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第 137号（2022年 4月号） 

今月のトピック 

1. フィリピン ： 公共サービスに関する外資規制の緩和 

2. インドネシア ： 決済システムに関するインドネシア銀行規則

3. タイ ： 決済手段としての暗号資産等の利用を規制する告示発布 

4. シンガポール ： ①： FSM法案の概要及び一定のデジタルトークンサービス

プロバイダ―に対する適用 

②： サイバーセキュリティサービスプロバイダ―に対する

ライセンス制の導入

5. マレーシア ： エンデミック移行期の感染対策の導入 

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～

米国による追加制裁の発表 

②： 国際旅客便の離発着禁止措置の解除に伴う居住取締役

要件の取扱いについて 

今月のコラム －2年半ぶりのヤンゴンオフィスでの集まり－ 

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137

号（2022 年 4 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. フィリピン： 公共サービスに関する外資規制の緩和

2022年 3月 21 日、公共サービス法を改正する法律（共和国法第 11659号。以下「改

正公共サービス法」といいます。）が成立しました。改正公共サービス法は、公共サー

ビス事業のうち、外資規制の対象となる公益事業（Public Utility）の範囲を限定するこ

とにより、従前は外資規制の対象となっていた事業を外資に開放しました。 

改正公共サービス法は、2022年 4月 7日に施行されています。 

(1) 改正公共サービス法における公益事業の範囲

フィリピンにおいては、公益事業に対する外資規制が存在し、公益事業を営む会社

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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に対する外国人の出資比率は 40％までとされます（フィリピン憲法 12章 11条）。 

改正公共サービス法の成立前は、公益事業の範囲は解釈に委ねられており、例えば、

電気、ガス、水道、輸送、電話、電信等の物品やサービスを継続的に供給する事業は

公益事業と解されていました。 

これに対し、改正公共サービス法においては、原則として以下の表で掲げる事業の

みが公益事業とされています（ただし、フィリピン国家経済開発庁は、一定の基準を

満たす公共サービスについて、公益事業に追加するよう国会に提案することができま

す（改正公共サービス法 4 条））。 

 

公益事業 概要 

配電 

（Distribution of Electricity） 

2001 年電力事業改革法（共和国法第 9136

号）4条(n)が定義する配電システムを通じ

た配電施設による電力の輸送をいう。 

送電 

（Transmission of Electricity） 

2001年電力事業改革法（共和国法第 9136

号）4条(ccc)が定義する高圧基幹システム

による電力の輸送をいう。 

石油等輸送システム 

（ Petroleum and Petroleum Products 

Pipeline Transmission Systems） 

公共に石油等を供給するためのパイプラ

イン輸送システムの運営及び維持をいう

（私的な使用や別の事業に付随して運営

されるものは除く。）。 

配水・下水システム 

（Water Pipeline Distribution Systems and 

Wastewater Pipeline Systems, including 

sewerage pipeline systems） 

共和国法第 6234号及び大統領令第 198号

により規制される公共の健康及び安全の

ための配水・下水システムの運営及び維持

をいう（排泥や浄化槽は除く。）。 

海港 

（Seaports） 

フィリピン港湾庁等の関連行政庁が定義

する、貨物の保管、修理又は積み下ろし、

乗客の乗降等の目的で船舶が停泊する場

所の運営をいう。 

公益性のある車両 

（Public Utility Vehicles） 

手数料を得て、公共に対して車両により乗

客や国内貨物を運搬するサービスの提供

をいう（ただし、輸送ネットワーク会社

（transport network corporation）を通じて

運営等されるものを除く。）。 

※輸送ネットワーク会社とは、配車アプリ

等を提供する会社を指します。 

 

上記表のとおり、公益事業の範囲が限定された結果、通信、海上輸送、航空輸送、

鉄道、高速道路、輸送ネットワーク等の事業は、公益事業に該当せず、外資規制の対
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象から除外されることになります。 

なお、通信業その他公共サービスのうち特に重要なものとして大統領が定めるサー

ビスについては、「重要なインフラストラクチャー（critical infrastructure）」として特

別な規制が課されており（改正公共サービス法 25条）、その運営及び管理については、

相互主義（Reciprocity）の要件が課されています。すなわち、重要なインフラストラ

クチャーについては、フィリピン人に対して同等の取扱いが認められている国の外国

人でなければ、過半数を出資することが禁止されます。 

 

(2) 緊急時における出資の制限等 

 

改正公共サービス法においては、緊急時等において、外資による出資等を制限する

条項が存在します。 

すなわち、国家の安全にかかわる場合には、大統領は、公共サービスを対象とする

外資による合併、取得又は投資を停止又は禁止することができます（改正公共サービ

ス法 23条）。 

また、公益事業に該当しない公共サービスは、フィリピン憲法 12 章 17 条及び 18

条における公益に関係する事業（business affected with public interest）とされ、緊

急時において政府が当該事業を一時的に取得若しくは運営の指示を行い、又は、国家

の福祉若しくは防衛のために補償金を支払うことにより政府に移管することができ

ます（改正公共サービス法 4条）。 

さらに、外国政府が支配し、外国政府のために行為し、又は、外国政府が所有する

企業については、公益事業及び重要なインフラストラクチャーに対する出資が禁止さ

れます（改正公共サービス法施行前に既に出資している場合には追加の出資が禁止さ

れます。）。ただし、ソブリン・ウェルス・ファンド及び独立した年金ファンドは 30％

まで公益事業及び重要なインフラストラクチャーに出資することが認められます（改

正公共サービス法 24条）。 

 

(3) 施行規則（Implementing Rule and Regulation） 

 

改正公共サービス法の施行規則（Implementing Rules and Regulation）は、改正公

共サービス法の施行日から 6か月以内に制定されるものとされており（改正公共サー

ビス法 30条）、引き続き動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

弁護士 園田 観希央 
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2. インドネシア： 決済システムに関するインドネシア銀行規則 

 

(1) インドネシア銀行規則 2020年 22号及び 2021年 23号 

 

インドネシアでは、決済システムに関する法令として、決済システムに関するイン

ドネシア銀行（「BI」）規則 2020 年 22 号（「22 号規則」）及び決済システムサービス

提供者に関する 2021年 23 号（「23号規則」、22号規則と併せて「本 BI規則」）が 2

021年 7月 1日より施行されています。 

本 BI 規則は、インドネシアにおいてデジタル経済が発展してきたことに伴い、従

来の決済サービスに関するライセンス制度を刷新することを目的としており、以下に

詳述する決済サービス提供者に必要なライセンスやその取得要件等の詳細を定めて

います。本レターでは、本規則の要点を簡単にご紹介します。 

なお、23 号規則の施行に伴い、従来有効であった電子マネー、資金移動、資金決

済、フィンテックの実施に関する各種 BI規則は廃止されています。 

 

(2) 決済サービスを提供する会社の分類 

 

本 BI 規則は、決済サービスを提供する主体を①決済サービス提供者（Payment S

ervice Provider）及び②決済システムインフラ運営者（Payment System Infrastruct

ure Operator）と整理した上で、それぞれについて以下の事業を行う者と定義してい

ます。 

 

(a) 決済サービス提供者：決済口座情報業務（AIS：「account information services」）、

決済指図伝達及びアクワイアリング業務（PIAS：「payment initiation and/or ac

quiring services」）、決済口座開設業務（AINS：「account issuance services」）

又は送金業務（remittance services）を行う事業者 

(b) 決済システムインフラ運営者：クリアリング業務又は最終決済業務を行う事業者 

 

したがって、インドネシアにおいて、電子マネーの発行（AIS）、ペイメントゲート

ウェイ及びアクワイアラ（PIAS）、電子ウォレット（AINS）、資金移動（Remittance）

等のサービスを提供する場合には、本 BI 規則に基づき決済サービス提供者としての

ライセンスを取得する必要があります。 

以下では、決済サービス提供者が取得する必要のあるライセンス及びその主要なラ

イセンス取得要件について解説します。 
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(3) 決済サービス提供者が取得する必要のあるライセンス 

 

(a) ライセンスの種類 

 

リスクベースの事業許可実施に関する政令 2021 年 5 号上、決済サービス提供は

ハイリスク事業に分類されており、これを行うには事業識別番号（NIB）と共に特定

のライセンスを取得する必要があります。そして、当該特定のライセンスの詳細に

ついては 23号規則に規定されており、同規則上、決済サービス提供者としてのライ

センスは、以下のとおり、3 つのカテゴリーに区分されています。 

 

ライセンス区分 提供可能業務 

カテゴリー1ライセンス AIS、PIAS、AINS 及び送金業務全てを行うことが可

能 

カテゴリー2ライセンス PIAS 及び AINS 業務のみ可能 

カテゴリー3ライセンス 送金業務及び BIから許可を得た業務のみ可能 

 

(b) ライセンス取得要件 

 

ライセンス取得要件は多岐に亘り、上記各カテゴリー共通のもの、各カテゴリー

間で異なるものが含まれますが、そのうち重要と思われるものは以下のとおりです。 

 

① 外資比率に関する要件（各カテゴリー共通） 

 

決済サービス提供者が銀行ではない場合、外資比率については、株式保有割合ベ

ースで上限 85％及び議決権ベースで上限 49％とされています。いずれの場合にお

いても、外資か否かは決済サービス提供者の株式を直接保有している株主のみでな

く、最終株主まで遡って判断されるものとされています。 

また、単一のインドネシア株主が最大の議決権を保有する必要があるとされてい

ます。そのため、株主について、議決権ベースで、外国株主 49％、インドネシア

株主 51％という構成であれば外資比率の要件は満たします。しかし、外国株主 49％、

インドネシア株主が 2 名おり、例えば、それぞれが 31％、20％という形で議決権

を有する場合には、上記外資比率の要件は満たさないことになります。 

 

② 資本金に関する要件 

 

決済サービス提供者は、一定の払込資本金を有していることが必要とされており、

ライセンスカテゴリーごとに必要な最低払込資本金の額が定められています。具体

的には以下のとおりです。 
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ライセンス区分 最低資本金 

カテゴリー1ライセンス 150億インドネシアルピア 

（現在の為替レートで約 1 億 3,000万円） 

カテゴリー2ライセンス 50億インドネシアルピア 

（現在の為替レートで約 4,320万円） 

カテゴリー3ライセンス 5億～10億インドネシアルピア 

（現在の為替レートで約 430万～860万円） 

 

もっとも、リスクベース事業許認可及び投資ファシリティに関するガイドライン

及び手続に関する投資調整庁（BKPM）規則 2021 年 4 号により、外資企業（「PM

A 会社」）は、上記表記載の各最低資本金の定めにかかわらず 100 億インドネシア

ルピア（現在の為替レートで約 8,640万円）の最低資本金が必要とされています（詳

細は本レター第 128号（2021年 8月号）をご参照ください。）。 

そのため、日本企業がインドネシアにおいて決済サービス事業を行うために、既

存のインドネシア企業へ投資を行う場合、又は、自らインドネシア法人を新設する

場合には、対象法人は PMA 会社となることから、上記カテゴリー2 又は 3 のライ

センスの場合においても、100 億インドネシアルピア（現在の為替レートで約 8,6

40万円）の払込資本金が必要となる点については注意が必要です。 

 

③ その他 

 

その他、各カテゴリー共通のライセンス取得要件として、役員の資格・居住要件、

リスクマネジメント及び情報システム体制に関する要件等が規定されています。 

 

本規則は、これまでの決済サービスに関するライセンス制度を刷新するものであり、

今後の実務動向を注視する必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 128 号（2021年 8月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049892/20210820-105239.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 
 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

 

弁護士 シャハブ 咲季 

 +65-6593-9757（シンガポール） 

 zaki.shahab@mhm-global.com 

 

弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
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3. タイ： 決済手段としての暗号資産等の利用を規制する告示発布 

 

タイの証券取引委員会（Securities and Exchange Commission：「SEC」）は公聴会を

経て、2022年 3月 18日に暗号資産その他のデジタル資産（「暗号資産等」）の決済手段

としての利用を促進する行為に対する規制を定める告示（「本告示」）を発布し、本告示

は 2022年 4月 1日に施行されました。本レター第 134号（2022年 2月号）において、

本告示案の概要を紹介しましたが、正式に告示が発布・施行されたことにより、デジタ

ル資産関連事業者と顧客との関係に大きく影響を与えると思われますので、本告示の定

める規制内容の概要を解説します。 

 

この告示の施行により、Digital Asset Exchange（デジタル資産取引所）、Digital Asset 

Broker（暗号資産等の取引を媒介し、手数料等を得るブローカー）、Digital Asset Dealer

（自己リスクで暗号資産等の取引を行うディーラー）、Digital Asset Advisory Service（暗

号資産等への投資を助言するアドバイザー）及び Digital Asset Fund Manager（第三者

の暗号資産等への投資を運営するファンドマネジャー）（以上を総称して「本対象事業

者」）は、暗号資産等を決済手段として利用する行為を支援及び推奨することが禁止さ

れます。具体的には、本対象事業者は以下のような行為等を行ってはならないものとさ

れています。 

 

(a) 暗号資産等が決済手段として利用可能である旨を広告その他に表示すること 

(b) 暗号資産等による支払いのための技術的なシステム又は仕組み（QRコードを読

み取り暗号資産等で支払う仕組みや、商品又はサービスの価格を暗号資産等で表

示する仕組みを導入すること等）を提供すること 

(c) 顧客の口座（暗号資産等の売却によりタイバーツを調達した口座及び本対象事業

者にタイバーツを預けた口座を含む）から第三者の口座にタイバーツを送金する

サービスを提供すること 

(d) 商品又はサービスの提供者が対価の支払いを暗号資産等で受けるための電子ウ

ォレットを提供すること 

(e) 支払いのために暗号資産等を顧客の口座から第三者の口座に送付するサービス

を提供すること 

(f) その他暗号資産等を決済手段として利用する行為を支援するようなサービスを

提供すること 

 

なお、上記(f)の「その他暗号資産等を決済手段として利用する行為を支援するような

サービス」の該当性については、SECが個別的に判断することになります。 

 

また、本告示は、デジタル資産事業に関する緊急勅令（Emergency Decree on Digital 

Asset Business B.E. 2561 (2019)）30条に基づき制定されており、同条に違反した場合、
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30 万バーツ（現在の為替レートで約 110 万円）以下の罰金及び違反期間中 1 日あたり

1万バーツ（現在の為替レートで約 3万 7,000円）以下の罰金が科せられる可能性があ

ります（同法 67条）。本告示は施行日から 30日間の猶予期間を与えており、上記規制

に違反している本対象事業者は猶予期間の終了までに当該行為を停止する必要があり、

本対象事業者は早急に対策を講じる必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 134 号（2022年 2月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00063987/20220221-102537.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. シンガポール 

 

①：FSM法案の概要及び一定のデジタルトークンサービスプロバイダ―

に対する適用 

 

2022年 4月 5日、金融サービス市場法案（Financial Services and Markets Bill：「FSM

法案」）が国会で可決されました。FSM法案では、マネーロンダリング及びテロ資金調

達リスク、金融不祥事リスク、技術リスク等の主要な金融業界のリスクに対処するため、

シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore：「MAS」）が金融業界全体

の規制に関するアプローチを単一で取ることができる仕組みが盛り込まれており、同法

案が施行されれば、MAS による規制及び監督に関する規定と権限が一つの法律に統合

されることになります。 

具体的には、現在、証券先物法（Securities and Futures Act）、金融アドバイザー法

（Financial Advisers Act）、保険法（Insurance Act）に基づき、MAS は各法令で規制さ

れているサービス分野において重大な違法行為を行った者に対して禁止命令

（Prohibition Orders:「本禁止命令」）を発行したり、特定の規制サービスの実施や、各

法令で規制される金融機関の重要役職への就任を禁止するといった権限を持っていま

す。他方で例えば、これら以外の法令（銀行法等）の下で規制されているサービス分野

に関しては、重大な違法行為を行った者に対しても MAS は本禁止命令を発行する権限

を有していないのが現状です。 

FSM法案においては、MAS による本禁止命令の発行について、MAS が規制する全て

タイ弁護士 パヌパン・ウドムスワンナクン 

 +66-2-009-5152（バンコク） 
 panupan.u@mhm-global.com 

 

タイ弁護士 プームパット・ウドムスワンナクン 

 +66-2-009-5175（バンコク） 
 poompat.u@mhm-global.com 

 
 

弁護士 白井 啓子 

 +66-2-009-5130（バンコク） 
 keiko.shirai@mhm-global.com 

 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00063987/20220221-102537.pdf
mailto:panupan.u@mhm-global.com
mailto:keiko.shirai@mhm-global.com
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の金融サービス分野に横断的に適用されるようになり、「適性基準に関するガイドライ

ン」に従い監督し、いかなる人物又は金融機関に対しても（シンガポール国内外を問わ

ず）、MAS による本禁止命令の発行権限が付与されることとなっています。 

 

また、FMS 法案においては一定のデジタルトークンサービスプロバイダ―（「DTSP」）

に対しても新たにライセンス規制の適用範囲を拡大しています。現状、シンガポールで

設立され国内でサービスを提供する DTSP は、そのサービス内容に応じて、決済サービ

ス法（デジタル決済トークンサービスを提供する場合）、証券先物法（資本市場商品サ

ービスを提供する場合）、金融アドバイザー法（金融顧問サービスを提供する場合）の

下でライセンス規制の対象となっています。しかし、シンガポールで設立され国外でサ

ービスを提供する DTSP は、現行法の下では明確にはライセンス規制の対象とはなって

いません。 

FSM 法案では「デジタルトークンサービス」を定義するとともに、シンガポール国

外でそれらのサービスを提供する DTSP を新しい金融機関のカテゴリに分類し、別のラ

イセンス制度を設け規制することが盛り込まれています。これにより、FSM 法案が施

行されれば、シンガポールで設立された DTSP は、サービスの提供範囲（国内か国外か）

にかかわらずライセンス制度の規制対象となることとなり、これは少なくとも法人が設

立された法域でライセンス規制又は登録等を推奨している国際的な金融活動部会（The 

Financial Action Task Force）が設ける基準に沿った内容となっています。 

 

この他、FSM法案においては、MAS にマネーロンダリング防止及びテロ資金調達対

策の精査を実施する権限を与え、国内当局及び海外のマネロン・テロ資金調達監督機関

への協力を行うとも定めています。 

 

FSM 法案は国会で可決したばかりであり、施行に関する更なる詳細については、今

後詳細が明らかになると思われるため、動向について引続き注視する必要があります。 

 

②：サイバーセキュリティサービスプロバイダ―に対するライセンス制

の導入 

 

シンガポールのサイバーセキュリティ庁（Cyber Security Agency of Singapore：

「CSA」）は 2022 年 4 月 11 日、サイバーセキュリティ法（「CS 法」）パート 5 に基づ

き、サイバーセキュリティサービスプロバイダー（「CS 業者」）に対してライセンス制

の導入（「本制度」）を開始することを告示し、同日施行されました。本制度の枠組みは、

2018 年に施行された CS 法において既に定められていたところ、より詳細な範囲を検

討する為にその施行が延期されていましたが、CSA が正式に運用開始を告示したこと

により、シンガポールは世界に先駆けて CS 業者に対するライセンス制を導入すること

となります。 
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本制度の枠組みの下では、①Managed Security Operations Centre (SOC) Monitoring 

Service（SOC監視サービス）、及び②Penetration Testing Service（侵入テストサービ

ス）のいずれか又は両方をシンガポール国内において提供する CS 業者（外国人・外国

法人を含む）は、サイバーセキュリティサービス規制事務局（The Cybersecurity Services 

Regulation Office :「CSRO」）に対しライセンス申請を行わなければならないとされて

います。これらのサービスは既にサイバーセキュリティ業界で広く提供されており、顧

客のコンピュータシステムや機密情報にアクセスするため、これらが悪用された場合に

顧客の業務に支障をきたし同業界の全体像にも大きな影響を与える可能性があります。

このことから、顧客の利益を保護し、信頼できる CS 業者を特定できるようにすること

で、同サービスを提供する CS 業者の一定の基準を保ちその地位を継続的に向上させる

ことを目的としています。 

 

上記に該当する既存の CS 業者は、2022 年 10 月 11 日までにライセンスを取得する

必要があり、同日以降、ライセンスを取得せずに同サービスを提供した CS 業者には 5

万シンガポールドル（現在の為替レートで約450万円）以下の罰金又は2年以下の禁固、

若しくはその両方が科されます。ただし、2022 年 10 月 11 日までにライセンスを取得

する為に申請手続き中の既存 CS 業者は、CSROによるライセンス付与がなされるまで

引続きサービスを提供できるとされています。 

 

※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。 

 

 

 

 

 

5. マレーシア： エンデミック移行期の感染対策の導入 

 

マレーシア政府は、2022 年 4 月 1 日より、エンデミック移行期に入るとして、本レ

ター第 128号（2021 年 8月号）でご紹介していた国家回復計画（NRP）を、エンデミ

ックへの移行期のものに改めました。これに伴い、従前の NRP のもとで多数並立して

いた標準作業手順書（SOP）が統一され、9つのガイドラインにおいて、すべきこと・

してはならないことが整理された形となっています。エンデミック移行期の感染対策に

関して、主にマレーシアで従業員を雇用して操業する日系企業が留意すべき点という観

点から、これらのガイドラインに記載されている主要な点を以下で紹介します。 

 

 

弁護士 細川 怜嗣 

 +65-6593-9467（シンガポール） 
 reiji.hosokawa@mhm-global.com 

 

 

パラリーガル 有馬 潤 

 +65-6593-9750（シンガポール） 
 megumi.arima@mhm-global.com 

 

mailto:reiji.hosokawa@mhm-global.com
mailto:megumi.arima@mhm-global.com
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(1) 事業活動への制限の緩和 

 

エンデミックへの移行期においては、ナイトクラブは依然、ハイリスク業種として

操業を禁じられますが、その他の業種については操業の制限が解除されました。また、

従前はサバ州・サラワク州では従業員のワクチン接種率に応じ施設収容人数の上限が

設定されていましたが、この上限も解除されています。営業時間に対する制限も解除

され、操業に必要なライセンスで認められた時間内であれば自由に営業ができるよう

になっています。 

 

(2) アプリによる入館時チェックインの継続 

 

事業場を管理する者は、事業場に労働者その他個人が立ち入る際には、MySejahtera

（政府の新型コロナウイルス感染対策アプリ）の QRコードを用いたチェックインを

行わせ、またこのアプリ上のステータスが「低リスク」となっている労働者その他個

人だけを入館させるようにすべきとされています。 

 

(3) マスク着用 

 

事業場を管理する者は、事業場において、労働者その他個人にマスクを着用させる

ようにすべきとされています。食事の際や、障害等により呼吸が難しく医師の診断書

があるような場合については、例外的にマスク着用義務が解除される形となっていま

す。 

 

（ご参考） 

本レター第 128 号（2021年 8月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049892/20210820-105239.pdf 

 

 

 

 

 

 

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～米国による追

加制裁の発表 

 

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

弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 
 aki.tanaka@mhm-global.com 
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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、その後の米国による対ミャンマー制裁についての続報を

お伝えします。 

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、米国時間 2022 年 3 月 25 日、国軍幹部 2

名及びその他の 3 名の個人 5名と、ミャンマーの財閥である Htoo Group of Companies

及び同財閥傘下の Asia Green Development Bank 並びに International Gateway Group 

of Companies Limited を含む 5つの法人及び団体を、米国による資産凍結措置等の対象

者（Specially Designated Nationals and Blocked Persons）のリストに追加しました。

なお、同財閥の代表者である Tay Za氏は 2022年 1月 31日付けで、OFACにより制裁

対象者として指定されています。 

今回米国が新たに制裁対象者として指定した者のうち、Htoo Group of Companies に

ついては、欧州連合（「EU」）理事会が、現地時間 2022 年 2 月 21 日付けで、EU によ

る資産凍結措置の対象者として指定しており、米国が追随した形となります。本レター

第 135 号（2022 年 3 月号）でお伝えしたとおり、EU は上記のタイミングでミャンマ

ー石油ガス公社（Myanma Oil and Gas Enterprise：MOGE）を制裁対象者として指定

しています。こちらについても米国が追随する動きが見られるか、引き続き動向が注目

されます。 

 

（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 

本レター第 126 号（2021年 6月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf 

本レター第 127 号（2021年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf 

本レター第 132 号（2021年 12月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050592/20211220-112653.pdf 

本レター第 134 号（2022年 2月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00063987/20220221-102537.pdf 

本レター第 135 号（2022年 3月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064098/20220322-112603.pdf 

 

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
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050592/20211220-112653.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063987/20220221-102537.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064098/20220322-112603.pdf
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②：国際旅客便の離発着禁止措置の解除に伴う居住取締役要件の取扱い

について 

 

新型コロナウイルス予防・制御・治療国家中央委員会（Central Committee on 

Prevention, Control and Treatment for COVID-19）は、2022年 3月 18日付け Public 

Notice において、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて 2020 年 3 月 29 日以降採ら

れてきた国際旅客便の離発着禁止措置を 2022年 4月 16日で終了し、翌 17日より運航

を再開する旨を公表しました。これを受けて、移民・人口省（Ministry of Immigration and 

Population）は、2022 年 4 月 1 日より商用ビザの発給を再開しており、今後はミャン

マーとの往来が活発化することが期待されます。 

本レター第 117 号（2020年 11月号）においてお伝えしたとおり、国際旅客便の離発

着措置により外国人駐在員のミャンマーへの渡航が困難となっていた状況を受けて、投

資企業管理局（「DICA」）は、離発着禁止措置が正式に解除されるまでの期間、ミャン

マー会社法（Myanmar Companies Law：「会社法」）に定める取締役等の「居住者」要

件を一時的に免除する旨の 2020 年 10 月 20 日付け Notification 第 92/2020 号

（「Notification 第 92 号」）を公表していました。今般、上記のとおり 4 月 16 日におい

て離発着禁止措置が解除となることから、Notification 第 92号に定める免除措置も終了

となり、それ以降は会社法の規定に基づく居住者要件の充足が必要となるのかが問題と

なっています。2022年 4月 18日時点において、この点に関する見解は DICA から特に

示されていない状態です。なお、Notification 第 92 号の取扱いについては DICA におい

て現在検討中であり、今後採るべき対応は、DICA から別途発表される Notification 等に

おいて明らかになるとの情報もあります。居住者要件に関しては、現地法人の取締役や

現地支店の代表者（authorised officer）である駐在員を現地に戻すなどの対応が今後必

要となる可能性もあり、DICA の今後の動向は引き続き注視していく必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 117 号（2020年 11月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043627/20201120-111554.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 

 +65-6593-9752（シンガポール） 
 takeshi.mukawa@mhm-global.com 

 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-9253654（ヤンゴン） 

 03-6266-8566（東京） 

 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 

 +65-6593-9762（シンガポール） 
 kana.manabe@mhm-global.com 

 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043627/20201120-111554.pdf
mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
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今月のコラム－2年半ぶりのヤンゴンオフィスでの集まり－ 

 

今日のコラムでは、4月上旬のヤンゴンオフィスでの集まりを紹介したいと思います。

ヤンゴンオフィスのメンバーで集まるのは、実に 2年半ぶり、この間、コロナ禍やクー

デター等、大変なことが多い時期が続いてきましたが、この日は本当に久しぶりに皆で

集まることが出来ました。 

 

場所は、Kokkoya Organicsという農場に併設された

カフェです。ここは、ミャンマーの農家で、オーガニ

ックな農業をしている農家から野菜や果物を集めてお

り、美味しくて安全な野菜を買うことが出来ます。オ

ーナーの Caty さんはオーストラリアから来て、この農

場を始めました。クーデター前は、10軒以上の農家か

ら野菜を買っていたのが、クーデター以降は 5軒程度

に減ってしまったそうです。やはりオーガニックの野

菜はどうしても値段が高くなるので、生活が苦しくな

ると購入できる人が減ってくるのだと思います。 

 

この日は、ピザ作りと、壺への絵付けの組に分かれてアクテ

ィビティを楽しみました。ピザ作りの組は、まず農場でハーブ

を摘んでから、ピザを作ります。窯で焼き立てのピザはとって

も美味しく、あっという間に消費されました。 

壺の絵付けは、皆の芸術的なセンスが光ります。絵を描いた

壺には、土を入れて植物を植えて持って帰りました。 

 

本当に久しぶりに対面で集まることが出来、話も弾みます。

ミャンマーでは、コロナ、クーデター、直近の外貨の強制転換等、苦しい日々が続きま

すが、その中でも、こうして楽しい時を過ごし、皆の笑顔を見られて、また明日から頑

張ろうと思えた一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

（弁護士 眞鍋 佳奈） 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『基幹インフラ事業者、重要物資の生産、重要技術の研究開発等に関

与する企業等に対する実務上のインパクトと対応策「経済安全保障推

進法案の４本柱と企業の備え」』 

開催日時  2022年 5月 9 日（月）16:30～18:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社 JPI（日本計画研究所） 

 

➢ 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 4回 経済安全保障を読み解

く主要 11分野 ――経済制裁編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022年 5月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文   「The International Comparative Legal Guide to: Employment & 

Labour Law 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Employment & 

Labour Law 2022 

著者    安倍 嘉一、大野 志保、金丸 祐子 

 

➢ 本     『外為法に基づく投資管理―重要土地等調査法・FIRRMA も踏まえ

た理論と実務』 

出版社    中央経済社 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文   「The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of 

Foreign Judgments 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌  The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of 

Foreign Judgments 2022 

著者    金丸 祐子、辰野 嘉則 

 

NEWS 

➢ 小山 洋平 弁護士が The International A-List 2022に選ばれました 

India Business Law Journal 誌において同誌の独自調査により、当事務所の小山 

洋平 弁護士がインド関連案件のエキスパートとして The International A-List 

2022に選ばれました。 

 

➢ 特設ページ「ロシア・ウクライナ情勢 関連情報」を開設しました 

ロシアによるウクライナへの軍事行動の開始以降、国際情勢が緊迫している中、
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当事務所では、ロシア・ウクライナ情勢に対応したビジネスのご支援となるべく、

セミナー、ニュースレターや論文等の最新情報及び関連する法律問題、官公庁等

の最新公開情報のリンクをまとめた特設ページを開設いたしました。今後も、随

時アップデートしてまいります。 

皆様の実務における一助となれば幸いに存じます。 

詳細はこちらをご覧ください。 

 

（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 

https://www.mhmjapan.com/ja/legal-topics/year/2022/2.html

