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  第 32 号（2014 年 10 月号） 

 

 

 

今月のトピック 

1. インドネシア ：新著作権法の制定 – 著作権者の権利の拡充 

2. シンガポール ：来月シンガポール国際調停センターがオープン  

3. タイ ：直接販売を行う会社等の設立・変更登記申請の厳格化 

 

今月のコラム －シンガポール運動事情－  

 

 

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

32 号（2014 年 10 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. インドネシア：新著作権法の制定 – 著作権者の権利の拡充 

 
2014 年 9 月 16 日、現行の著作権法（「旧著作権法」）を全面的に改正する新しい著作

権法案（「新著作権法」）がインドネシア国民議会により可決され、2014 年 10 月 16 日

に施行されました。新著作権法においては著作権の対象となる著作物の範囲が拡大され、

また著作権者が排他的権利を有する範囲も拡大されています。以下、主要な改正点につ

いてご紹介いたします。 

 

著作権の対象となる著作物の拡大 

旧著作権法のもとでも、書物、絵画、音楽、演劇などの著作物は保護されていました

が、新たに、伝統文化の表現物の翻訳、翻案、編曲、変形、変更が保護対象に含まれる

こととなり、また、伝統文化の表現物の編集物についても、それがオリジナルといえる

限り、保護対象に含まれることとなりました。 

 

著作権者が排他的権利を有する範囲の拡大 

旧著作権法のもとでは、著作権者は公表及び複製につき排他的権利を有するとされて

いました。他方、新著作権法のもとでは、公表及び複製にとどまらず、翻訳、翻案・編

曲・変形、頒布、実演、通知、送信、貸与についても著作権者が排他的権利を有するこ

ととされています。 

 

著作権の保護期間の延長 

旧著作権法のもとでは、書物、絵画、音楽、演劇、建築等の一定の著作物に関する著

作権の保護期間は著作者の死後 50 年とされていましたが、新著作権法のもとでは、著

作者の死後 70 年（ただし、法人が著作権を有している場合には、公表から 50 年後）に

延長されています。 

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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エンフォースメント 

著作権法のエンフォースメントの点でも、新著作権法においては重要な改正がいくつ

かなされました。まず、著作権侵害事件については他の知的財産権侵害と足並みを揃え、

親告罪（被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪）とされました。

また、旧著作権法のもとでは著作権侵害罪の成立には故意が必要とされていましたが、

新著作権法のもとではこの要件は削除されています。 

罰則についても改正があり、営利目的で著作権者の許可なく著作物を複製・頒布した

場合の罰則が、旧著作権法のもとでは 7年以下の禁錮若しくは 100 万ルピア以上 50 億

ルピア以下の罰金又はその併科とされていましたが、4 年以下の禁錮若しくは 10 億ル

ピア以下の罰金又はその併科にまで軽減されました。他方、新たに海賊版の複製・頒布

が、10年以下の禁錮若しくは40億ルピア以下の罰金又はその併科の対象とされました。

なお、「海賊版」の複製・頒布とは、著作権又は著作隣接権による作成物を権限なく複

製し、経済的利益を得るために広範に頒布すること、と定義されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. シンガポール：来月シンガポール国際調停センターがオープン 

 
本年 11 月 5 日、シンガポール国際調停センター（Singapore International Mediation 

Centre、「SIMC」）が正式にオープンします。 

シンガポールは、国際商事紛争解決のハブとなることを目指して、国を挙げての制度

整備を進めてきました。既に仲裁制度では、シンガポール国際仲裁センター（Singapore 

International Arbitration Centre、「SIAC」）の成功が知られているところですが、こ

れを他の分野にも広げ、国際商事紛争に主眼を置く裁判制度、調停制度の整備が進めら

れています。 

裁判制度については、本ニュースレター第 26 号（2014 年 4 月号）でご紹介した、シ

ンガポール国際商事裁判所（Singapore International Commercial Court）の設立に向

けた関連法改正が進行中であり、今月 7 日、関連する憲法改正法案が国会に提出されま

した。 

他方、調停制度について、今般 SIMC が利用可能となることで、アジアに進出する日

本企業にとっても国際商事紛争に関する解決手段の選択肢がさらに増えるといえます。 

この点、調停が仲裁と異なる点（メリット・デメリット）はどのようなものでしょう
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か。中立な第三者が関与する点、非公開手続きである点では両者は共通しますが、調停

の主な特徴は以下のとおりです。 

 

① 柔軟な解決：仲裁では、裁定者たる仲裁人が下す仲裁判断（award）による決着を

想定するのに対して、調停では、調停人に裁定者たる役割はなく、あくまで当事者

間の合意（settlement）による解決を目指します。調停の合意には法律問題以外の

ビジネスに関する事項等も盛り込むことができるので、仲裁よりも柔軟な紛争解決

が可能であると説明されます。 

② 低コストで迅速な解決：主張・反論の応酬による当事者間の対立が明確な仲裁と比

較して、一般的に、調停の方が迅速な解決が図られ、費用も抑えられるといわれま

す。 

③ 条約による執行は不可：仲裁判断については、多くの国がニューヨーク条約に加盟

しており、条約の枠組みを通じた仲裁判断の執行が可能ですが、調停は合意による

解決であり、合意は当事者間の契約として扱われるにすぎないため、ニューヨーク

条約の枠組みでの執行はできません。 

 

これらの特徴を踏まえると、当事者間の歩み寄りが見込まれる場合には調停はより魅

力的な紛争解決手段となり得ますが、契約の紛争解決条項を検討するにあたって、契約

締結時に調停と仲裁のいずれがより望ましい選択肢となるかを予測することは必ずし

も容易ではありません。そこで、仲裁と調停の双方のメリットを享受するため、例えば、

SIAC と SIMC が提案する“Arb-Med-Arb”条項を採用することも考えられます。

“Arb-Med-Arb”条項とは、仲裁手続きを開始した上でまずは調停による解決を探り、

一旦合意に至ればその執行を容易にするためそれを仲裁判断（consent award）の形に

するための手続きを定める規定であり、調停による解決に至らなかった場合には、後か

ら仲裁手続きに切り替えることも可能です。 

アジアは他の地域に比べて調停に親和的であるという指摘もあり、SIMC の実務の今

後の発展が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

3. タイ：直接販売を行う会社等の設立・変更登記申請の厳格化 

 
2014 年 9 月 26 日、直接販売（訪問販売、通信販売等を意味します。）を事業目的と

する会社及びパートナーシップの設立登記や変更登記の申請に関する新たな告示が公

表され、2014 年 10 月 1 日から施行されることとなりました。 

かかる告示により、直接販売を事業目的とする会社及びパートナーシップは、設立登

記や変更登記の申請の際に、以下の 3つの書類について追加で作成・提出を求められる

こととなりました。 

 

① 申請者、パートナー、取締役、全ての株主及び代理人の国民身分証明書の又はそれ

に代わる書面の原本 

② 会社又はパートナーシップに対してオフィスの使用権限を与えている者の同意書

弁弁護護士士  緑緑川川  芳芳江江    
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並びにオフィスの使用権原を示す書面の原本及び写し 

③ 銀行が発行したパートナー又は全ての株主の財務状況を証明する又は示す書面 

 

かかる告示の趣旨は、会社又はパートナーシップの関係者の身分・財務状況を示す書

面及びオフィスの実体の存在を示す書面を確認することで、無限連鎖講（いわゆる「ね

ずみ講」）等、一般消費者に被害を及ぼすような取引を行う会社又はパートナーシップ

の設立を防止する点にあるものとみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁弁護護士士  二二見見  英英知知  
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今月のコラム－シンガポール運動事情－ 

 

食欲の秋ということで体重管理に気を遣われる方も多い季節かと思います。今回は、

健康管理という側面からシンガポールの運動事情についてご紹介します。 

 

1. ジョギング：シンガポールで も手軽

でポピュラーな運動であるといえます。中で

も夕暮れ時のマリーナベイ（内湾を囲む約

5km 程度の外周路）は、終業後のランナーの

憩いの場として特に賑わっています。円周と

距離という点において東京の皇居ランに近

いですが、マリーナベイサンズや巨大なマー

ライオンなどシンガポールで 高の夜景を楽しみながら走れるというのが長所です。

もっとも、いわゆるヘイズ（インドネシアの山焼きの煙）が発生する日は北京並みに

空気が悪くなるので注意が必要です。健康に気を遣っているつもりが逆に命を削って

いるということにならないよう、大気汚染指数のチェックが不可欠です。 

 

2. ジム：民間企業が営む有

料のジムもありますが、日本の

駐在員の方も多く住むコンド

ミニアムには居住者用のジム

が設置されていることが多く、

有料ジム並みに器具も充実し

ているという印象です。他方で、

HDB（公団住宅）を通り掛かる

と下の写真のような施設を必

ず目にします（バリエーション

あり）。初めは「鉄棒に雲梯だ

け…今どき随分と味気ない児童用遊具だな」と思うわけですが、よく見ると大人用で

して説明書きまで付いています。日本でも足つぼ刺激コーナー的なものであれば公園

でたまに見かけますが、こちらでは公団住宅にデフォルトで具備されているというの

が面白いところです。「味気ない」という印象に反して、週末の朝夕は多くの住民で賑

わいます。国民の自助による健康増進の推進という政府の方針もあり、市民の生活習

慣のひとつとなっているようです。 

 

3. テニス：テニスコートもコンドミニアムに設置されている割合が高い施設のひ

とつであり、手軽に楽しめるスポーツであるといえます。興味深いのは利用の仕方に

よって日本人か非日本人かがすぐに分かることです。1面に 5人以上（時には 10 人以

上！）いる場合には間違いなく日本人です。非日本人であれば必ず 1 面に 4 人以下で

す。筆者も学生時代はテニスサークルに所属しており「大人数で 1 面を使う」といこ

とが当然であったため、 近まで気付きませんでした。もっとも、考察するに、「大人

数で 1 面を使う」＝「打ちたいけど我慢して応援に回る」ということであり、限られ

たリソースを譲り合いながらシェアするという日本人の協調性の顕れではないかと強 
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 く感じます。他方で、運動量もシェアになるため、健康増進という観点からは工夫が

必要かもしれません。 

 

筆者も残念ながら恒常的に運動不足といえます。本稿を機に、「シンガポールの日中

は暑い」（→朝夕にやればよい）、「大気汚染指数が微妙」（→言うほど気にしていない）

といった言い訳から卒業し、運動に励みたいと思っております。 

 

（弁護士 川村 隆太郎） 

 

 

セミナー・文献情報 

 セミナー  『ベトナムビジネス法務 前線～現地駐在弁護士の視点～』 

開催日時  2014 年 10 月 30 日（木）14:00～16:45 

講師    山口 健次郎、石本 茂彦 

主催    宝印刷株式会社 

 

 論文    「<企業法務>中国改正商標法の施行と実務への影響」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.26 No.10 2014 年 10 月号 

著者    小野寺 良文 

 

 論文    「中国の企業情報公示制度の概要と影響」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1392 2014 年 10 月 1 日号 

著者    孫 彦 

 

 論文    「中国における仲裁制度およびその注意点－｢中国(上海)自由貿易 

試験区仲裁規則｣の分析を踏まえて」 

掲載誌   NBL 1035 号 2014 年 10 月 1日 

著者    孫 彦 

 

NEWS 

 難波 孝一 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 10 月 1 日付で、難波 孝一 弁護士を客員弁護士として迎えま

した。難波弁護士は、本年 8 月に東京高等裁判所部総括判事を定年退官されるま

での間、東京地方裁判所の通常部、労働部、商事部、保全部の部総括判事を務め

るなど、裁判実務の第一線で数多くの事件に携わってこられました。難波弁護士

の入所により、当事務所は、企業関係の裁判において、さらに充実したリーガル

サービスを提供できるよう努めて参る所存です。 

 

 当事務所の弁護士がミャンマー会社法改正提案報告の英語版を作成しました 

ミャンマーでは、現在、会社法の改正作業が行われており、JICA 法整備支援プロ

ジェクトが同改正作業を支援しています。同プロジェクトに対する協力の一環と
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して、当事務所が作成・提出していた平成 25 年度法務省受託調査報告のうちのミ

ャンマー会社法改正提案部分について、当事務所の弁護士（武川 丈士 弁護士、

小松 岳志 弁護士、中村 聡 弁護士、眞鍋 佳奈 弁護士、文堂 友寛 弁護士、田

中 亜樹 弁護士、藤田 鈴奈 弁護士、嶋村 直登 弁護士ほか）が英語版を作成し

ました。 

 

 日本経済新聞にて、武川 丈士 弁護士のコメントが掲載されました 

2014 年 9 月 22 日付、日本経済新聞朝刊 17 面『ミャンマー 投資協定、小売り進

出容易に（アジアの企業法制ここに注意）』と題した記事において、武川 丈士 弁

護士のコメントが掲載されました。 

 

 日本経済新聞にて、小松 岳志 弁護士のコメントが掲載されました 

2014 年 10 月 6 日付、日本経済新聞朝刊 17 面『シンガポール 外国人雇用、規制

強まる（アジアの企業法制ここに注意）』と題した記事において、小松 岳志 弁護

士のコメントが掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


