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第 98 号（2019 年 5 月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インド ： 対外商業借入の規制緩和 
2. ベトナム ： 投資法の第 2 改正案の公表 
3. ミャンマー ： 賃金支払規則（Payment of Wages Rules）の公表 
 
今月のコラム －シンガポールの「韓国式」（？）中華料理－ 

 

 

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 98

号（2019 年 5 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：対外商業借入の規制緩和 
 

インド準備銀行（Reserve Bank of India）は、2019 年 1 月 16 日付けで External 

Commercial Borrowings (ECB) Policy – New ECB Framework（対外商業借入の新枠組）

に関する通達（「本通達」）を出し、即日発効しました。 

インドにおいては、インド居住者がインド非居住者から借入れ（「対外商業借入」）を

行う際の規制が定められています。具体的には、①対外商業借入を行うことができる貸

出人及び借入人の要件、②資金使途に関する制限、③借入条件に関する制限が定められ

ており、インド居住者がこれらの規制に反してインド非居住者から借入れを行うことは

認められていません。もっとも、本通達により、従前の規制が大きく緩和されました。

主な改正ポイントは以下のとおりです。 

 

(1) 借入人となりうる業種の拡大 

 

従前の対外商業借入規制では、対外商業借入は、ローン通貨とローンの期間により

設定された、Track と称される分類ごとに借入人となりうる業種が設定されていまし

た。借入人の業種としては、主に製造業やホテル、病院、ソフトウェアといった業種

が設定されており、商社や販売会社は借入人の業種から外されていました。しかし、

本通達により、借入人の業種は、外国直接投資が認められているすべての業種に拡大

され、従前は対象でなかった商社や販売会社といった業種も借入人となることが認め

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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られることとなりました。 

 

(2) 規制構造の簡素化 

 

従前の対外商業借入規制では、上記のとおり、対外商業借入は、ローン通貨とロー

ンの期間により設定された、Track と称される分類に従って分けられていましたが、

本通達により、外貨建対外商業借入とインドルピー建対外商業借入の 2 つの分類に纏

められました。従前の対外商業借入規制は、Track ごとに細かく規制が定められると

いう複雑な構造でしたが、規制の構造がシンプルになったといえます。 

 

(3) 自動ルートでの借入れ 

 

従前の対外商業借入規制では、借入人となりうる業種の中において、ホテル、病院、

ソフトウェア等の所定の業種かそうでないかによって対外商業借入に際してインド

準備銀行の事前承認を得なければならないか否かが異なっていました。しかし、本通

達において、一会計年度における借入金額が 7 億 5,000 万米ドル（現在の為替レート

で約 824 億円）以下であれば、例外なくインド準備銀行の事前承認が不要な自動ルー

トと呼ばれる方式での借入れが可能とされました。 

 

(4) 報告様式の簡素化 

 

対外商業借入に係る報告フォームについて、従前の対外商業借入規制において使用

されていた Form 83 という報告フォームが廃止され、報告様式が簡便化されました。 

 

以上のとおり、本通達により、対外商業借入に係る規制が大きく緩和されました。と

りわけ、日本の商社や販売会社のインド子会社が、日本の親会社から借入れを行う道が

開けることとなりました。もっとも、新枠組の下で対外商業借入がどのように運用され

ていくかはまだ不透明であるともいえ、今後の動向を注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

2. ベトナム：投資法の第 2 改正案の公表 
 
外資規制を定める投資法（Law No.67/2014/QH13:「現行投資法」）に関して、本レタ

ー第 96 号（2019 年 3 月号）にて 2019 年 1 月公表の改正案（「第 1 改正案」）の内容を
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ご紹介しましたが、第 1 改正案に続き、2019 年 4 月 2 日付けで第 2 改正案（「第 2 改正

案」）が政府より公表されました。第 2 改正案の内容は多岐に渡りますが、第 1 改正案

において提案された外資規制の適用対象に関する枠組の変更を撤回するほか、M&A 承

認が要求される基準を変更するなど、重要な改正が提案されているため、本稿ではその

主な内容をご紹介します。 

 

(1) 外資規制の適用対象に関する現行投資法の規制枠組の維持 

 

第 1 改正案では、以下の表のとおり、現行投資法における外資規制の適用対象の範

囲を変更することが提案されていました。この提案によれば、外資規制の適用対象と

なるベトナム法人の範囲について、外資の出資比率に加え、取締役等の選任権限の有

無等の実質的な基準も考慮して判断されるため、外資規制の適用対象となる企業の範

囲が拡大されうると考えられていました。 

しかし、第 2 改正案では、第 1 改正案で提案された新たな枠組は採用されず、現行

投資法の枠組が維持されています。 

 

【表】ベトナム法人の設立・投資等に関する外資規制の適用対象となるベトナム法人

の範囲 

現行投資法 第 1 改正案 

以下のいずれかに該当するベトナム法人 

(a) 外国投資家の出資比率 51％以上 

(b) 上記(a)の外国投資企業の出資比率

51％以上 

(c) 外国投資家及び上記(a)の外国投資

企業の出資比率 51％以上 

 

以下のいずれかに該当するベトナム法人 

(a) 外国投資家の出資比率 50％以上 

(b) 外国投資家が直接又は間接的に (i) 

取締役会の構成員又は(ii) 法定代表

者の過半数を選任する権限を有する 

(c) 外国投資家が定款の変更・追加の決

定権限を有する 

 

 

 

そのため、第 2 改正案においては、現行投資法と同様、外国投資企業（外国投資家が

1 名でも株主又は持分権者となっているベトナム法人）に対する外国投資家（及び／又

は外国投資家が 51％以上出資する外国投資企業）の出資比率の合計が 51％未満であれ

ば、当該外国投資企業（「みなし外国投資家」）がベトナム法人の設立・投資等を行う場

合には、外資規制は原則として適用されないこととなります（下記図参照）。 

 

 

 

 

第 2 改正案は現行投資法の枠組を維持 
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(2) M&A 承認が要求される基準の変更 

 

現行投資法及び関連政令上、外国投資家又はみなし外国投資家（「外国投資家等」）

がベトナム法人に関する M&A 取引（出資又は株式／持分の譲受け）を行う場合にお

いて、以下の表左欄のとおり、一定の場合に、M&A 取引の実行前に計画投資局

（Department of Investment and Planning）よりM&A取引について承認（「M&A承認」）

を取得することが要求されています。 

この点に関して、第 2 改正案では、M&A 承認が要求される基準を以下の表のとお

り変更することが提案されています。注目すべき変更点としては、例えば、外国投資

家 A が、条件付投資分野に属する事業を行うベトナム法人の株主である外国投資家 B

からその保有株式をすべて買い取るような場合、現行投資法では、結果として全体の

外国投資家等の出資比率に変更がないとしても M&A 承認を取得しなければならない

のに対して、第 2 改正案では、全体の外国投資家等の出資比率は増加しないため、

M&A 承認の取得は法律上不要と整理されることとなります。 

但し、実務上は、現行投資法上 M&A 承認の取得が要求されないような場面であっ

ても、計画投資局がその裁量により M&A 承認を取得するよう求めてくるケースも少

なからず存在します。したがって、第 2 改正案に基づき投資法が改正されたとしても、

計画投資局が同様の対応を行う可能性がある点にご留意ください。 

 

【表】M&A 承認が要求される基準 

現行投資法 第 2 改正案 

(a) M&A 取引の対象会社が条件付投資

分野に属する事業を行っている場

合 

(b) M&A 取引の結果、外国投資家等の

出資比率が(i) 51％未満から 51％以

上となる場合、又は(ii) 51％から

51％超となる場合 

(a) M&A 取引の対象会社が条件付投資分

野に属する事業を行っている場合で

あって、M&A 取引の結果、対象会社

における外国投資家等の出資比率が

増加する場合 

(b) M&A 取引の結果、外国投資家等の出

資比率が(i) 51％未満から 51％以上

となる場合、又は(ii) 51％から 51％超

となる場合 

(c) M&A 取引の対象会社が国防・国家安

全に影響する地域の土地を使用して

いる場合 

 

以上のとおり、第 2 改正案は、外資規制の適用対象範囲、M&A 承認が要求される

基準の変更等、ベトナムへの進出・事業運営に関して日本企業に影響を及ぼしうる重

要な法改正案であると考えられます。なお、第 2 改正案もあくまで 2019 年 4 月時点

の改正案であり、パブリックコメントや更なる検討等の結果、投資法の実際の改正内
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容が上記の内容とは異なる可能性がある点、ご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー：賃金支払規則（Payment of Wages Rules）の公表 
 

2019 年 4 月 30 日、ミャンマー労働・移民・人口省（Ministry of Labour, Immigration 

and Population）は、Notification 第 193/ 2018 号において、雇用者による賃金支払時期

や、賃金からの控除に関する制限等を定める賃金支払法（Payment of Wages Law）の

細則である賃金支払規則（Payment of Wages Rules：「本規則」）を公表しました。本規

則は 2018 年 12 月 12 日付けで制定されていたようですが、本年 4 月 30 日に初めて公

表されたものとなります。本規則の主たる内容は以下のとおりです。 

 

(1) 賃金からの罰則金控除に関する手続 

 

賃金支払法上、賃金からの罰則金の控除は、雇用契約書で定めた項目に限られ、そ

の控除に際しては労働局の事前承認を得る必要があります。本規則では、賃金からの

罰則金の控除に関して、所定の様式により、当局の事前承認を得なければならない旨

が規定されています。手続自体は従前より存在したものですが、本規則によりその内

容が明確化され、今後は厳格に運用がなされることも見込まれることから留意が必要

です。 

 

(2) 時間外労働賃金の計算方法 

 

時間外労働賃金として支払うべき 1 時間当たりの賃金額の算出方法について、下表

のとおりとする旨が規定されています。時間外労働の賃金については、法及び運用に

基づき通常の 2 倍とする取扱いが行われてきましたが、具体的計算方法については定

めがありませんでした。そうしたところ、本規則によりその計算方法が明らかになり

ました。 
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賃金の定め方 時間外賃金の算出方法 
月額賃金 月額基本給×12（か月）

44（時間）又は 48（時間）×52（週）
×2 

日額賃金 日額基本給×6（日）

44（時間）又は 48（時間）
×2 

出来高払賃金 1 日当たりの平均就労時間×6（日）

44（時間）又は 48（時間）
×2 

*上記算出方法における、「44（時間）又は 48（時間）」の部分は、当該労働者に適用

される 1 週間の法定労働時間を指す。 

 

賃金の支払いに関する規制は業種を問わず問題となるものであることから、当局によ

る本規則に関する今後の運用を含め注意深くフォローしていく必要がありそうです。 
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今月のコラム－シンガポールの「韓国式」（？）中華料理－ 
 

シンガポール国民を構成するいくつかの民族の中で多数を占める中華系も、その先祖

の出身地はいくつものグループに分かれています。過去、シンガポール政府がそれら中

華系グループの解体のために Speak Mandarin Campaign を実施して言語を統一すると

ともに、Ethnic Integration Policy を実施する中で従来の出身地ごとに分かれていた居住

地を HDB 住宅への入居の際に振り分け、それらの中華系グループ間の敷居はずいぶん

と低くなりました。しかし、ことさら食べ物に関してはいまだに地方ごとの特色を強く

残した様々な種類の中華料理が存在することはみなさんご存知のことと存じます。とこ

ろで、そのような幾多のバリエーションを含む中華料理の中に含まれているのかどうか

も定かではない「韓国式」中華料理というものをご存知でしょうか。韓流ドラマをよく

ご覧になった方であれば、すぐにピンとくるのかもしれません。 

日本でも、街の中華料理屋さんといった場合には、「渡る世間は鬼ばかり」に登場す

る「幸楽」で見るような、野菜炒め、レバニラ炒め、チャーハン、天津飯、中華そばと

いった日本独自のアレンジが加わったイメージが浮かぶと思います。韓国でも、中国本

場風の中華料理とは別に、中国の山東料理をベースに韓国で独自の進化を遂げた韓国式

中華料理があります。 

その韓国式中華料理の代表格といえば、チャジャンミョンとチャンポンという二大定

番メニューがあり、それに加え、タンスユク（酢豚）やクンマンドゥ（揚餃子）といっ

た必須サイドメニューも存在します。 

チャジャンミョンは、もともと中国河北省や山東省に

存在した炸醬麺から派生し、日本ではジャージャー麺へ

と進化する一方、韓国ではチャジャンミョンへと独自の

進化を遂げたものです（写真 1）。炒めたタマネギと黒い

チュンジャン（春醤）の甘さに炒めた豚肉の油の香りが

引き立つ麺料理として韓国では老若男女に幅広い人気を

博しています。 

これに対し、チャンポンは、朝鮮半島が日本の支配に

置かれていた時期に九州から伝わったチャンポンがそ

の後韓国の人々の口に合うように辛い味付けに進化し、

海鮮と鳥ガラと野菜から出たスープに唐辛子の辛味を

足して太麺を入れた麺料理として、主に成人男性を中心

に人気を集めています（写真 2）。 

 

また、チャジャンミョンの甘さとチャンポンの辛さを交互に味わうことでそれぞれの

長所が引き立つ効果もあり、複数人で頼む場合には小皿でシェアしたり、一人で頼む場

合には真ん中に仕切りがある専用器を利用したチャジャンミョンを頼んだりして、両方

の味を同時に楽しむことが多いです。 

【写真 1：チャジャンミョン】 

【写真 2：チャンポン】 
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タンスユクとクンマンドゥも、日本の酢豚と餃子とは基本を同一にしつつ異なる味付

けがなされており、あたかも中国から様々な文化を継受しながら独自の進化を遂げてき

た日本と韓国の違いを示す標本のようにも思えます（写真 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

さて、このような特徴を持つ韓国式中華料理は、本場中国の人々からはむしろ中華料

理とは別の料理として認識されることもしばしばあります。中国、台湾、シンガポール

といった中華料理が普及している地域では韓国料理のおまけ程度に提供することもよ

く見られます。しかし、韓国人が多く居住している都市であれば、まさに韓国式中華料

理の専門店が出店していることもあり、そのような店では本場（？）の韓国式中華料理

を味わうことができます。 

後に、シンガポール居住の韓国人にとって老舗の韓国式中華料理屋として認識され

ているお店を紹介いたします。シンガポールオフィスの近くにある東方紅（Dong Fang 

Hong）というお店であり、その入口から「正統韓式中華料理」との宣伝文句が目に入

ります。こちらのお店は、普段から、韓国で慣れ親しんだ中華料理の味を求めてくるた

くさんの韓国人で賑わっています。その他にも、シンガポールのオフィス街にある

Tanjong Pagar を中心に韓国式中華料理のお店はいくつかありますので、たまには、風

変わりな味を求めて冒険してみてはいかがでしょうか。 

 

（弁護士 青山 正幸） 

 

 

 
文献情報 
 論文  「原産地規則の新潮流：TPP11 協定と日 EU・EPA」 

掲載誌  国際商事法務 Vol.47, No.5, 2019 年 5 月 

著者  畠山 佑介 

 

NEWS 
 国際仲裁を専門とする Daniel Allen 弁護士が入所しました 

当事務所は、Daniel Allen 弁護士を迎えました。 

 

【写真 3：タンスユク（左）とクンマンドゥ（右）】 
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Allen 弁護士は、米国の弁護士資格を有しており、国際仲裁について特に深い知

見と豊富な経験を有しています。同弁護士は、2010 年にスタンフォード・ロー・

スクールを修了し、その後 1 年間、双日米国会社法務部に勤務しました。2011 年

には、ニューヨーク市の Cravath, Swaine & Moore にて執務を開始し、そこで知

的財産案件を中心に、米国裁判所における訴訟と陪審審理を多数手掛けました。

2014 年に活動の地を東京に移し、Freshfields Bruckhaus Deringer の国際仲裁チ

ームに加入しました。同弁護士は、2017 年、2018 年と連続して、The Legal 500

において、Next Generation Lawyer for dispute resolution in Tokyo（東京において

次世代を担う弁護士（紛争解決分野））に選ばれました。 

実務経験豊かな Allen 弁護士は、日本のクライアント及び他のアジア諸国のク

ライアントを代理して、係争金額が多額の国際仲裁手続を中心に様々な国際紛争

案件に従事しました。その中には、国家間の投資協定に基づき様々な国家を相手

に提起された仲裁手続において、投資家の代理人を務めた経験や、政府の代理人

を務めた経験も含まれます。特に、日本の大手再生可能エネルギー会社を代理し

て、スペイン王国に対して世界銀行の投資紛争解決国際センター（ICSID）に提

起したエネルギー憲章条約に基づく請求事件においては、主導的役割を果たしま

した。 

Allen 弁護士の入所により、当事務所は、国際紛争部門をより一層強化するとと

もに、国際仲裁手続をはじめその他の国際的紛争解決手続においても、クライア

ントの皆様のために、さらに充実したリーガルサービスを提供できるよう努めて

まいる所存です。 

 
 Benchmark Litigation Asia-Pacific 2019 において高い評価を得ました 

Euromoney が発行する Benchmark Litigation Asia-Pacific 2019 - The Guide to 

the region's leading dispute resolution law firms and lawyers の Japan Firm 

Rankings において、当事務所は Commercial and Transactions 及び Intellectual 

Property の分野にて高い評価（それぞれ Tier 1 と Tier 2）を得ました。また当事

務所の三好豊弁護士が Intellectual Property 分野で、関戸麦弁護士が Commercial 

and Transactions 分野において Dispute Resolution Star に選ばれました。 

詳細は Benchmark Litigation のウェブサイトに掲載されております。 

（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 


