券取引所への上場）にも道を拓くものです。 

ミャンマー内資企業は一般に資金調達に苦労していますが、米国制裁の解除と相ま

って、今後は外資企業との資本提携や取引所への上場といったオプションを比較検討

する動きが強まるものと予想されます。日本企業にとっては、有力ミャンマー内資企

業との提携を巡って各国企業との競争が生じることが予想されます。弊事務所では新

投資法・新会社法について各地でセミナーを開催し、皆様に 新の情報をお届けする

予定です。 

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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(2) LNG 輸入入札 

 

電力・エネルギー省は、急増する電力需要に対応するためのガス火力発電用の LNG

の輸入について意向表明を受け付けています（期限：2016 年 10 月 28 日）。 

民間事業者と電力エネルギー省傘下のミャンマー石油・ガス公社（MOGE）との役

割・リスク分担等も含めて、今後民間事業者との対話が行われることになると思われ

ますが、法的にも様々な検討が必要になると思われます。例えば、ミャンマーにおい

てはガス事業に外資が参入する場合、基本的に政府機関と合弁で行う必要があると解

されるものの、LNG の輸入・販売等について現時点では詳細な業法等は存在しませ

ん。この点については輸入・貯蔵・輸送・販売等の局面ごとに許可の取得を義務付け

る旧エネルギー省の Notification が存在しますが、包括的な石油・ガス事業法を制定

するための法改正が現在検討されています。また、FSRU（浮体式貯蔵再ガス化設備）

を用いてガス化を行う場合には、ミャンマー国内における船舶登録の可否・要否等、

検討すべき法的論点が多数に上ることが見込まれます。弊事務所では今後もこの分野

について皆様に情報を提供していく予定です。 

 

（ご参考） 

本レター第 63 号（2016 年 10 月号外）： 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00023605/20161012-054256.pdf 
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2. タイ： 電話・TV 会議による会議実施に関する商務省告示 

 

2014 年 6 月、国家平和秩序評議会は、法律に基づき開催が求められる会議について、

電子媒体を用いて開催された場合も一定の場合に限り適法かつ有効に成立したものと

みなすとの告示を公表しました。この告示が適用される会議について特段限定は付され

ていなかったことから、株主総会及び取締役会についてもこの告示は適用されるものと

考えられてはいましたが、株式会社及び組合に関する監督業務を所管する商務省事業開

発局は、これまでこの告示の株主総会及び取締役会に対する適用の可否について明確な

見解を公にしていませんでした。そのような状況の中、2016 年 9 月 23 日、商務省事業

開発局は、上記告示の株主総会及び取締役会への適用に関する基準等を公表しました

（「商務省告示」）。商務省告示の概要は、概ね国家平和秩序評議会の告示と同内容です

が、以下のとおりです。 

 

(1) 会議が適法かつ有効に成立したとみなされるための要件 

 

商務省告示によると、電子媒体を用いて開催された会議が適法かつ有効に成立した

とみなされるためには、①少なくとも定足数の 3 分の 1 の人数については、同一の開

催場所において物理的に出席していること、②すべての出席者がタイ国内にいること

（物理的に出席している者及び電子媒体を用いて出席している者のいずれも含みま

す。）、③情報技術・通信省が定める基準に従った電話会議又はテレビ会議の方法（会

議のすべてについて録音又は録音録画を行うこと等）で実施することが必要とされて

います。 

しかし、日本にいる株主又は取締役が電話・テレビ会議の方法により株主総会又は

取締役会に出席することはできないため、電話・テレビ会議を活用できる範囲は、実

際上は狭いと言わざるをえない状況となっています。 

 

(2) その他の留意点 

 

商務省告示によると、電子媒体を用いて開催される株主総会及び取締役会の招集通

知及び参考書類の送付については、E メールで行うことが可能とされています（株主

総会の招集通知は、タイ民商法上の原則としては書留郵便（registered mail）で行う

必要があるところ、その制限が緩和されることになります。なお、同じくタイ民商法

上必要となる株主総会開催の新聞公告については通常どおり行う必要があります。）。

また、公開会社、事業者団体及び商工会議所が電子媒体を用いて会議を実施する場合

には、その旨を付属定款に記載しなければならないとされています。 
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3.  シンガポール： 当事者に合理的な主張の機会を与えなかったとし

て、シンガポール高裁が SIAC の仲裁判断を取消し 

 

シンガポール高裁は、JVL Agro Industries Ltd v Agritrade International Pte Ltd [2016] 

SGHC 126 において、当事者に十分な主張の機会を与えなかったことを理由に、シンガ

ポール国際仲裁センター（Singapore International Arbitration Centre：「SIAC」）の仲裁

判断を取り消しました（「本判決」）。一般的に仲裁判断は終局的であり、裁判所におい

て仲裁判断が取り消される場面は限定されています。本判決は、仲裁廷が当事者に対し

その仲裁判断に関する合理的な主張反論の機会を与えなかった場合に、SIAC の仲裁判

断につきシンガポールの裁判所がこれを取り消す判断を行った事案として、実務上の意

義があるものと考えられます。 

 

(1) 経緯 

 

インド企業である JVL Agro Industries Ltd（「JVL」）は、シンガポール企業である

Agritrade International Pte Ltd（「Agritrade」）からヤシ油を購入する契約を締結しま

した。但し、両当事者は、別途市場価格でのヤシ油の購入契約を締結し、ヤシ油の新

たな出荷のたびに、当初契約（契約価格）と新契約（市場価格）との間でヤシ油の出

荷量を分配し、ヤシ油の単価を調整する協定（「価格平均化協定」）を結んでいました。

その後、ヤシ油の市場価格が高騰したため、JVL が残存していた契約につき価格平均

化協定の適用を否定して当初契約価格での履行を Agritrade に請求したところ、

Agritrade がこれを拒否したため、JVL が SIAC に仲裁を申し立てました。 

本件の準拠法であるシンガポール法では、いわゆる口頭証拠排除原則により、契約

解釈において契約書の記載外の事情は原則として考慮されません。しかし、SIAC の

仲裁判断において、仲裁人の過半数は、上記価格平均化協定は付帯契約という口頭証

拠排除原則の例外に該当し、ゆえにヤシ油の購入契約の内容は価格平均化協定により

変更されているとして、JVL の主張を棄却しました。ところが、Agritrade は、SIAC

での仲裁手続において、価格平均化協定が付帯契約として口頭証拠排除原則の例外に

該当する旨の主張はしていませんでした。 

JVL は、仲裁手続の中で上記の論点につき主張の機会を奪われたことが自然的正義
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に違反する等として、シンガポール国際仲裁法 24 条(b)に基づき、シンガポール高裁

に対し SIAC の仲裁判断の取消しを申し立てました。 

シンガポール高裁は、本件で Agritrade は付帯契約による口頭証拠排除原則の例外

の主張をしておらず、また、仲裁廷は JVL に対して当該争点につき反論する合理的な

機会を与えなかったとし、シンガポール国際仲裁法 24 条(b)にいう自然的正義の違反

を認め、SIAC の仲裁判断を取り消しました。 

 

(2) 本判決の意義 

 

一般的に、仲裁判断は終局的なものであり、上級審による上訴の対象になりません。

そのことが、紛争の迅速で 終的な解決に資するという、仲裁手続の特徴の一つとな

っています。これに対し、各国法令によって裁判所による仲裁判断取消制度が設けら

れている場合がありますが、その場合でも、仲裁判断の取消事由は通常は非常に限定

的なものになっています。 

シンガポール国際仲裁法 24 条においても、UNCITRAL モデル法 34 条(2)の取消事

由（当事者の無能力、仲裁合意の無効、仲裁人選定や仲裁手続についての当事者への

通知の不存在、仲裁付託条項の範囲外に対する判断を含むこと、仲裁廷の構成・手続

に関する仲裁合意違反、紛争対象事項が当該国の法のもと仲裁では解決不可能である

こと、及び当該国における公序良俗違反等）に加えて、(a)詐欺又は贈賄の影響による

判断、(b)当事者の権利を侵害する自然的正義の違反、の 2 つの取消事由が加えられて

いるのみであり、かなり限定的な取消事由に留まっています。また、シンガポールは、

国際仲裁のハブとなることを国家的な政策として進めており、仲裁判断に対するシン

ガポール裁判所の肯定的な姿勢からしても、シンガポールの裁判所が SIAC の仲裁判

断を取り消すことは、一般的には、非常に限定的な場面に限られると思われます。 

本判決は、以上のような傾向の中で、SIAC の仲裁判断をシンガポールの裁判所が

取り消した珍しい例であり、当事者の主張していない根拠に基づく SIAC の仲裁判断

の一部を自然的正義に反するとして取り消した近時のシンガポール 高裁判決（AKN 

and another v. ALC and others and other appeals [2015] SGCA 18）とともに、仲裁

廷が当事者に対しその仲裁判断に関する合理的な主張反論の機会を与えなかったと

いった例外的な場合では、シンガポール裁判所がこれを取り消すことがあることを示

した点で、実務上意義のある判決といえます。 
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今月のコラム－ミャンマーの伝統行事（タディンジュ編）－ 
 

2015年 7月に弊職がミャンマーに赴任して以来、当地での生活も 1 年を過ぎました。

1 年間でミャンマーの雨季（5 月～10 月）、乾季（10 月～2 月）、暑季（2 月～5 月）を

一通り経験し、各シーズンに、どれくらい雨が降るのか（雨季）、どれくらい乾いてい

るのか（乾季）、そしてどれくらい暑いのか（暑季）は大体把握できたような気がしま

す。ミャンマー生活 2 年目の今年は、気温や降水量による季節の移ろいだけではなく、

ミャンマーの伝統行事にも目を向けようと思い立ち、この機に、10 月の一大イベント

である「タディンジュ」（Thadingyut）について調べてみました。 

毎年 4 月に行われるミャンマー正月の水かけ祭り「ティンジャン」（Thingyan）に比

べると知名度はそれほど高くなく、長期にわたる休みも置かれないイベントではありま

すが、れっきとした祝日であり、1 日だけではありますが会社や官公庁はお休みになり

ます。 

そもそも「タディンジュ」とは、何をして、何を祝う日なのでしょうか。事務所のミ

ャンマー人からのヒアリングの結果を総合すると、 

・雨季が明けて 初の満月の日 

・目上の人への贈答品 

・ランタン、花火 

といったキーワードが出てきました。そう言われてみると、10 月に入ってから、スー

パーマーケットには贈答品が並んでいたような気がしますし、夜には外で打ち上げ花火

のような音がしていたような記憶があります。さらにインターネットの助けを借りて詳

細を調べますと、「雨季明けの 初の満月の日に、お釈迦様が下界に降りてくるのをお

祝いする。お釈迦様がどこに降りれば良いかを示すために、地上では、ランタンを灯し

たり、花火を上げたりする。」ということのようです。 

ティンジャンに比べてタディンジュは知名度が低い、と書きましたが、その印象は外

国人だけでなく、ミャンマー人にとっても同じようです。本コラム執筆のために色々と

ヒアリングを試みましたが、ティンジャンの時のような多種多様な情報は得られません

でした。今年のタディンジュは 10 月 16 日で、日曜日と重なります。ミャンマーには、

公的に振替休日という制度がありませんので、祝日が日曜日と重なったとしても翌日の

月曜日は通常営業ということになります。そうなると、ティンジャンをどう祝うか、よ

りも、祝日を 1 日損した、ということの方が大きい問題ということなのかもしれません。 

 

 
 

 

 

 

   （弁護士 井上 淳） 
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セミナー・文献情報 

 セミナー  『ミャンマー新投資法と新会社法』 

開催日時  2016 年 10 月 31 日（月）14:30～16:30 

開催場所  シンガポール 

講師    武川 丈士、眞鍋 佳奈 

主催    森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィス 

お申込方法：下記 URL より参加登録をお願い致します。（申込期限：10 月 24 日） 

https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/singaporebl18/?a=xo1tuzu9 

 

 セミナー  『インド企業法務 実践の手引』 

開催日時  2016 年 11 月 1 日（火）13:30～16:30 

開催場所  東京 

講師    小山 洋平 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『海外子会社の「現実的な管理体制」と実務上のポイント』 

開催日時  2016 年 11 月 24 日（木）13:30～17:00 

開催場所  東京 

講師    梅津 英明 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 論文 「標準規格必須特許と独占禁止法－各国における動きと日本に対

する示唆」 

掲載誌   月刊公正取引 No.791 

著者    渥美 雅之 

（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 


