
AW Letter

Vol.21

2020年8月



目次

1 モーリシャスを経由したアフリカ投資 2

2 台湾企業におけるCOVID-19に関する労務上の留意点 6

© AsiaWise Group1

AW Alert/AW Letterの配信登録は、以下のURLからお願い致します。

https://www.asiawise.legal/news-letter

https://www.asiawise.legal/news-letter


• 「最後のフロンティア」とされるアフリカ

への進出について、アフター・コロナの時

代においては、従来型の進出方法と異なり、

地場企業へのM&Aによってスピーディな

進出を果たすことが考えられます。

• スピーディなアフリカ進出とアフリカの特

性を考慮した場合、モーリシャス共和国の

活用が考えられ、本稿ではモーリシャスの

基本情報及びモーリシャス活用のメリット、

拠点設置に際する留意点等をご紹介します

１．はじめに

「最後のフロンティア」と期待されるアフ

リカですが、AW Letter vol.2*1では、日本企

業がアフリカに投資する場合、すでに投資が

進んでいるインド拠点と、アフリカ現地に刺

さったインド人脈を活用する戦略（ISAMEA

戦略）をご紹介致しました。今回は、それに

続くアフリカ進出戦略の鍵として、モーリ

シャスの活用をご紹介致します。

2．モーリシャスの基本情報

（１）モーリシャス共和国は、マダガスカル

島から東に1,130キロメートルほどの距離に

ある、人口約126万、国土は東京都と同じく

らいという小さな島です。モーリシャスは古

来、アフリカとアジアを結ぶ結節点として、

海のシルクロードの寄港地として知られてい

ます。その地政学的な意義もあってか、1968

年に独立を果たすまで、オランダ領（16世紀

～）、フランス領（18世紀～）、イギリス領

（19世紀～）と様々な欧州列強による植民地

支配の歴史を有しています。その結果、法制

度の面においても、オランダ・フランス由来

の大陸法（シビル・ロー）と、イギリス由来

のコモン・ローの両方の特徴を有すると言わ

れています。

モーリシャスは独立以後、金融、IT及び観

光等の第三次産業に重点をおくことで著しい

発展を遂げ、以下のように、各種ランキング

において非常に高い成績をあげています。

また、アフリカの国々と比較すると、汚

職・腐敗が少なく、安定した民主主義が根付

いています。法的紛争解決の面でも、国際的

に評判の高い仲裁機関（モーリシャス国際仲

裁センター、通称「MIAC」）が存在します。

（２）モーリシャスは、インド洋交易やイギ

リス支配下での移住の関係で、インド系住民

が人口の過半数を占めます。モーリシャスは

インドと経済的な結びつきも強く、インド向

けの外国直接投資（FDI）について、モーリ

シャスは長らく首位の座にありました。近時、

両国間の租税条約が改定されたため、モーリ

シャスの優位性に陰りが見られますが、イン

ド投資におけるモーリシャスの重要性は現在

においても否定できません。
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*1/「【ISAMEA】インドを基点としたインド以西（中東アフリカ）戦略」
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ad4e0cbf-1257-4a47-a967-fcf89cf86df1/AW%20Letter%20vol.02.pdf?id=115067

*2/エコノミスト・グループ“Democracy Index 2019” (https://www.eiu.com/topic/democracy-index )
*3/世界銀行“Doing Business 2020” (http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-
Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf )
*4/モ・イブラヒム基金“AGENDAS 2063 & 2030” https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-
02/African_Governance_Report_2019.pdf

ビジネスのしやすさ アフリカ1位、全世界13位 *2

民主主義指標 アフリカ1位 *3

法的インフラの充実度 アフリカ1位 *4

https://uploads.strikinglycdn.com/files/ad4e0cbf-1257-4a47-a967-fcf89cf86df1/AW%20Letter%20vol.02.pdf?id=115067
https://www.eiu.com/topic/democracy-index
http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-02/African_Governance_Report_2019.pdf


さらに、モーリシャスは、インド洋への権益

確保に走る中国とも緊密な関係を築いていま

す。モーリシャスの貿易相手国を見てみると、

インドと中国が首位の座を争っています。モ

ーリシャスは、一般の中国人旅行者に対して

ビザ免除措置を取る数少ない国家であり、直

行便を利用して毎年多くの中国人観光客が入

国しています。

3．アフリカ進出拠点としてのモーリシャス活

用のメリット

近時、モーリシャスはアフリカ投資の経由

地（ゲートウェイ）として注目を集めていま

す*5。モーリシャスがアフリカ投資における

拠点として優れているのは、以下の理由によ

ると考えられます。

第一に、モーリシャスには整った金融イン

フラが存在するという点です。1992年にモー

リシャス国際金融センター（モーリシャス

IFC）が設立されて以来、モーリシャスには

数多くの先進国の金融機関、アドバイザーが

進出してきており、アフリカ各地への投資に

関する豊富な情報やノウハウを蓄積していま

す。特に、欧米系のファンドがモーリシャス

にアフリカ投資目的のPEファンドを設立する

例が多く見られます。

また、投資を促進する制度も充実していま

す。例えば、日本企業がモーリシャスに子会

社（以下、「モーリシャス子会社」と言いま

す。）を設立し、そこからアフリカ各地に投

資を行う場合を想定します。この場合、モー

リシャス子会社には、モーリシャスにおいて

所得税が課されますが、その所得となるアフ

リカの投資先からの配当金や利息収入につい

ては、モーリシャス税法上、様々な減免の対

象となります。モーリシャスの法人税率は一

般に15％ですが、税制優遇制度を活用した場

合、実効税率を3％程度まで落とすことが可

能であると言われています。

加えて、モーリシャスはキャピタルゲイン

課税がないところ、モーリシャスと租税条約

を締結しているアフリカの国の投資に関して

は、投資回収におけるキャピタルゲイン課税

を回避することが可能です。さらにモーリシ

ャスは外為規制が自由化されており、配当に

源泉税もかからないため、モーリシャスから

日本の本社に投資のリターンを還流させるこ

とは、比較的容易です。

なお、モーリシャスは36の国・地域 *6との

間で投 資協定（ Investment Promotion and

Protection Agreement）を締結しており、そ

のメリットを享受することも可能です。投資

協定は多くの日本企業にとって馴染みがない

制度と思われますが、投資先の国の政情不安

や政府による投資資産の接収に関して法的な

保護を与える制度であり、アフリカ投資に際

しては無視することができません。

4. モーリシャスに拠点を設立する場合の留意

点

モーリシャスにアフリカ投資の拠点を設立

し、投資先の管理拠点（地域統括拠点）とし

て活用する場合、どのような点に留意する必

要があるでしょうか。
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*5/モーリシャスが従来享受してきたインド投資上の優遇措置が失われつつあることが、これまで以上にアフリカに
目を向けるきっかけになっている側面もあり、そのダイナミクスは興味深いところです。
*6/投資協定の締結相手には以下の17のアフリカの国を含みます。ベニン、ボツワナ、ブルンジ、カメルーン、チャ
ド、コモロス、ガーナ、ギアナ、マダガスカル、モーリタニア、モザンビーク、ルワンダ、セネガル、南アフリカ、
スワジランド、タンザニア、ジンバブエ。



モーリシャス法上、アフリカ投資のエンテ

ィティとしては、2001年会社法に基づく有限

責任会社を設立し、2007年Financial Service

Actに基づくGlobal Business License（GBL）

を取得するのが一般的ですが*7、モーリシャ

ス国内に事業運営の実質（substance）を確保

することが重要です。

租税条約上のメリットを享受するためには、

モーリシャスの居住者証明（tax residence

certificate）を取得することが必要となります

が、居住者証明を受けるためには、2人以上

の居住取締役（resident director）が存在し、

モーリシャス国内で取締役会を開催すること

で（ただし、電話による参加も可能）、事業

運営の実態がモーリシャス国内に存在するこ

とが必要となります。

なお、2019年1月1日以降、2017年10月16

日以後に設立されたGBL会社は新たな実体性

要件を満たすことが必要となりました。これ

によれば、GBL会社のコアとなる利益獲得活

動は常にモーリシャス国内で行われている必

要があり、カテゴリーごとに定められた年間

の最低費用及び最低雇用人数を満たす必要が

あります。

以上の実体性要件は、アフリカの投資対象

国での課税可能性（PE課税）を否定する上で

も重要となってきます。そしてこのPE課税と

の関係では、投資対象国に投資判断を行う取

締役等が所在しないことにも留意が必要です。

実務的には、モーリシャスに所在する会計

事務所等に取締役の派遣を受ける例も見られ

ますが、形式的にモーリシャス居住者の取締

役を任命するだけではなく、事業の実体をい

かに確保するかが重要です。そのために、外

国人取締役の人数・構成や、取締役会の開催

場所にも意を払うことが必要となります。

5．終わりに

今後、アフター・コロナの世界では、オン

ライン／リモートでのビジネスが主流になっ

てくることが予想されます。従来、日本企業

にとってアフリカは、物理的、心理的な距離

が遠く、中国や東南アジア等に比べて後回し

になっていた面もあると思われます。しかし、

少なくとも物理的距離の壁が低くなりつつあ

るアフター・コロナの世界では、中国・東南

アジアのビジネスチャンスと、アフリカのビ

ジネスチャンスに絶対的な違いは存在しない

と言えます。今後、日本企業がモーリシャス

やインドといったゲートウェイを活用して、

アフリカ投資を戦略的に促進することを願っ

ています。

以 上

※ 本稿はモーリシャスにおいて会社法、コン

プ ラ イ ア ン ス 関 連 の 業 務 を 提 供 す る

International Proximityの情報提供を受けつつ

執筆致しました。AsiaWise Groupでは、モー

リシャス経由のアフリカ投資関連のご相談を

承っております。本稿の執筆者までご連絡下

さい。
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*7/投資ファンドの場合、2011年Limited Partnership Actに基づくLimited Partnershipも利用されます。投資ファン
ドの場合、投資相互の影響を受けないように、モーリシャスに別にSPVを設立し、投資を実行します。
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• COVID-19対応について世界的に評価され

ている台湾においても、2020年第1四半期

のGDP、民間消費はいずれも減少してお

り、2020年の経済成長率も衰退するもの

と予想されています

• COVID-19対応のみなら景気悪化を乗り越

えるため各企業はそれぞれ苦心するところ

ですが、本稿では、台湾において現地労働

者を雇用する企業に着目し、生じ得る労務

問題（防疫隔離休暇中の労働者に対する賃

金支払いの要否、テレワーク勤務に関する

留意点、無給休暇に関連するポイント等）

を解説いたします

COVID-19の感染拡大により各国とも混乱

した状況が続くなか、台湾での感染者数及び

死者数は低水準にとどまっており、台湾政府

の施策は世界的に高く評価されています。し

かし、台湾政府の統計によると、COVID-19

の影響により、2020年第1四半期において、

GDPは1,357億台湾ドル、民間消費は1,688億

台湾ドル減少したとされており、2020年の経

済成長率も、2019年の2.71％から1.67％まで

衰退すると予想されています。COVID-19の

感染拡大を防止するとともに、景気悪化を乗

り越えるため、各企業はテレワーク等様々な

対応を講じています。本稿では、現地労働者

を雇用する企業の観点から、COVID-19の対

応に伴い生じ得る労務問題を中心に、注目す

べきポイントを解説したいと思います。

1．防疫隔離休暇中の労働者に対する賃金支払

いの要否

感染拡大防止対策の一環として、海外渡航

者等一定の条件を満たす者は、一定期間、自

宅又は施設において外部との接触を隔離する

法的義務を負います。

2020年2月25日、総統の命令で公布された

「重度かつ特殊な伝染性肺炎の防止及び救済

振興特別条例」（COVID-19特別対応条例）

では、労働者が隔離を強制される期間中、会

社は、「防疫隔離休暇」を与えなければなら

ないとされました（同条例第3条3項）。会社

は、対象労働者に対して私用休暇やその他の

休暇を取るよう強制したり、皆勤手当を取り

消したり、解雇またはその他の不利益処分を

行うことはできません。もちろん、防疫隔離

休暇を無断欠勤として取り扱うことも禁止さ

れます。違反した会社は過料の制裁を受ける

恐れがあります（同条例第16条1号）。

また、防疫隔離休暇中の賃金支払義務につ

いては、以下のとおり考えられています。

(a) 会社に起因する事情で（業務命令での海

外出張を理由とするもの等）防疫隔離休暇を

取得する場合、会社の給与支払義務は免除さ

れません。

ただし、会社は、隔離期間中に支給した給

料の200％の金額を当年度の所得額から控除

することができ（同条例第4条1項）、税務面

での優遇を受けます。 また、防疫隔離休暇中

に労働者の賃金を払い続けることの他、対象

期間の売上が昨年度の同時期より50％以上低

下したこと等の一定の要件を満たす場合、会

社は、労働者に支給する給与額の4割の補助

金（労働者1名当たり2万台湾ドルを上限とす

る）を受給することができます。

(b) 他方、会社に起因しない事情により労働

者が防疫隔離休暇を取得する場合には、会社

に給与支払義務はありません。なお、会社か

ら防疫隔離休暇中給与又は同様の性質の補助

金を支給されなかった労働者については、防

疫隔離休暇中から隔離終了後2年以内の申請

により、防疫補償金を受け取ることができま

す（同条例第3条1項、2項）。
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2．テレワーク勤務に関する留意点

台湾法上、テレワークを実施する会社が用

意すべき規則等について明記はされていませ

ん。そのため、テレワークにおける労働者と

会社との権利義務関係は、労働基準法等の労

働法令に従いつつ、雇用契約や就業規則等の

個別の社内規則により定められます。就業規

則の変更によりテレワーク勤務を導入する企

業が多いようですが、その際には、以下の点

に特に注意が必要です。

（1）出勤記録

会社は労働者の出勤記録を社内に備え置き、

5年間保存する義務があります（労働基準法

第30条5項）。

台湾当局が公布したガイドライン「仕事場

以外の就労時間に関するガイドライン」（中

国語：勞工在事業場所外工作時間指導原則。

以下単に「ガイドライン」といいまます。）

によれば、会社は、デジタル情報または通信

設備（例えば、ドライブレコーダー、GPS、

電話または携帯もしくはインターネットによ

る打刻、通信アプリ、その他の就労時間を確

認できるツール）により、労働者の就労時間

を記録することができるとされています。テ

レワーク勤務の場合、通常のタイムカードに

代えて、労働者が自ら就労時間を記録して、

勤務の開始時、終了時に会社（上司等）にメ

ールを送信することで労働時間を記録する方

法が採られることが多いようです。また、ガ

イドライン上、仕事場以外の場所で労務を提

供する場合、残業については、会社の同意を

得て行い、残業終了には約定の方法で会社に

報告し、会社が終了時間を記録しなければな

らないとされています。したがって、テレワ

ーク勤務の場合の残業の申請方法、残業時間

の確認及び記録方法についても、定めておく

必要があります。

（2）交通費（不利益変更の禁止）

テレワーク勤務に切り替えた場合、通勤の

必要がなくなります。したがって、原則とし

て、交通費の支払いは不要になります。ただ

し、給与明細上「交通費」と明記されている

場合であっても、支給される交通費が通勤の

距離に応じた支給とされていなかったり、実

費精算とされていなかったりする場合、過去

の裁判例に照らすと、実質的には「賃金」の

一部であると判断される可能性があります（

台湾高裁2004年度労上更(一)字第11号民事判

決）。したがって、会社としては、テレワー

ク勤務になったからといって直ちに交通費を

支給対象外とするのではなく、従前の交通費

の支給方法に照らして、削減の対象としてよ

いか確認する必要があります。賃金の一部と

判断される場合、労働者の同意なく支給を辞

めることはできません。

（3）就業規則への組み込み

以上のように個別に触れた注意点の他、テ

レワーク勤務の実施期間や会社によるテレワ

ーク勤務制度の延長や中止の可否、テレワー

ク勤務でのICT（情報通信技術）の可否及び

利用に際しての注意義務の設定（守秘義務、

システムセキュリティ義務、会社が取り扱っ

ている顧客の個人情報保護義務等）、懲戒事

項の追加の要否（連絡が取れず仕事を行わな

い労働者への対応等）等についても、検討が

必要です。

これらの内容については、就業規則に組み

込んだ上、その内容を従業員がきちんと理解

できるよう説明、告知を行うことが重要とな

ります。

3．無給休暇

台湾の企業では、今回のCOVID-19のよう

な一時的経営難を乗り越える対策として、い

わゆる無給休暇がしばしば利用されています。
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無給休暇とは、労使間で合意した上で所定

労働時間を短縮して給料を減額する、という

ものです（法律上正式な用語ではありません

）。台湾当局のガイドライン「景気の影響に

対応するために労使双方による労働時間の協

調削減を行う際に注意すべき事項」（中国語

：因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注

意事項）によると、無給休暇については、下

記のような留意点があります。

（1）書面合意と届出

まず、無給休暇の実施前に、会社は、個別

の労働者と無給休暇の内容等につき書面によ

り合意する必要があります。合意を取らずに

労働時間を短縮させて一方的に給料を減らす

ことは、労働契約の不履行と解され、労働者

から減少分の給料を請求されたり、当局から

労働基準法違反の責任（過料）を問われる恐

れがあります。労働者と合意をしなければな

らない内容は、無給休暇の実施期間、給与の

減少額、退職金の積立義務を会社が維持する

ことの確認（台湾では、会社が毎月労働者の

退職金を積み立てる義務を負います）、無給

期間の兼業の許可（会社は、雇用契約及び守

秘義務に違反しない限り無給期間中について

労働者の兼業を許可しなければいけないのが

原則です）等になります。

また、会社は、無給休暇の実施前に、各自

治体の労働当局に届出をする必要があります。

届出に際して、労働者との合意書面、対象労

働者名簿、事業縮小や操業停止を行う必要が

あると思われる具体的な理由及びそれを証明

できる資料（例えば、前年度同期の財務諸表

等）を提出しなければなりません。日本にお

ける休業のように、会社側の裁量により賃金

の減額を伴う業務の縮小をするといったこと

は、できない点に注意が必要です。

（2）実施期間

無給休暇の実施期間は原則として3ヶ月を

超えてはならず、延長が必要となる場合、再

度労働者との書面での合意を取らなければな

りません。また、実施期間終了後については、

労働条件（労働時間、賃金等）は従前のもの

に戻さなければなりません。

（3）最低賃金規制

賃金の減少額は必ずしも減少した労働時間

の割合に応じる必要はなく、労使間の合意に

より定めることができます。ただし、会社は、

最低でも台湾の労働基準法等に定められた最

低賃金（2020年6月末時点では月給の場合は

23,800台湾ドル(約86,393円)、時給の場合は

158台湾ドル(約574円)）は、支払わなければ

なりません。これは、無給休暇中に労働者が

一切の労務を提供しない場合であっても、同

様です。

4．結語

台湾当局は、2020年6月7日から徐々に渡航

規制や隔離措置などを解禁しつつありますが、

COVID-19の特性から第二波襲来の可能性が

十分にあります。外資企業にとっては、仮に

今後台湾からの撤退を検討した場合であって

も、訴訟等が存在するために清算等の手続が

長引くことが懸念されます。以上に述べた労

使問題については特に訴訟等の問題になりや

すいため、十分に注意して今後の対応を検討

することが必要です。
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