モンゴル投資セミナー
――資源・インフラプロジェクト
投資の留意点――
2012年５月29日、アレンズ法律事務所および海外投融資情報財団（JOI）は国際協力銀行（JBIC）の後援を受け、標記セミナーを開催い
たしました。本稿では当日の概要を一部ピックアップしてお届けします。なお、当日のセミナー動画および配布資料がJOIウェブサイトに
てご覧いただけます（要ログイン）
。
（文責：アレンズ法律事務所 ディビッド・ウェンガー、ジョン・コッシー）

近年、世界有数の鉱床が確認されたモンゴルは、隣国

モンゴル外国投資・貿易庁（FIFTA）によると、モ

中国の急速な都市化・開発の波に対応する膨大な鉱物資

ンゴル向け海外直接投資（FDI）の額は2006年時の３億

源需要、そしてほかのアジア諸国の旺盛な需要増を満た

6655万ドルから2010年時の10億2599万ドルへと大きく

す存在として、魅力的な新興市場に変貌した。

増加した。分野別の内訳では、上流の探鉱開発を中心と

本稿では、モンゴルにおける外国投資の状況と、最近

する資源エネルギー・セクターが65.3％と太宗を占めて

導入された新外国投資法について紹介する。最後に、投資

いる。モンゴル経済が資源分野に大きく依存するのは明

ストラクチャーを構築する際のポイントと、官民パートナ

らかで、オユ・トルゴイが2013年に商業生産を開始する

ーシップ（PPP）における投資機会について紹介したい。

と、同プロジェクトは同国GDPの約３割を占めると予測
されている。モンゴルへの投資国をみると、過去20年に

モンゴルにおける外国投資の傾向
モンゴルで最も注目される２つの鉱山はオユ・トルゴ
イ金・銅山と、タバン・トルゴイ炭鉱だ。オユ・トルゴ

わたり最大の投資国は中国だった。日本は第６番目の外
国投資国であった。

モンゴルの外国投資規制

イ・プロジェクトを所有するのは、アイヴァンホー・マ
インズ社（リオ・ティントが過半出資）とモンゴル政府

モンゴルの新・外国投資法の整備

で、前者が66％、後者が34％を所有する。タバン・トル

近年、モンゴル向け外国投資は鉱物資源分野で驚異的

ゴイ・プロジェクトは現在、モンゴル政府の100％所有

な伸びをみせた。ただこの間、モンゴル政府が外国投資

である。オユ・トルゴイが生産を開始すれば、同鉱山か

に対して国益上の理由から投資を拒否できる規制上の枠

らは銅が年平均45万トン、金が同33万オンスという量を

組みはなかった。2012年５月17日、モンゴル議会（大フ

50年にわたり産出し続けるという（リオ・ティント調

ラル）は、戦略的に重要な分野において操業する事業法

べ）
。また、タバン・トルゴイ石炭鉱床の推定埋蔵量は

人への外国投資を規制する法律（以下、
「新外国投資法」
）

64億トンとされている。

を可決した。2012年４月下旬の法案提出から短期間での

この２大プロジェクトが世界の注目を集める一方、ほ
かにも多数のプロジェクトが開発段階にあり、大部分の
国土は鉱物資源探査が未着手のまま残されている。

スピード成立となった。
スピード可決の理由は２点あげられる。まず、2012年
４月、アイヴァンホー・マインズ社が所有するサウスゴ

オユ・トルゴイ・プロジェクトは、2009年にアイヴァ

ビ・リソーシズ社（SouthGobi Resources Ltd）の株式

ンホー・マインズ社とモンゴル政府の間に締結された投

を、中国・国有企業Chinalco傘下の中国アルミニウム社

資協定（investment agreement）に基づき開発されて

（Chalco）に９億5000万ドルで売却するという計画が明

いる。これはモンゴルの経済開発において画期的な出来

らかになった件だ。サウスゴビ・リソーシズ社はモンゴ

事であり、モンゴルが外国からの投資に対してオープン

ルで原料炭・一般炭のプロジェクトを４件実施してい

であるとの姿勢を示すものとなった。

る。2012年４月16日、モンゴル鉱物資源庁は、対抗措置
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として、サウスゴビ・リソーシズ社が全額出資するサウ
スゴビ・サンド社（SouthGobi Sands LLC）による探
査・開発活動の一時停止を求めると発表、その後まもな
く、新外国投資法の草案がモンゴル議会に提出された。
もうひとつは、2012年６月28日に行われた選挙だろ
う。つまり選挙前に新法案を可決してしまうためには直
近の議会審議が最後の機会だった。

新外国投資法の主な特徴
新外国投資法による規制は、大きく分けて「戦略的に

効率的かつ透明に運用され得るのか？ という点だ。戦
略的に重要な分野で49％以上を外資が所有することへの

重要な分野への外国投資」と、
「外国の国有企業による

制限と、同法でみられるほかのいくつかの不確かさは、

外国投資」の２種類がある。

外国人投資家の信頼を弱めるおそれがある。

（1） 戦略的に重要な分野への外国投資
新外国投資法の第１分類が適用されるのは「戦略的に
重要な」分野の企業である。対象分野は鉱物、銀行・金

ただし政府は最近のプレス発表で６月末の議会選挙後
に、新外国投資法の内容に関する交渉を再開する意思が
あると述べている。

融、およびメディア・通信である。外国投資家は、戦略
的企業の株式の５％から３分の１を取得する一定の取引
に対して通知を行うことが求められている（ただし許可

官民パートナーシップ（PPP）

取得不要）
。
外国投資家が戦略的企業の株式を49％以上保有する意

モンゴルでは多くの鉱業プロジェクトが依然、探鉱・

図があり、出資額が1000億トゥグリク（約7500万ドル）

開発段階にあり、政府は電力や輸送など必要な大規模イ

を超過する場合、投資家は内閣からの提案に基づき議会

ンフラを整備するための財源にできる財政基盤をもって

の承認を得る必要がある。ただし、同法は、だれが申請

いない。結果、政府は主要インフラの開発手段として、

の義務を負うのか、求められる情報、あるいは内閣およ

PPP方式に目を向けている。PPPは英国に始まり、豪

び議会の回答方法やその時期などといった、認可申請手

州、中東、そして世界の諸地域で広く採用されるプロジ

続きの詳細を規定していない。また投資計画の内容が議

ェクト手法である。モンゴルにとってのPPP採用の利点

会討論の場であらわにされるプロセスも、投資家にとっ

は、①民間部門の専門知識と経験を活かすことで、同じ

ては商業上好ましいとはいえないだろう。取引のどの段

プロジェクト、サービスであっても、モンゴルの公共部

階で議会決定が求められるかも明らかでないため、投資

門だけでやるより安く提供できる、②プロジェクト提案

家は契約締結に先だって決定を求める必要に迫られるか

者の報酬が事業目的の達成とリンクされるので、重要な

もしれない。

インフラやサービスが適切なタイミングで実施されやす

（2） 外国の国有企業による外国投資

い、③PPP方式をとることで、政府とプロジェクト提案

新外国投資法のもとでは、外国の国有企業あるいは外

者双方が持続可能で経済的なプロジェクト開発にモチベ

国政府の所有する事業はモンゴルでいかなる投資を行う

ーションを抱きやすいため、モンゴルの発展に対して包

際にもモンゴル政府（内閣）からの承認を得るよう求め

括的なアプローチが促進される、などがある。

られる。ただし「国家が所有する」の意味が明確でなく、
本条項の具体的な対象については不明な部分も残る。ま
た、承認申請の手続きや所要期間についてもまだ明らか
ではない。

国有財産委員会（SPC）
国有財産委員会（SPC）は、モンゴルにおける民営化
プロセスの手続きと国有財産の管理に対して責任を負う
政府機関である。SPCは、民営化プロセスを加速し、か

明確な定義から得られる高い確実性
新外国投資法は、外国投資への規制によりモンゴルと
しての正当な国益を守り維持することを目的とするもの

つ経済への民間部門参加を増加させることにより、経済
効率を改善し、経済成長を創出し、モンゴル人民の福祉
を向上させるために創設された。

だ。外国投資家の視点からいえば、問題は今回の新外国

SPCは、民営化されるべき企業および不動産の一覧に

法が、投資決定に際して確実で明確な判断ができるよう、

含まれた資産の民営化を管理・指導している。SPCは、
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モンゴルにおける投資ストラクチャー
◎可能なストラクチャー◎モンゴルの事業活動に対する外国投資は、会社、パートナーシップ、または、支店
もしくは駐在員事務所の開設といったさまざまなストラクチャーを通して行える。ほかの国と同様、投資の
ために採用されるストラクチャーは、財務上、法律上、商業上、税務上のさまざまな意味合いをもつ。適切
な投資手段の選択は、投資案件の性質、モンゴル現地パートナーの共同投資の範囲（もしあれば）、望まれる
ガバナンス構造、資金調達および税の検討、適用されるモンゴルの法制と政策など、広範囲の要素に左右さ
れる。
会社：モンゴルの会社法は、有限責任会社（LLC）および株式会社（JSC）の 2 種類の会社形態を定めてい
る。両方とも個別の法人としての通常の企業の特性を有し、契約を締結でき、権利を取得し、自社名義で
債務を負う、および財産を所有し、訴訟の当事者となり、株主に対する有限責任を負うことができる。い
ずれの種類の会社に対しても、株主間で決定するために株主に留保されると投資家が予想し得る（新株引
受権、定足数および議決過半数のような）多くの事項をモンゴルの会社法が規定していることに投資家は
留意すべきである。これら諸事項のすべてではなくとも一部は、会社の定款により、または株主間協定を
結ぶことにより変更できる。LLCは、株主間の取り決めをするうえで、より柔軟度が高く、開示義務もよ
り少ないため、一般に好まれる企業投資手段である。ただし、モンゴルの証券取引所で上場するためには、
会社はJSCである必要がある。
パートナーシップ：モンゴルのパートナーシップ法は無限責任および有限責任のパートナーシップを規定し
ている。しかし、パートナーシップは、無限責任パートナーシップの全構成員、および有限責任パートナ
ーシップの構成員の少なくとも 1 人が、パートナーシップの負債に対して無限責任をもつため、モンゴル
で用いられることはまれである。
ジョイントベンチャー（JV）：非法人型JV（unincorporated joint venture）というストラクチャーは、
モンゴル法のもとで明示的に認識されていない。モンゴルの投資家および政府省庁は契約上のジョイント
ベンチャーの概念に精通しておらず、また、現状では鉱物または石油の権益を、複数の提案当事者が保有
することが不可能であるため、非法人型JVが用いられるのはまれである。したがって、モンゴルの「ジョ
イントベンチャー」とは、通常JV参加者がLLCの株主となる法人型JVのことである。
支店または代表事務所：外国法人が支店または駐在員事務所を通じてモンゴルに拠点を確立することは可能
であるが、これは外国法人とは別の法人であるとは認められない。そのようなオフィスだけを用いて行う
ことができる事業活動の種類には制限がある。
◎通貨管理◎モンゴルの為替政策は、モンゴル中央銀行（Mongolbank）および金融規制委員会によって管理
される。一般に、モンゴルから外貨を本国に送還することに制限はなく、また外国為替管理はない。
◎反トラスト規制◎モンゴルの競争法は、吸収・合併に関して従うべき任意もしくは義務的な通知またはクリ
アランス／認可制度を定めていない。投資家は、市場における独占的な活動を行うことを目的とした競合他
社の株式取得による「支配的な事業」（市場の 3 分の 1 以上の財・サービスを供給する事業と定義される）
の禁止事項があることに留意すべきである。
◎課税◎モンゴルの子会社およびオフィスからの利潤を本国に送還する際に適用される源泉徴収税といった、
モンゴル事業に適用される一連の法人税と租税がある。モンゴルは、シンガポールと中国を含む数多くの
国々との二重課税防止条約を結んでおり、当該諸国がモンゴルに投資するにあたって望ましい法域となり得
る。
◎仲裁◎モンゴルは、1958年外国仲裁判断の承認および施行に関するニューヨーク条約（以下、「ニューヨー
ク条約」）の締約国である。したがって、ニューヨーク条約の締約国の仲裁廷によって下された仲裁判断は、
モンゴルにおいて執行可能である。とはいえ、モンゴルの当事者と契約を結ぶ場合、外国人投資家はモンゴ
ル国外の中立的な仲裁地を選択することが勧められる。
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関係する国家の中央行政当局とともに、企業および組織

リー・リスクは低下するだろう。

を再編する必要性につき決定し、管理、実行およびリー

最後に、経験上、モンゴルにおける投資の評価に際し

ス契約を通じて企業と組織を運営するための政府決定を

て検討されるべき事項を４点述べておきたい。適切なパ

遂行する。SPCはこのプロセスを監督し、定期的に政府

ートナーの選別、デューディリジェンス、現地スタッフ

に報告書を提出する。

への投資、仲裁時の準拠法の設定である。
現地企業と密着した拠点をもっておくことは、各種ラ

コンセッション法

イセンス、規制要件を満たす事業遂行、そして文化面を

モンゴルのコンセッション法は同国でのPPPを規定す

理解するために不可欠だ。専門知識をもつ現地の人材を

る法として2010年１月28日に可決され、モンゴルにおけ

確保するためには、実際に現地に行く必要がある。現地

る主要な開発プロジェクトの実施にあたっての規制枠組

パートナー企業、対象資産または事業に関するデューデ

みを定めている。国有財産関連の主要プロジェクトは

ィリジェンスは必須である。特に、ライセンス、規制要

125件あり、2010年７月21日内閣決議198号による国有

件は全容を把握しておくべきだ。モンゴルの現地スタッ

財産コンセッション一覧に掲載されている。PPP案件の

フ育成のための研修・支援は重要だ。モンゴル人は忠誠

第１号は、電力需要が急増するウランバートル市の第５

心が高く勤勉である。投資協定の準拠法には先進国の法

石炭火力発電所で、政府は現在、複数の外国コンソーシ

律を採用し、紛争は国際的に認められた仲裁センターで

アムから優先入札者を選定中だ。内閣決議198号に掲載

の国際仲裁によって解決されるようにする。

されているほかのPPPプロジェクトは、
・タバン・トルゴイ石炭プロジェクトの発電所建設
・ウランバートル周辺のゲル地区に居住するモンゴル
市民向けアパート整備開発
・健康保険のオンライン化、病院間連携促進のための
患者記録電子化などのE-Health制度の開発
・ウランバートルとフシギーン・フンディ
（Khoshigtyin Hondyi）新空港・建設予定地間道路整備
・原油精製所の建設

などがある。
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野は魅力的で大きな事業機会を提供している。政府は重

駐在代表パートナー

要なインフラプロジェクトの多くをPPPで開発する意向
があり、外国投資家にも参入の扉は開放されている。モ
ンゴルは急速に変貌を遂げる新興国市場であり、外国投

コーポレートファイナンス・
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されたように）、リスク上昇につながる可能性がある。

池上

銅製品部門

資家からすれば急な変化は（今回の新外国法制定で懸念

卓成

しかし、モンゴルは強力な民主主義国家であり、また、
今後新しいプロジェクトが多数出てくるにつれ、カント

＊本稿は（モンゴル資格をもたない）国際弁護士によって作成された法律事情に関する部分的な情報提供で、法的アドバイスとして利
用されるべきものではありません。法的アドバイスをお求めの場合および本稿に対するお問い合わせは、アレンズ法律事務所ジャパ
ンプラクティス（japanservices@allens.com.au）までお願いいたします。
＊アレンズ法律事務所は、オーストラリアで190年、アジア太平洋地域で30年以上の伝統を誇る国際法律事務所です。2011年11月にウ
ランバートルオフィスを開設し、主として資源エネルギー、発電、プロジェクトファイナンス、インフラ、M&A、ジョイントベン
チャー、プライベートエクイティなどの分野でモンゴルに投資および事業展開する外国企業、多国籍企業の法務支援を行っています。
＊2012年５月にリンクレーターズLLCと業務提携を結び、重要新興市場を含む27カ国36拠点のグローバルネットワークの一員として、
一貫した品質の統合されたサービスをご提供することが可能となりました。
＊アレンズ法律事務所はリンクレーターズと提携関係をもつ独立したパートナーシップです。
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