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第 126号（2021年 6月号） 

今月のトピック 

1. タイ ： ①： 私募 REIT制度の創設 

②： 個人情報保護法（PDPA）の本格施行再延期

③： 公開会社法改正案

2. インドネシア ： 大統領令 2021年第 49号による外資規制の改正

3. フィリピン ： 小売事業の外資規制の緩和の動向 

4. マレーシア ： コーポレートガバナンスコードの改訂 

5. シンガポール ： ワークライフ・ハーモニーに関する三者間指針の制定

6. ミャンマー ： ①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート 

②： 倒産法の運用開始に向けたアップデート－倒産実務家

の登録開始 

今月のコラム －インドの住宅事情－ 

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126

号（2021 年 6 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. タイ

①： 私募 REIT制度の創設

タイの REIT（Real Estate Investment Trust）は、従来、その受益権証券をタイ証券

取引所（Stock Exchange of Thailand）に上場する形態（「上場 REIT」）のみが認めら

れており、私募 REITの形態は認められていませんでした。しかし、今般、タイ証券取

引所（Securities and Exchange Commission：「SEC」）が新たな告示を制定し、私募

REIT 制度が導入されるに至りました。当該告示は、2021 年 6 月 16 日に発効していま

す。 

タイの REIT は信託型であり、投資家は、REIT の信託受益権を取得することにより

受益者として投資を行うことになりますが、今回導入された私募 REITについては、受

益者となることができるのは以下の者に限定されています。 

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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(a) 「機関投資家」 

(b) REITマネジャーとその「関係者」 

 

上記の「機関投資家」については、SEC の告示において詳細な定義が設けられてお

り、例えば銀行、証券会社その他の金融機関等（機関投資家として列挙されている類型

と類似の性質を有する外国法人を含む）は含まれる一方、一般の事業会社等は含まれて

いません。また、「関係者」についても細かい定義が規定されていますが、例えば、RE

ITマネジャーの株式を直接又は間接に 50％超保有する者は、「関係者」に含まれること

とされています。 

上記の受益者の範囲を含め、従来の上場 REIT の制度との主な差異は以下のとおりで

す。 

 

 従来の REIT（上場 REIT） 私募 REIT 

受益者の範囲 制限なし (a) 「機関投資家」 

(b) REITマネジャーとその「関係 

者」 

投資対象資産 ① 75％以上： 

(i) 不動産（所有権・賃借

権）、又は 

(ii) 不動産保有会社の株

式・不動産信託受益権 

② 25％以下： 

SEC 告示により別途特定さ

れるその他の資産 

① 75％以上： 

(i) 不動産（所有権・賃借

権）、又は 

(ii) 不動産保有会社の株

式・不動産信託受益権 

② 25％以下： 

金融商品その他の金融資産 

受益者数 250名以上 2名以上 

受益権の譲渡

制限 

なし 相続の場合を除き、上記「受益者

の範囲」に記載の者以外への譲渡

不可 

設立趣意書・

目論見書

（Registration 

Statement / 

Prospectus） 

原則として、SECの受領後 45営

業日後に発効 

SECの受領後 1営業日後に発効 

受益権証券の

上場 

必要 不要 

投資対象不動

産の価値総額 

5 億バーツ以上（現在の為替レー

トで約 17億 6,000円以上） 

下限なし 

LTV（Loan to デットによる借入等の額につき、 特段の規制なし 
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value）規制 原則として保有する資産の総額

の 35％以内（一定の格付を取得す

れば 60％まで可） 

 

現在、タイでは、従来から盛んであった分譲レジデンス事業に加え、ホテルやオフィ

ス、物流施設等の収益不動産事業への投資が相対的に伸びています。今回の私募 REIT

制度の導入は、そのような収益不動産事業に対する新たな投資・EXIT スキームを提供

するものであり、これによりさらなる市場の活性化が期待されます。 

ただし、まだ導入直後であり、実例は存在しないため、当局の手続はスムーズに進む

か、活用にあたっての事実上の障壁がないかなどは、今後の議論・運用を踏まえて動向

を注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②： 個人情報保護法（PDPA）の本格施行再延期 

 

タイでは、2019 年に個人情報保護法（Personal Data Protection Act：「PDPA」）が

制定され、当初は同法の規定の大部分（事業者の義務・責任に関する全ての規定）につ

いて 2020 年 5 月 27 日の施行が予定されていましたが、2020 年 5 月 19 日の勅令によ

り、22 の事業分野（実質的には全ての事業者をカバーする分野）について、同法の本

格施行は 2021年 5月 31日まで延期されていました。 

しかし、2021年 5月 8日、引き続き同 22の事業分野についての同法の本格施行を 1

年間再延期する旨の勅令が官報に掲載されました。これにより、同法の本格施行はさら

に 2022年 6月 1日まで延期されることになりました。 

 

③： 公開会社法改正案 

 

2021年 5月 11 日、公開会社法の改正案（「本改正案」）が内閣で承認されました。本

改正案は、株主総会・取締役会の電子開催やその招集通知の電子的方法による送付の許

容等、会議体の開催方法に関する規制の緩和が主たる内容となっています。その概要は

以下のとおりです。 

 

弁護士 塙 晋 

 +66-2-009-5127（バンコク） 
 susumu.hanawa@mhm-global.com 

 

弁護士 山本 健太 

 +66-2-009-5099（バンコク） 
 kenta.yamamoto@mhm-global.com 

 

 

弁護士 岸 寛樹 
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(1) 取締役会の招集手続に関する改正 

 

現行法上、公開会社の取締役会の招集通知は紙面で送付する必要がありますが、本

改正案では、(a)受領者が通知を電子的方法で受領することに同意しており、かつ(b)

登記官の定める要件を充足する場合には、取締役会の招集通知を電子的方法で送付す

ることも可能とされています。さらに、取締役会の招集通知期間は現行法上 7日間と

されているのに対し、本改正案では、紙面での送付・電子的方法による送付を問わず

3日間に短縮されています。 

また、現行法上、取締役会の招集は取締役会の議長が行い、2名以上の取締役から

要請があった場合には議長は招集を行わなければならないとされているところ、本改

正案では、2名以上の取締役が取締役会の開催を要請したにもかかわらず議長がこれ

を拒絶し又は 14 日以内に開催しない場合には、開催を要請した 2 名以上の取締役が

自ら取締役会を招集することができるものとされています。 

 

(2) 株主総会の招集手続及び委任状に関する改正 

 

本改正案では、取締役会の招集通知同様、株主総会の招集通知についても、上記

(1)(a)(b)の要件を充足した場合には、電子的方法での招集通知の送付が認められてい

ます。 

また、現行法上、株主総会の招集に際しては、新聞公告を行うことが必須とされて

いますが、本改正案では、登記官の定める要件を充足した場合には、電子公告の方法

によって株主総会の招集についての公告を行うことが認められます。 

さらに、株主総会の委任状についても、従前は紙面での発行が必須であったところ、

本改正案では、登記官の定める要件を充足することを条件に、電子的方法での発行が

認められます。 

 

(3) 株主総会及び取締役会の電子開催 

 

タイでは、既に 2020 年 4 月 19 日付けの緊急勅令により、技術的要件等を充足す

ることを条件に、公開会社、非公開会社を問わず株主総会及び取締役会の電子開催が

許容されていましたが、本改正案では、公開会社について、上記緊急勅令の要件を満

たす場合には株主総会及び取締役会の電子開催が認められる旨改めて明記されてい

ます。 

 

今後、本改正案が国会での審議を経て実際に成立するかどうか、引き続き動向を注視

する必要があります。 
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（ご参考） 

本レター第 110 号（2020年 5月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042061/20200522-024927.pdf 

 

 

 

 

 

 

2. インドネシア： 大統領令 2021年第 49号による外資規制の改正 

 

2021 年 5 月 25 日、大統領令 2021 年第 49 号（「本大統領令」）が公布・施行されま

した（なお、公表日は同年 6 月 4 日です。）。本大統領令は、本レター第 123 号（2021

年 3月号外）でご紹介した、同年 3月 4日に施行された投資事業分野に関する大統領令

2021年第 10号（「大統領令 10号」）を改正するものです。 

 

(1) 制定の背景 

 

2020年 11月 2日の雇用創出法（通称オムニバス法）施行以前、投資法の下位法令

である大統領令 2016 年 44 号において、アルコールを含む酒類製造業は投資禁止事

業分野として、酒類販売業は特別な許可・地域において投資を認める等の条件が付さ

れた条件付投資事業分野として、それぞれ規定されていました。大統領令 10 号では、

酒類製造業が投資禁止業種であることが明記されていない結果、同業種への投資規制

が緩和されたと解釈された一方、酒類販売業については基本的には大統領令 2016 年

44号と類似の投資規制が規定されていました。 

ところが、大統領令 10 号が公表された後に、イスラム宗教団体からの酒類産業に

対する投資規制の緩和について強い反発があり、ジョコ・ウィドド大統領が酒類産業

に関する上記投資規制の改正の撤回を表明していました。本大統領令は、このような

大統領の表明を法制化する形で、「製造業は投資禁止、販売業は関連法令上の制限・

監督に服する」として酒類製造・販売業への投資制限を規定するものとなっています

（本大統領令の前文には、酒類産業への投資制限、監督強化が施行の目的として謳わ

れています。）。 

しかし、上記前文の記載にかかわらず、本大統領令においては酒類産業についての

規制だけでなく、その他の外資規制の変更も複数含まれていますので、以下簡単にご

紹介します（なお、投資禁止事業分野、条件付投資事業分野又は中小零細企業留保事

業分野等として法令上規定されていない事業分野は、国内資本会社及び外国資本会社

（「PMA 会社」）に開放されている（つまり外資 100％も可能）という大きな枠組み

自体は特段変更されていません。）。 

弁護士 二見 英知 

 +66-2-009-5167（バンコク） 
 hidetomo.futami@mhm-global.com 
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(2) 優先事業分野 

 

雇用創出法上、優先事業分野（投資減税措置といった各種投資優遇措置が受けられ

る事業分野）というカテゴリーが設けられています（この優先事業分野には、下記(3)

及び(4)の各外資規制に服する事業と、それらに服しない、つまり外資 100％とするこ

とが可能な事業のいずれもが含まれています。）。そして、大統領令 10号では 245 業

種とされていた優先事業分野が、本大統領令により 246業種に変更されています（ガ

スコンロ製造業（インドネシア標準産業分類コード（KBLI番号）27450）が追加され

ています。）。 

 

(3) 条件付投資事業分野 

 

大統領令 10号では 46業種とされていた条件付投資事業分野（一定の要件のもと投

資が認められる事業分野）が 37 業種に変更されています。本大統領では、以下のと

おり、一部の事業は条件付投資事業分野から除外された一方、一部の事業は新たに追

加されました。 

 

(a) 条件付投資事業分野から除外された業種 

本大統領令では、郵便事業、民間テレビ・ラジオ放送局事業が条件付投資事業分

野から除外されており、外資 100％とすることも可能となっています。 

 

(b) 条件付投資事業分野に追加された業種 

本大統領令により、クーリエ事業及び防衛産業（戦車製造等）が条件付投資事業

分野に新たに追加されています。このうちクーリエ事業については、大統領令 10号

において外資 100％とすることが可能であったのに対して、外資が 49％までに制限

されており、規制が厳格化されています。一方で、防衛産業については、雇用創出

法において国防等に関連する事業は中央政府管轄として内国資本会社・PMA 会社共

に投資が禁止されているにもかかわらず、本大統領令において外資 49％まで可能と

されています。このような防衛産業への外国投資の規制緩和は、本大統領令の上位

規範である雇用創出法の規定と矛盾しているようにも思われますが、本大統領令に

より新たに外資に開放されているように見受けられます。 

 

(4) 中小零細企業留保事業分野 

 

大統領令 10号では 89業種とされていた中小零細企業留保事業分野等（中小零細企

業に留保されている又は中小企業等とのパートナーシップを組むことが求められて

いる事業分野）が 106業種に変更されています。 
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(a) 中小零細企業に留保されている事業（51業種から 60業種） 

例えば、大統領令 10号により外資 100％とすることが可能とされていた E-Retail

事業（飲食料、医薬品、化粧品、服飾類、日常生活品等のオンライン小売）が、本

大統領令により中小零細企業に留保されている事業に新たに追加されています。な

お、上記品目に関する E-Retail 事業について、大統領令 10号よりも前に有効であっ

た大統領令 2016 年 44号においては、中小零細企業とのパートナーシップが必要と

なる事業分野とされていました。中小零細企業とのパートナーシップが必要な事業

分野については外資企業も参入可能ですが、中小零細企業に留保されている事業分

野については、外資企業が参入することはできないため、本大統領令における上記

E-Retail 事業に関する規制は大統領令 2016 年 44 号との比較においても規制が厳格

化されているといえます。 

 

(b) パートナーシップ事業（38業種から 46業種） 

例えば、本大統領令では、乳製品加工等の新たな事業分野がパートナーシップ事

業に追加されています。 

 

本大統領令のように、酒類産業に関する外資規制の改正のみを謳いながら実際には思

わぬ改正内容が含まれているというケースはインドネシアでは少なくありません。今後

も様々な形での外資規制の改正について動向を注視していく必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 123 号（2021年 3月号外） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047722/20210325-022342.pdf 

 

 

 

 

 

 

3. フィリピン： 小売事業の外資規制の緩和の動向 

 

2021 年 5 月 19 日、フィリピンの上院（Senate）は、小売事業の外資規制を緩和す

る法案（Senate Bill 1840）を決議しました。下院（House of Representative）におい

ては、既に 2020年 3月に小売事業の外資規制を緩和する法案（House Bill 59）が決議

されており、今後は、上院の法案と下院の法案を統合した法案が作成され、大統領の署

名を経て成立することになります。 

現行法においては、小売事業自由化法（The Retail Trade Liberalization Act of 2000）

により、外資企業がフィリピンで小売事業を営むためには、一定の最低払込資本額の要

弁護士 竹内 哲 
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 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047722/20210325-022342.pdf
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件や外国小売業者の要件、株式公開要件を満たす必要があり、厳しく制限されていまし

たが、上院と下院で決議された法案は、いずれも小売事業の外資規制を大きく緩和する

ものであり、フィリピン進出を検討する小売業者にとって重要な法案といえます。 

特に外国小売業者の要件と株式公開要件が撤廃されることは、小売業の外資規制を大

きく緩和する内容といえます。 

もっとも、上院で決議された法案（Senate Bill 1840）は、下院で決議された法案（House 

Bill 59）と比べると、ややトーンダウンしており、1店舗当たりの投資額の要件（原則

として 2店舗以上営む場合）が、2,500万フィリピンペソ（現在の為替レートで約 5,750

万円）という金額で維持されたことは、今後も障害となる可能性があります。 

現行法、上院の法案（Senate Bill 1840）、下院の法案（House Bill 59）における主な

違いは以下に記載のとおりです。 

 

(1) 最低払込資本額の変更 

 現行法 Senate Bill 1840 House Bill 59 

最低払込資本額 250 万米ドル（現在

の為替レートで約 2

億 7,400万円） 

5,000 万フィリピン

ペソ（現在の為替レ

ートで約 1 億 1,500

万円） 

20万米ドル（現在の

為 替 レ ー ト で 約

2,190万円） 

1店舗当たり 

投資額 

（原則） 

1店舗当たり83万米

ドル（現在の為替レ

ートで約 9,100 万

円） 

（高級品等の販売に

特化） 

1店舗当たり25万米

ドル（現在の為替レ

ートで約 2,740 万

円） 

2,500 万フィリピン

ペソ（現在の為替レ

ートで約 5,730 万

円） 

（2 店舗以上営む場

合。ただし、60 ％

フィリピン資本の国

内企業には適用され

ない）  

撤廃 

 

 

(2) 外国小売業者（Foreign Retailer）の要件 

現状 Senate Bill 1840 House Bill 59 

純資産額が 2億米ドル以上（現在の為替レ

ートで約 219億円）（ただし、高級品等の

販売に特化している場合は純資産 5,000万

米ドル以上（現在の為替レートで約 54億

8,000万円）） 

撤廃 
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フィリピン国外で 5つ以上の支社若しくは

フランチャイズがあること又は少なくとも

1 つ以上の支店において出資金が 2,500 万

米ドル以上（現在の為替レートで約 27 億

4,000万円） 

撤廃 

 

小売業者として 5 年以上の実績 撤廃 

フィリピン人が小売事業に従事可能な国に

所在 

維持 

 

(3) 株式公開の要件 

株式公開要件（小売事業を営む現地法人に対する外資の出資比率が 80％を超える

場合、事業開始から 8 年以内に最低 30％の株式を市場において公開する必要）は、

上院及び下院のいずれの法案においても撤廃。 

 

上記のとおり、上院の法案と下院の法案とは異なる点があり、最終的な法案はまだ確

定していませんが、いずれにせよ小売事業の外資規制が大きく緩和される方向で進んで

いることには変わりなく、今後の動向に注目する必要があります。 

 

 

 

 

4. マレーシア： コーポレートガバナンスコードの改訂 

 

2021年 4月 28 日、マレーシア証券委員会（Securities Commission Malaysia：「SCM」）

により Malaysian Code on Corporate Governance（「MCCG」）が改訂されました。MCCG

は上場会社に対し適用されるものであり、非上場会社に対してはその遵守が推奨される

ものという位置づけではありますが、マレーシアにおけるコーポレートガバナンスに関

するルール整備の動きを示すものとしてご紹介します。 

 

(1) MCCGの構造 

 

MCCGは、以下の 3つを重要な原則（key principles）として挙げています。 

 

(a) 取締役会のリーダーシップ及び効率性 

(b) 効率的な監査及びリスクマネジメント 

(c) 誠実な報告及びステークホルダーとの意義ある関係 

 

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

 03-6266-8595（東京） 
 mikio.sonoda@mhm-global.com 
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MCCGは、これらの重要な原則を念頭に置き、会社が達成を期待される「Intended 

Outcome」と、Intended Outcome を達成するためのアクションである「Practices」、

Intended Outcomeを達成するためにそれぞれのPracticesをどのように会社が適用し

ていくべきかを説明する「Guidance」を記載するという構造となっています。 

 

(2) 持続可能性への配慮 

 

2021年の改訂により、新たな Intended Outcome として、「会社が、その長期的な

戦略及び成功を支えるために、総合的・戦略的な方法により持続可能性に関するリス

ク及び機会に対応すること」が追加されました。 

これに対応する Practices として、「取締役会及びマネジメントが持続可能性に関す

る戦略、優先順位、目標を設定するなど、持続可能性に関するガバナンスについての

責任を持つこと」や、「取締役会が、持続可能性に関する戦略、優先順位、目標やそ

の達成について内外のステークホルダーに対し説明をすること」等が新たに追加され

ました。 

こうした動きは、世界的に上場会社や機関投資家の間で ESG への関心が高まって

いることに対応したものとみられます。 

 

(3) 取締役会・マネジメントに関する新たな Practices 

 

MCCG は従前から、取締役会のリーダーシップ及び効率性の観点から、種々の

Intended Outcome 及びこれを達成するための Practices を設けていましたが、これを

強化する観点から、2021 年の改訂により、取締役会及びマネジメントに関し以下の

ような新たな Practices が設けられています。 

 

(a) 取締役会の議長は、監査委員会（Audit Committee）、指名委員会（Nomination 

Committee）、報酬委員会（Remuneration Committee）の構成員を兼任してはな

らないこと 

(b) 取締役会の構成は指名委員会（Nomination Committee）により定期的に見直さ

れるべきであり、再選の際には当該取締役のパフォーマンスや、取締役会に対す

る貢献が十分に評価されるべきこと 

(c) 独立取締役（independent director）の任期は 9年を超えないこと 

(d) 上場会社の取締役会の構成員のうち最低 30％は女性とすること（改訂前は大規

模会社のみが対象でした） 

(e) 取締役会は、年次報告書において、取締役会及びシニアマネジメントに適用され

るジェンダーダイバーシティに関するポリシーに関する開示を行うこと（改訂前

は取締役会に適用されるポリシーのみが対象でした） 

 弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 
 aki.tanaka@mhm-global.com 
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5. シンガポール： ワークライフ・ハーモニーに関する三者間指針の制

定 

 

シンガポール人材省（Ministry of Manpower）、シンガポール全国労働組合会議

（Singapore National Trade Union Congress）、シンガポール全国使用者連合（Singapore 

National Employers Federation）は、2021年 4月 30日に、ワークライフ・ハーモニー

に関する三者間指針（Tripartite Standard on Work-Life Harmony：「本指針」）と呼ばれ

る使用者向けの労働環境改善に関する基本指針を発表しました。 

昨年来からの COVID-19の流行の結果、シンガポールでは在宅勤務がニューノーマル

となりつつある一方で、在宅勤務により労働と私生活の境界線が曖昧になっているとい

う問題も指摘されています。本指針は、このような問題意識を踏まえ、被用者が労働と

私生活のバランスをとりながら効率的に意欲をもって稼働することができるよう支援

するため、使用者が行うことが推奨される施策を定めたものです。 

本指針は強制力のあるものではありませんが、被用者にとって魅力のある職場を実現

するため、取り入れることが望ましいものと位置づけられています。本指針を採用した

使用者が行うべき施策の一例は以下のとおりです。 

 

(1) 「柔軟な働き方に関する三者間指針」の採用 

 

本指針は、ワークライフバランスを実現するためには柔軟な働き方を認めることが

必要であるという観点から、2017 年に制定された「柔軟な働き方に関する三者間指

針（Tripartite Standard on Flexible Work Arrangement）」を基礎としたものとなって

います（ここでいう「柔軟な働き方」とは、勤務時間、業務内容及び勤務地に関して、

被用者の希望に応じ使用者が柔軟に対応できる仕組みを指します。）。そのため、本指

針を採用する使用者は、柔軟な働き方に関する三者間指針も採用する必要があります。 

 

(2) 被用者サポート制度（employee support schemes）の提供 

 

使用者は、被用者の私生活をサポートする制度を 2つ以上提供すべきとされていま

す。一例として、以下のような制度が挙げられています。 

 

(a) 託児所の完備、提携先の託児所の整備又は託児所費用補助 

(b) ジム会員権の支給又は費用補助 

(c) Eat with Family Day の設定 

(d) カウンセリングサービスの提供 

(e) クリーニング代の負担 

(f) 休暇費用補助 

(g) 奨学金制度やワークショップへの参加費用負担 
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また、このような制度の存在や申請方法について、被用者用のウェブサイト、人事

規定、回覧メモ等の適切な方法で被用者に知らせるべきであるとされています。 

 

(3) 追加休暇（enhanced leave）の付与等 

 

使用者は、法律上付与が義務付けられている休暇の他に、2つ以上の休暇（追加育

児休暇や忌引休暇等）を追加的に被用者に付与するべきとされています。また、使用

者は、被用者に対し、付与されている休暇については積極的に使用するよう周知する

ことも求められています。 

 

この他にも、使用者が行うべき施策としては、ワークライフバランスの実現を任務と

する管理職を指名すること、介護育児等を行う必要のある被用者に対しては働き方（時

短制度の導入等）について協議すること、ワークライフバランスに関する指針について

被用者とコミュニケーションを図ること、ワークライフバランスに関する施策の有効性

について定期的に見直すこと、等が定められています。本指針の発表は、ニューノーマ

ル時代における労働環境の整備に対するシンガポールの積極的な取り組みを表すもの

といえそうです。 

 

※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ミャンマー 

 

①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート 

 

2021 年 2 月 1 日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言の発出後の対ミャンマー経

済制裁の概要については、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）以降の各号においてお

伝えしたとおりです。本稿では、その後の米国及び英国による対ミャンマー制裁につい

てのアップデートをお伝えします。 

弁護士 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 

 takeshi.komatsu@mhm-global.com 

 

弁護士 細川 怜嗣 
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 reiji.hosokawa@mhm-global.com 

 

弁護士 内田 義隆 

 +65-6593-9463（シンガポール） 
 yoshitaka.uchida@mhm-global.com 
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 +65-6593-9754（シンガポール） 
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弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 
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(1) 米国による制裁 

 

米国財務省外国資産管理室（「OFAC」）は、米国による制裁措置の対象者を引き続

き拡大しており、米国時間 2021 年 5 月 17 日には、国家緊急事態宣言後に国軍政権

の下で組織された国家行政評議会（State Administration Council：「SAC」）とその構

成員及び SACによって任命された閣僚等を制裁措置の対象者（Specially Designated 

Nationals and Blocked Persons：「SDN」）のリストに追加しました。なお、SACや

閣僚が制裁対象者として指定されたからといって、ミャンマー政府や関係省庁が当然

に制裁対象となるものではないと一般に理解されています。 

また、OFACは、国家緊急事態宣言後の米国による対ミャンマー制裁に関する大統

領令（Executive Order 14014）の細則として、2021 年 5 月 28 日付けで Burma 

Sanctions Regulations（「本規則」）を公表しました。本規則は、同年 6月 1 日付けで

発効しています。 

 

(2) 英国による制裁 

 

英国財務省（HM Treasury）は、英国時間 2021年 5月 17日、ミャンマーの国営企

業である Myanmar Gems Enterprise を資産凍結措置の対象者に追加しました。 

 

（ご参考） 

本レター第 121 号（2021年 2月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf 

本レター第 122 号（2021年 3月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf 

本レター第 124 号（2021年 4月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf 

本レター第 125 号（2021年 5月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf 

 

②： 倒産法の運用開始に向けたアップデート－倒産実務家の登録開始 

 

本レター第 108 号（2020 年 3 月号）から第 110 号（2020 年 5 月号）でお伝えした

とおり、ミャンマーでは、2020年 3月に倒産法（国際倒産に関する章を除く。）が、同

年 4月にはその施行細則である倒産規則が施行されました。倒産法では、清算手続にお

ける清算人（liquidator）や会社救済再生手続における rehabilitation manager 等は、倒

産法に定めるところにより倒産実務家（Insolvency Practitioner）としての登録を受けた

者でなければ就任することができないとされています。本レター第 117号（2020 年 11

月号）では、倒産実務家の登録手続に関する Notification が投資企業管理局（DICA）に

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf
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より公表されたことをお伝えしましたが、2021 年 5 月末の時点において、倒産実務家

の登録手続は進んでおらず、倒産法に基づく清算手続等は全て保留となっているのが現

状です。 

倒産実務家として登録するためには、まずミャンマー倒産実務家協会（Myanmar 

Association of Insolvency Practitioners Inc.：「MAIP」）に加入後、Insolvency Practitioners’ 

Regulatory Council（「IPRC」）から倒産実務家の資格証明書の発行を受ける必要があり

ます。申請手続開始のタイミングで MAIP への加入申請をした者についての加入手続が

2021年 5月にようやく完了し、現在、IPRCからの資格証明書の発行を待っている状況

です。現地情勢の混乱もあり、資格証明書の発行がいつになるかは不透明な状況ですが、

倒産実務家制度を前提とした倒産法の実務運用の開始が徐々に近づいているといえそ

うです。弊所のミャンマー人弁護士も現在 IPRCへの手続を進めていますので、登録完

了後には、倒産実務家としてのサービス提供も可能となる予定です。 

 

（ご参考） 

本レター第 108 号（2020年 3月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf 

本レター第 109 号（2020年 4月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00041807/20200420-123405.pdf 

本レター第 110 号（2020年 5月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042061/20200522-024927.pdf 

本レター第 117 号（2020年 11月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043627/20201120-111554.pdf 
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今月のコラム－インドの住宅事情－ 

 

初めて入国するインドの首都ニューデリーの 1月は、予想外に肌寒く、曇り空であっ

た（これが天候によるものでなく、スモッグによるものであることを知るまでに時間は

かからなかった）。これから 8 か月間のインド研修中に住むサービスアパートとドライ

バー付きの車は、給与代わりに研修先の法律事務所の方で手配してくれる予定であった

が、初日の夜だけ、お世話になる大パートナー弁護士の心遣いにより、ご自宅のゲスト

ルームに泊めてくださることになっていた。 

デリー空港で自分の名前が書かれたプラカードを持ったドライバーをさっそく見つ

け、付いていくと、お迎えの車は BMW のミニバンであった。「これが 8 か月間毎日乗

ることになる車か。悪くないな。」と思いながら、ご自宅に到着すると、ニコニコした

優しい雰囲気の男性がゲストルームへと案内してくれた。この男性を大パートナー弁護

士と思い、最高の笑顔で自己紹介したあと、シャワーの使い方などを丁寧に説明してく

れようとする割には英語が全く通用しない段階で、ようやくサーバント（お手伝い）の

方であると気づいた。ギザと呼ばれる湯沸かし器式シャワーの場合は、タンク内のお湯

の量を念頭に置きながら頭と体を効率よく洗う必要があることなどまだ知らなかった

私は、全身の泡を冷たい水で洗い流すことで、思い通りに物事が進まないインドの洗礼

を軽く受けていた。 

翌朝、（勘の良い読者であれば予想済の展開かもしれないが）BMW ではなくインドで

最も見かけるタイプの Tata 社製の軽自動車に乗ってサービスアパートに入居すると、

そこは長期滞在用のアパートというより短期滞在用のホテル、いや、バックパッカーが

集う宿であった。回りの人たちは長くて 1週間程度の滞在を予定する中、自分は「8か

月間泊まる。」と言い聞かせながらも、昼夜問わず鳴り続けるフロントの電話機の隣の

部屋では、睡眠も取れず、1か月ほどで急遽別のサービスアパートに移ることになった。 

インドのサービスアパートの種類は豊富

で、大手企業の駐在員が利用する「サービ

ス」アパートは、大型の空気清浄機や日本

のテレビ番組が映るテレビを備え、「サービ

ス」の質も、制服を着た門番、日本食を作

ることができるコック、ホテルのように綺

麗に洗濯物を仕上げるスタッフといったレ

ベルである。他方で、予算の限られた駐在

員が利用するアパートの「サービス」は、

居眠りと談笑をして 1日を過ごすサンダル履きの門番、炭を使ったアイロンで仕上げた

であろう炭のカスがついた洗濯物、朝 5時からヒンディーソングをかけながらゴミを敷

地外に出す室外掃除担当、床とトイレとテーブルを同じ雑巾で拭く室内掃除担当といっ

た具合である。サーバント（お手伝い）が居ることは有難いが、（英語が通じないため） 
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ボディーランゲージでこちらの意思を伝えることで、出勤前に 1日の半分以上のエネル

ギーを消費することになる。 

そのような中、単に室内の埃を拡散する

のではなく、集めてくれる室内清掃担当の

好青年を見つけたので、少額のチップを渡

しながらやる気を引き出していたある日、

彼が嬉しそうに「今度、結婚するんだ！」

と報告してきた。こちらも嬉しくなり、こ

れはとばかりに、日頃の感謝とこれからの

仕事に期待して多めのチップを弾んであ

げた。それからいつまで経っても好青年の

彼が仕事に戻って来る様子もないので事情を聞いてみると、彼は結婚すると言ったその

日に仕事を辞めていたらしい。「池から這い上がったところに水をかけられる経験をす

る。」というインド大先輩の名言の意味が少し分かった瞬間であった。 

 

（弁護士 小山 洋平） 

※本稿は、今般新たに出版された、川村隆太郎編著「インド不動産法制－理論と実践：

不動産に関連する法制度一般から合弁・M&A 等のプロジェクトまで」（株式会社商事法

務、2021年 4月）におけるコラムの一部を転載したものです。 

 

 

文献情報 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 7回 第 1章・

幹となる権利義務（1）――工事等の内容その 5」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3593 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 8回 第 1章・

幹となる権利義務（1）――工事等の内容その 6」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3603 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

 

➢ 論文    「＜特別企画＞海外リーガルリスクマネジメントの要諦：（第 1章）

平時における態勢構築にあたっての留意点／（第 2章）有事におけ

る初動対応と戦略構築上の留意点」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1611 

著者    梅津 英明、片桐 大、川端 遼、御代田 有恒（共著） 
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➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 9回 コラム・

大規模な建設・インフラ契約の難しさ――不完備性」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3614 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

 

➢ 論文    「WTO アンチダンピング等最新判例解説〔71〕対価の妥当性の判

断にかかるベンチマーク及び補助金額算定に際しての負の利益の

ゼロイングの可否 ～United States - Countervailing Measures on 

Softwood Lumber from Canada(WT/DS533/R)～」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.5 

著者    高宮 雄介 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Sanctions 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Sanctions 2021 

著者    石本 茂彦、梅津 英明、高宮 雄介、宮岡 邦生、滝口 浩平（共著） 

 

➢ 論文    「Global Legal Insights - Employment & Labour Law 2021 - Japan 

Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Employment & Labour Law 2021 

著者    金丸 祐子 

 

NEWS 

➢ 御代田 有恒 弁護士が日本弁護士連合会 国際活動・国際戦略に関する協議会 幹

事に就任しました 

 

➢ 梅津 英明 弁護士が日本弁護士連合会 国際活動・国際戦略に関する協議会 委員

に就任しました 

 

➢ 当事務所の弁護士及び税理士が財務省委託調査「配当に対する二重課税調整及び

株式の譲渡損益に対する課税に関する調査」において報告書を提出しました 

財務省が委託調査として実施した「配当に対する二重課税調整及び株式の譲渡損

益に対する課税に関する調査」において、当事務所の弁護士及び税理士（栗原 宏

幸、山田 彰宏、山川 佳子、原田 昂）が、欧米及びアジア諸国における配当に

対する二重課税調整及び株式の譲渡損益に対する課税に関する調査を行い、当該

調査結果をまとめた報告書を財務省に提出しました。 

 

 
（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@mhm-global.com 

03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


