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今月のトピック 
1. フィリピン ：フィリピン競争法の成立 
2. タイ ：反汚職法改正－処罰範囲が拡大されました－ 
3. ベトナム ：公開会社に対する外資出資割合規制が原則撤廃へ 
 
今月のコラム －ベトナムの結婚式－ 

 

 

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 44

号（2015 年 8 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：フィリピン競争法の成立 
 

2015 年 7 月 21 日、フィリピンのアキノ大統領がフィリピン競争法（Philippine 

Competition Act）に署名し、これにより同法が成立しました。フィリピン競争法は 8 月

8 日付で既に施行されております。フィリピンでは、過去 25 年間にもわたり競争法に

関する議論が行われ、また、フィリピンは ASEAN の原加盟国の中で唯一包括的な競争

法を定めていませんでしたが、今般、長年の歳月を経てようやく競争法が成立しました。 

本レターでは、フィリピン競争法の内容のうち、主要な点について簡単にご紹介いた

します。 

 

1 競争制限的協定（Anti-competitive Agreement） 

フィリピン競争法は、競争制限的協定として、(i) それ自体禁止される競争者間の

合意（価格等の取引条件を制限する合意、入札談合等）、(ii) 競争制限的な目的又は効

果を有する場合に禁止される競争者間の合意（生産等の制限、市場の割当て等）、(iii) 

競争制限的な目的又は効果を有するその他の全ての合意（生産、供給、技術、経済等

に貢献し、消費者にその利益が分配される場合を除きます。）の 3 つのカテゴリーを

規定し、これらに該当する行為を禁止しています。 

なお、(i)及び(ii)の行為についてはリニエンシー制度が設けられており、これらの行

為を自己申告した場合には、一定の条件の下で、課徴金の減免が認められます。 

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） 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHM Asian Legal Insights 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2015 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 

2 市場支配的地位の濫用行為（Abuse of dominant position） 

フィリピン競争法は、市場支配的地位の濫用行為も禁止しており、具体的には、不

当廉売、市場参入の制限、取引の相手方に対する差別的取扱い、不当な取引条件、抱

き合わせ販売、生産の制限等を市場支配的地位の濫用行為として禁止しています。な

お、マーケットシェアが 50%を超える場合に、市場支配的地位を有するものと推定さ

れます。 

但し、この禁止規定には適用除外が設けられており、生産、供給、技術、経済等に

貢献し、消費者にその利益が分配される行為については、市場支配的地位の濫用行為

に該当しないとされています。 

 

3 競争制限的企業結合（Anti-competitive mergers and acquisition） 

10 億ペソ（現在の為替レートで約 27 億円）を超える合併や会社等の買収（株式の

取得等により、他の会社等の支配（Control）を獲得する場合をいい、過半数の議決権

を獲得する場合には原則として支配の獲得に該当します。）を行う場合には、フィリ

ピン競争委員会に対する 30 日前の事前通知が必要となります。この通知がなされた

場合、フィリピン競争委員会は、より詳細な審査を行うため、追加の情報提供を求め

る場合があり、その場合、待機期間が 大で 60 日間延長されます（したがって、

大で待機期間は合計で 90 日間となります。）。審査の結果、合併等に問題があると判

断された場合には、フィリピン競争委員会は合併等の中止を命じることができます。

なお、この事前通知を行わない場合、合併等は無効となり、また、当事者は合併等の

金額の 1%から 5%に相当する金額の課徴金を課される可能性があります。 

 

4 フィリピン競争委員会（Philippine Competition Commission） 

フィリピン競争法の施行日である 8 月 8 日から 60 日以内に、フィリピン競争委員

会が設置される予定です。フィリピン競争委員会はフィリピン競争法を執行する機関

として、違反行為の調査、違反行為に対する是正命令や課徴金納付命令等、合併及び

買収の審査（上記 3 ご参照）、ガイドライン等の制定等を行います。 

なお、従前、フィリピン刑法における公正競争を阻害する犯罪等の起訴等を担当し

ていた司法省管轄の競争局（Office For Competition）は、フィリピン競争法違反に関

する刑事事件の起訴等を行う機関として維持される予定です。 

 

5 その他 

フィリピン競争法には 2 年間の治癒期間が設けられており、仮に現在、同法に違反

する取引や実務が存在していたとしても、施行日から 2 年の間に是正を行えば、同法

違反に問われることはありません（但し、施行日において、既に刑事手続等の対象と

なっている行為は除きます。）。 

また、フィリピン競争委員会は、施行日から 180 日以内にガイドライン等を定める

ことになっており、このガイドライン等においてフィリピン競争法の詳細な内容が規
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定されることが想定されています。そのため、今後公表されるガイドライン等の内容

を注視する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
2. タイ：反汚職法改正－処罰範囲が拡大されました－ 

 
2015 年 7 月 9 日、反汚職法（Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542（1999））

の改正法が公布され、同月 10 日に施行されました。この改正法により、①従来は処罰

の対象とされていなかった外国公務員に対する贈賄行為が処罰の対象とされたのに加

え、②一定の場合に法人責任が認められ、贈収賄行為に関する処罰範囲が拡大していま

す。改正法は、贈賄行為者について特に制限を設けていないことから、タイ刑法の属地

主義を定めた規定により、タイ国内において外国公務員に対する贈賄行為を行った日本

人についても、適用があることになります。また、違反行為を防止するための適切な内

部措置を講じない場合に、法人責任が認められることから、タイ現地法人の内部統制の

確立が重要となります。主な改正内容は以下のとおりです。 

 

1 贈賄行為に関する規定 

① 外国公務員に対する贈賄行為を処罰対象とする規定の新設 

従来は処罰対象とはされていなかった外国公務員に対する贈賄行為について、改 

正法により処罰対象とされることになりました。具体的には、外国公務員（外国の 

立法、執行、行政又は司法機関に職を有する者、その他外国政府において勤務して 

いる者）及び国際機関の職員（国際機関に勤務する者、又は国際機関を代理して行 

為する者として当該国際機関により任命された者）の職務を適法又は違法に行わせ 

るため、外国公務員及び国際機関の職員に対して、財物その他の利益を供与し若し 

くは供与の申し出を行い又は供与することに同意した場合、5 年以下の懲役刑、及 

び／又は 10 万バーツ（現在の為替レートで約 35 万円）以下の罰金刑に処せられる 

ことになりました。 

② 法人責任規定の新設 

従来は贈賄行為について法人責任を定めた規定は設けられておりませんでした 

が、改正法により、法人と一定の関係を有する個人が贈賄行為（タイ国公務員に対 

する贈賄行為も含みます。）を行った場合の法人責任に関する規定が新設されまし 

た。具体的には、(i)タイ国公務員、外国公務員及び国際機関の職員の職務を適法又 

は違法に行わせるため、これらの者に対して、財物その他の利益を供与し若しくは 

供与の申し出を行い又は供与することに同意した者が、法人の従業員、代理人、関 

弁弁護護士士  園園田田  観観希希央央  
（（ママニニララ  SSyyCCiipp  SSaallaazzaarr  HHeerrnnaannddeezz  &&  GGaattmmaaiittaann    
法法律律事事務務所所出出向向中中））  
  0033--66226666--88559955  

  mmiikkiioo..ssoonnooddaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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連会社、その他当該法人の利益を代表又は代理して行動した者であって（実際の権 

限の有無は問わないとされています。）、(ii)当該個人の行為が当該法人の利益のため 

に行われたものであり、かつ、(iii)当該法人が、当該違反行為を防止するための適 

切な内部措置を講じていなかった場合には、当該法人は、当該個人が供与又は供与 

の申し出を行った財物その他の利益の額の 2 倍を超えない額の罰金刑に処せられ 

ることになりました。 

 

2 収賄行為に関する規定 

① 外国公務員及び国際機関の職員が、贈賄行為者又はその他の者の利益のために 

当該公務員の職務を適法又は違法に行うことについて、財物その他の利益を要求若 

しくは受領し又は受領することに同意した場合、死刑、終身刑、5 年以上 20 年以 

下の懲役刑、及び／又は 10 万バーツ以上 40 万バーツ（現在の為替レートで約 140 

万円）以下の罰金刑に処せられることになりました。 

② 外国公務員及び国際機関の職員になろうとする者が、①に記載した行為を行っ 

た場合、終身刑、5 年以上 20 年以下の懲役刑、及び／又は 10 万バーツ以上 40 万 

バーツ以下の罰金刑に処せられることになりました。 

③ ある者が、他の者の利益のために、違法な手段又は脅迫を用いて外国公務員及 

び国際機関の職員に対して当該公務員の職務を適法又は違法に行わせることの対 

価として、財物その他の利益を要求若しくは受領し又は受領することに同意した場 

合、5 年以下の懲役刑、及び／又は 10 万バーツ以下の罰金刑に処せられることに 

なりました。なお、従来よりタイ国公務員に関する同様の規定が存在し、違反行為 

時の罰金刑は 1 万バーツ以下と定められておりましたが、改正法により、上記と同 

様 10 万バーツ以下の罰金刑に引き上げられています。 

 

上記のとおり、外国公務員に対する贈賄行為が処罰対象となっただけではなく、タイ

国又は外国の公務員に対する贈賄行為を問わず、贈賄行為の防止措置を講じていなかっ

た法人についても、贈賄行為を行った個人と併せて処罰の対象とされることとなったた

め、タイの現地法人については、この改正法を踏まえた対策を講じる必要があります。

一方で、改正法は、「防止措置」の具体的な内容について言及していません。改正法の

内容については、国家汚職防止委員会がガイドラインを公表する予定であることから、

当該ガイドラインの内容も含め、当局の動向については注視していく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

弁弁護護士士  二二見見  英英知知  
  ++6666--22--663333--88335500（（ババンンココクク））  
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弁弁護護士士  茨茨木木  雅雅明明  
  ++6666--22--226666--66448855  
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3. ベトナム：公開会社に対する外資出資割合規制が原則撤廃へ 
 
現在、ベトナムでは、「ベトナム証券市場における外国投資家の出資比率に関する決

定」により、公開会社1に対する外資出資割合は 49%が上限（「49%ルール」）とされて

います。 

このたび、証券法の施行細則を変更する新たな施行細則（Decree 60/2015/ND-CP、

以下「Decree 60」といい、それによる変更後の証券法施行細則を、以下「本 Decree」

といいます。）が公布され、これにより 49%ルールは廃止され、原則として、公開会社

に対する 100%外資の出資も可能となりました。Decree 60 は 2015 年 9 月 1 日から施

行される予定です。 

ただし、以下の例外もあるため留意が必要です。 

 

1 条約及び関連法規による例外 

ベトナムが加盟国である条約の中で外資出資割合（その定義については後述しま

す。）に関する規制がある場合又は投資法若しくは関連法規の中で外資出資割合に関

する規制がある場合、当該規制が優先します。 

したがって、例えば、WTO 加盟文書2によれば、道路輸送サービスのうち貨物運送

については 51%が外資出資割合の上限とされているため、貨物運送業を営む公開会社

に対する外資出資割合の上限も 51%となります。 

なお、公開会社が複数のビジネスを行っている場合には、外資出資割合規制がもっ

とも厳格なビジネスが当該規制の基準となります。 

したがって、例えば、WTO 加盟文書 によれば、道路輸送サービスのうち貨物運送

についての外資出資割合の上限は上記のとおり 51%とされ、他方で旅客運送について

の上限は 49%とされているため、貨物運送業及び旅客運送業のいずれも行う公開会社

に対する外資出資割合の上限は 49%となります。 

 

2 条件付投資分野に属する業種に関する例外 

条件付投資分野に属するビジネスを行う公開会社に出資する場合であり、かつ、当

該ビジネスへの外資出資割合に関する明確な規制が存在しない場合には、外資出資割

合の上限は 49%になるとされています。 

もっとも、現時点では、外資出資割合に関する明確な規制が存在しない業種として

どのような業種が含まれるかについては必ずしも明確ではありません。 

この点、Decree 60 の作成に携わった国家証券取引委員会（The State Securities 

                               
1 ここでいう公開会社とは、以下の①～③のいずれかに該当する株式会社を指します。 
① 株式の公募（Public Offer）を行った会社 
② 株式を証券取引所（Stock Exchange）又は証券取引センター（Securities Trading Center）に上場

している会社 
③ 100 名以上の株主（ただし、機関投資家を除きます。）が存在し、かつ、払込済設立資本が 100 億

ベトナムドン（現在の為替レートで約 5,600 万円）以上の会社 
2 ベトナムでは WTO 加盟文書がそのまま国内法としての効力を有する扱いになっています。 
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Commission）の担当官によれば、現在、計画投資省（The Ministry of Planning and 

Investment）が外資出資割合に関する規制が適用される条件付投資分野の業種リスト

を作成しているとのことであり、このリストにおいて外資出資割合に関する明確な規

制がある業種及び明確な規制がない業種が明らかにされることが期待されます。 

 

3 外国投資家の定義 

本 Decree では、「外国投資家」を①外国籍を有する個人及び②外国の法律に基づい

て設立され、ベトナムにおいて投資及び／又は事業を行う企業と定義した上で、「外

資出資割合」を、外国投資家及び外国投資家が 51%以上の定款資本を有する企業の保

有する議決権の合計と定義しています。したがって、外国投資家が 51%以上出資する

ベトナム企業が公開会社に出資する場合においては、当該出資部分は「外資出資割合」

に算入されることになります。また、外資出資割合の算定は議決権を基準とすること

が明確にされたため、無議決権株式であれば本 Decree に基づく外資出資割合規制は

適用されないことになるものと思われます。 

 

なお、新投資法（2015 年 7 月 1 日施行）によれば、外国投資家が 51％以上の出資

を行うベトナム企業が 51%以上出資する子会社（外国投資家から見れば孫会社に相

当）であっても、いわゆる外国投資企業（FIE: Foreign Invested Enterprise）に該当

し、新投資法に基づく投資手続を行う必要があります。しかしながら、本 Decree で

は、当該子会社（外国投資家から見れば孫会社）による出資が「外資出資割合」に算

入されるかについては必ずしも明らかではありません。この点については、新投資法

との整合性も踏まえ更なる細則の制定が待たれます。 

 

以上のとおり、49%ルールが原則として撤廃されたものの、条件付投資分野に属する

業種に関する外資出資割合や外資出資割合の計算方法等についてはいまだ不透明な部

分もあるため、今後の動向を注視する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

弁弁護護士士  塙塙  晋晋  
  0033--66221122--88336622  
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今月のコラム－ベトナムの結婚式－ 
 

ベトナムの現地大手事務所 Frasers Law Company に出向して 1 年半が経ちました。そ

の間に結構な回数の結婚式に参列してきたので、今回はベトナムの結婚式を紹介したい

と思います。 

日本の結婚式と同様、ベトナムの結婚式も新郎新婦から正式な招待状を頂いた上で参加

という招待制です。少し異なる点は、ベトナムではもう少し緩やかな招待制で、招待さ

れた友達が自分の友達を追加で招待してもまったく問題がありません。実際の式場では、

友達の友達や友達の恋人などいろんな人で溢れかえっています。 

日本の結婚式では、新郎新婦との対面は感動的な入場シーンによるお披露目という形式

で行われるのが一般的ですが、ベトナムの結婚式では、式場の入り口で新郎新婦が招待

客に挨拶をします。日本の結婚式と異なり、ここで記念撮影を行うことができます。 

ご祝儀を渡して席に着いたらビールが運ばれてきます。日本の結婚式では、主賓による

乾杯の挨拶を待ってお酒を飲み始めるのが一般的ですが、ベトナムの結婚式では、何も

気にせず飲み始めても問題ありません。 

あとはケーキ入刀や新郎新婦の挨拶回りなど、日本の結婚式と同じようなイベントもあ

りますが、ひたすら乾杯をして飲み続けるのがベトナム式です。「một hai ba dzô ! （乾

杯！）」と乾杯し続ければすぐに人気者です。 

ベトナム語がよく分からなかったり、話題に困ったときは、すかさず乾杯しましょう。

自然と一体感が生まれます。 

なお、日本の結婚式では、すでに一般的となっているブーケトスですが、ベトナムの結

婚式でも、式の 後にブーケトスが行われることがあります。ブーケトスの趣旨が分か

らずに男性が混じったりすることもありますが、ブーケキャッチへの本気度は日本のそ

れよりも遥かに高い気がします。ブーケトスひとつをとってみても、平均年齢が約 46

歳である日本と比べ、平均年齢が約 29 歳のベトナムは、非常に活気に満ちた国である

ことがわかります。 

（弁護士 山口 健次郎） 

 
 
 
セミナー・文献情報 
 セミナー  第 10 回シンガポール・ビジネスロー研究会『国際取引紛争とシン 

ガポールにおける解決』 

開催日時  2015 年 8 月 28 日（金） 14:30～16:30 （受付開始 14:00） 

開催場所  シンガポール 

講師    眞鍋 佳奈、Dinesh Dhillon 氏（Allen & Gledhill LLP）、Eunice Chua  

Hui Han 氏（シンガポール国際調停センター） 

主催    森・濱田松本法律事務所 
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お申込方法：下記 URL より参加登録をお願い致します。（申込期限 8 月 21 日） 

https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/singapore10m/?a=59oj4bin 

 

 セミナー  『アジア労働法カレッジ－インド編－“アジア新興国事業展開の基 

礎となる現地労働法と労働問題を学ぶ”』 

開催日時  2015 年 9 月 2 日（水） 14:00～17:00 

講師    小山 洋平 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 

 

 セミナー  『増大する輸出管理リスクへの対応～「防衛装備移転三原則」等の 

制定と国際研究開発をはじめ、外為法による日米の安全保障貿易管 

理の動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～』 

開催日時  2015 年 9 月 3 日（木） 14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 
 セミナー  『海外子会社管理の実務 ～アジア・中南米等を中心とした新興国 

における対応～』 

開催日時  2015 年 9 月 8 日（火） 13:30～16:30 

講師    石井 裕介、梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 
 セミナー  『S‐REIT と BT の概要及び活用可能性』 

開催日時  2015 年 9 月 15 日（火） 13:00～16:00 

講師    佐伯 優仁 

主催    株式会社金融財務研究会 
 

 論文    「サイバースペースでの著作権侵害への対応・予防策」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2015 年 9 月号 

著者    小野寺 良文 
 

 

（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 


