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February 12, 2021 2021年 2月 12日 

Biden Administration Issues Executive 

Order Re-Imposing Sanctions on Burma 

バイデン政権、*ミャンマーに再び制裁を科す 

大統領令を発令 

By John E. Smith, Brandon L. Van Grack, Panagiotis C. 

Bayz, Andrea L. Delisi, Jonathan M. Babcock, and 

 Amy L. Larsen 

執筆者： John E. Smith, Brandon L. Van Grack, 

Panagiotis C. Bayz, Andrea L. Delisi, Jonathan M. 

Babcock, 及び  Amy L. Larsen 

 
 

On February 11, 2021, President Biden issued 

Executive Order 14014 of February 10, 2021, “Blocking 

Property With Respect to the Situation in Burma” (“E.O. 

14014”), the first sanctions-related E.O. of his new 

administration, declaring a national emergency to deal 

with the situation in, and in relation to, Burma following 

the February 1, 2021 coup.  This move marks the U.S. 

government’s reestablishment of a Burma-specific 

sanctions regime, after the prior program was 

terminated in 2016 by President Obama.   

2021年 2月 11日、バイデン大統領は、2021年 12月 10

日付大統領令第 14014号「ミャンマーの現状に係る資産凍

結（Blocking Property With Respect to the Situation in 

Burma）」（以下「大統領令第 14014号」）を発令しました。

この大統領令はバイデン新政権にとって初の制裁に関する

大統領令となりましたが、2021年 2月 1日のクーデター後

のミャンマー国内の現状及びミャンマーを巡る事態に対応す

るために発令されたものです。これは、2016年のオバマ大統

領による前プログラムの解除後、米国政府が対ミャンマー固

有の制裁体制を再び策定したことを示しています。 

Key Takeaways 重要なポイント 

1. New additions to the Treasury Department’s 

Specially Designated Nationals and Blocked 

Persons List (“SDN List”).  The Biden 

administration has imposed new sanctions on 10 

influential Burmese individuals and three businesses 

following the February 1, 2021 coup in that country, 

with more sanctions expected in the coming weeks.   

1. 米国財務省の特別指定国籍業者リスト（Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons List: 

以下「SDN リスト」）への追加  バイデン政権は、2021

年 2月 1日にミャンマーで起きたクーデターを受けて、ミ

ャンマーの有力者 10名及び企業 3社に対して制裁を科

しました。そしてこの先数週間のうちに追加の制裁が実

施される見通しです。 

2. Like most “targeted” U.S. sanctions programs, the 

new E.O. does not generally prohibit transactions 

with the government of Burma, or restrict trade with 

Burma, but merely forbids transactions with a “U.S. 

nexus” involving, directly or indirectly, parties added 

to the SDN List.  

2. 多くの「対象を絞った（targeted）」制裁プログラム同様、

今回の大統領令もミャンマー政府との取引を全般的に禁

止したりミャンマーとの取引を制限したりするものではな

く、SDNリストに新たに追加された者に直接・間接を問わ

ず関わる、「米国とのつながり（U.S. nexus）」を有する取

引を禁止するに過ぎません。 

3. Practice proactive due diligence.  In addition to 

terminating all business activities involving the 

designated individuals and entities, global 

businesses should closely examine their ties to 

Burma and assess potential risks.  In particular, 

3. 先を見越したデューディリジェンスの実施  グローバル

企業は、指定された個人や企業に関わる全てのビジネス

を終了させることに加えて、自社のミャンマーとの関係を

詳細に検討し、潜在的リスクを査定すべきです。特に、ミ

ャンマーの防衛分野や現在の政府又は軍の指導者に関
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companies should identify any business that 

touches the Burmese defense sector or that 

involves current government or military leaders, 

because such entities are far more likely to be 

subject to future sanctions (to the extent they are 

not already sanctioned).   

係するビジネスを特定する必要があります。なぜなら、こ

のような企業は、（既に制裁対象になっていない限り）今

後制裁対象となる可能性が非常に高いからです。 

The New Burmese Sanctions Regime ミャンマー制裁の新体制 

E.O. 14014 authorizes the imposition of sanctions on 

any foreign person determined to operate in certain 

sectors of the Burmese economy, as well as any foreign 

person determined to have engaged in a range of 

activities contributing to the unrest in Burma.  The E.O. 

specifically identifies the Burmese defense sector as 

subject to sectoral sanctions – meaning that the U.S. 

Treasury Department can sanction anyone deemed to 

operate in that sector – and it also authorizes the 

Secretary of the Treasury, in consultation with the 

Secretary of State, to subsequently identify additional 

sectors of the Burmese economy within which any 

person determined to be operating may be sanctioned.  

It also allows for the imposition of sanctions on any 

Burmese military or government leader or official 

holding office as of February 2, 2021, including their 

adult family members.  Once designated, these 

individuals and entities are placed on the SDN List 

maintained by the Treasury Department’s Office of 

Foreign Assets Control (OFAC), and all property and 

interests in property subject to U.S. jurisdiction of these 

sanctioned persons are blocked.  U.S. persons are 

generally prohibited from engaging in any transactions 

or dealings with listed parties.   

大統領令第 14014号は、ミャンマー経済の特定分野におい

て活動していると判断された外国人、及びミャンマーの政情

不安に寄与するさまざまな活動に参加したと判断された外国

人に対して制裁を科すことを認めるものです。この大統領令

は、制裁対象分野としてミャンマーの防衛分野を具体的に特

定していますが、これは、当該分野と関わりがあると判断され

た者に対して米国財務省が制裁を科すことができることを意

味します。また、当該大統領令は、今後も、国務長官と協議

の上、ミャンマーの他の経済分野を追加で特定する権限を財

務長官に付与しており、これにより、関わりがあると判断され

た者は制裁を受ける可能性があります。また、当該大統領令

は、2021年 2月 2日現在、ミャンマーの軍又は政府の指導

者・高官である者（その成人の家族を含みます。）に対して制

裁を科すことも認めています。ひとたび上記の指定を受けた

個人及び企業は、米国財務省外国資産管理局（以下

「OFAC」）が管理する SDN リストに記載され、当該制裁対象

者の財産及び財産に係る利益のうち、米国の管轄下にある

ものはすべて凍結されます。なお、米国人は、SDN リストに

記載された者と経済活動・取引を行うことを広く禁止されま

す。 

Shortly following President Biden’s issuance of E.O. 

14014, OFAC announced that it had designated and 

added to the SDN List 10 current and former Burmese 

military officials and three Burmese entities that are 

owned or controlled by, or have acted for or on behalf 

of, the military or security forces of Burma.  Of these ten 

officials, six are members of the National Defense and 

Security Council who were directly involved in the coup.  

The remaining four are members of the newly 

established State Administration Council.   

バイデン大統領が大統領令第 14014号を発令してまもなく、

OFACは、ミャンマー軍の現・退役高官 10名及びミャンマー

の軍・治安部隊により所有若しくは支配され、又はこれらのた

め若しくはこれらに代わり活動していたミャンマー企業 3社を

指定し、SDNリストに追加したと発表しました。10名の高官

のうち 6名は、直接クーデターに関与した国防省及び治安国

家評議会（National Defense and Security Council）のメン

バーですが、残りの 4名は、新たに組織された国家行政評議

会（State Administration Council）のメンバーです。 

At the same time as the issuance of the E.O. and 

imposition of the OFAC sanctions, the U.S. Commerce 

Department’s Bureau of Industry and Security (BIS) 

announced that it will implement a series of restrictions 

大統領令の発令及び OFACの制裁実施と同時に、米国商

務省産業安全保障局（以下「BIS」）は、一定のミャンマーの

軍・政府関係の組織への機微品目（sensitive items）の輸出

に一連の制限を課すと発表しました。具体的には、今後、指

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210211
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210211
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on exports of sensitive items to certain Burmese military 

and government entities.  Specifically, BIS will apply a 

presumption of denial for export license applications to 

designated Burmese governmental agencies, and BIS 

revoked certain previously issued licenses to the 

Burmese government.  In addition, BIS will suspend 

certain license exceptions previously available to Burma 

under the Export Administration Regulations.  As a 

result of these actions, persons exporting U.S.-origin 

items to Burma will need to reevaluate the export control 

status of the items. 

定されたミャンマー政府機関に対し、輸出許可申請を「原則

不許可（presumption of denial）」とすることとし、また、現時

点でミャンマー政府に対して既に発行している一定の許可を

取り消しました。更に BISは、今後、輸出管理規則に基づ

き、これまでミャンマーに適用されていた一部の許可の例外

の適用を停止します。このような状況を踏まえ、米国産品をミ

ャンマーに輸出する際には、輸出管理状況を見直す必要が

あります。 

According to a statement by Secretary of State Antony 

Blinken, the new Burmese sanctions regime has been 

narrowly tailored to specifically target those “who played 

a leading role in the overthrow of Burma’s 

democratically-elected government.”  Secretary Blinken 

also stressed that the U.S. government will ensure that 

these measures do not add to the humanitarian plight of 

the Burmese people.  

Antony Blinken国務長官の声明によれば、ミャンマー制裁

の新体制の策定に際しては、「ミャンマーの民主的に選ばれ

た政府を追放するにあたって主導的役割を果たした」者を特

に対象とすべく制裁対象が限定されています。また、Blinken

国務長官は、米国政府が、この措置によって、ミャンマーの

人々の非人道的な惨状が更に悪化することのないよう、確実

を期すと強調しています。 

Prior Sanctions on Burma ミャンマーに対するこれまでの制裁 

Although E.O. 14014 reestablishes a Burma-specific 

U.S. sanctions program for the first time since 2016, a 

number of powerful Burmese persons were already 

sanctioned in other programs.  In particular, two of the 

officials designated in this latest round of sanctions were 

previously sanctioned due to their involvement in human 

rights abuses against the Rohingya people.   

大統領令第 14014号により、2016年以来初となる対ミャン

マー固有の制裁プログラムを再び策定していますが、何名

かのミャンマーの有力者は、他のプログラムにおいて既に制

裁を受けています。特に、直近の制裁で対象となった高官 2

名は、ロヒンギャの人々に対する人権侵害に関与したとして、

既に制裁を科されています。 

The U.S. government’s prior Burma-specific sanctions 

program, which was terminated by President Obama in 

2016, included prohibitions targeting Burma’s precious 

gem and financial sectors.  In contrast to those 

restrictions, E.O. 14014 does not impose an outright 

ban on the importation of Burmese-origin jadeite and 

rubies.  However, we note that the three entities that 

were designated on February 11, 2021 are the 

Myanmar Ruby Enterprise, the Myanmar Imperial Jade 

Co., Ltd., and Cancri (Gems and Jewellery) Co., Ltd., 

which will most likely cause a similar chilling effect on 

dealings with the Burmese precious gem sector. 

米国政府の従前の対ミャンマー固有の制裁プログラムは、

2016年にオバマ大統領が解除していますが、これにはミャン

マーの宝石及び金融分野を対象とした禁止措置が含まれて

いました。大統領令第 14014号は、前回の措置とは対象的

に、ミャンマー原産の翡翠とルビーの輸入を全面的に禁止す

るものではありません。もっとも、2021年 2月 11日に

Myanmar Ruby Enterprise、Myanmar Imperial Jade Co., 

Ltd.及び Cancri (Gems and Jewellery) Co., Ltd.の 3企業

が制裁対象に指定されており、その結果としてミャンマーの

宝石分野の取引を萎縮させる可能性が極めて高いといえま

す。 

MoFo’s National Security practice will continue to 

monitor the situation and keep you apprised of any 

significant developments.  

当事務所の国家安全保障チームでは、引き続き状況をモニ

タリングし、重要な展開についてお知らせします。  

 *英語原文では国名を「ビルマ」と表記していますが、本稿の

日本語訳では日本においての正式名称である「ミャンマー連

https://www.state.gov/designating-officials-and-entities-in-connection-with-the-military-coup-in-burma/
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邦共和国」から、「ミャンマー」と表記しています。（具体的な名

称で、英語表記の部分を除く。） 

Liv Chap, a Law Clerk in Morrison & Foerster LLP’s 

D.C. office and Raymond Rif, a legislative and policy 

specialist in the Morrison & Foerster LLP National 

Security practice, contributed to this alert. 

執筆協力：Liv Chap（Morrison & Foerster LLPワシントン・

オフィス、ロー・クラーク）、Raymond Rif（Morrison & 

Foerster LLP国家安全 保障チーム、立法・政策スペシャリス

ト） 
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企

業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List 

に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が

「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げてい

ます。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのため

に最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な

事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮して

います。詳しくは、当事務所のウェブサイト

（www.mofo.com）をご覧ください。 

  

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具

体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過

去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されている

ものではありません。 
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