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  第 58 号（2016 年 6 月号） 

 

 

SPECIAL NEWS 

 ALB Japan Law Awards 2016 において SE Asia Practice of the Year 等を受賞

しました。 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB (Asian Legal 

Business) による ALB Japan Law Awards 2016 において、当事務所は SE Asia 

Practice of the Year を含む、4 カテゴリーで受賞しました。 

 

 Financial Times 紙による、FT Asia-Pacific Innovative Lawyers Report 2016

の FT Law 25 list of Asia-Pacific Headquartered Law Firms にて 10 位に選ば

れ、Corporate & Commercial 分野及び Finance 分野においても高い評価を得

ました。 

Financial Times 紙は、2016 年 6 月 2 日に、3 年目となる FT Asia-Pacific Innovative 

Lawyers Report 2016 を発表し、当事務所は、FT Law 25 list of Asia-Pacific 

Headquartered Law Firms で日本の事務所としては 上位の 10 位に選ばれまし

た。昨年に引き続き過去 2 年連続ランクインとなり、これは日本の法律事務所と

しては唯一となります。また、当事務所は Corporate & Commercial の分野にお

いては、2 位にランクインし、Finance 分野においても高い評価を得ました。 

 

今月のトピック 

1. シンガポール ： シンガポール国際商事裁判所における初の判決 

2. タイ ： 競争法改正法案の閣議決定 

3. インド ： 破産法の上院議会・下院議会での承認 

 

今月のコラム －インド駐在あるある Part.2－ 

 

 

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 58

号（2016 年 6 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。 

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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1. シンガポール： シンガポール国際商事裁判所における初の判決 

 

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、様々な制度整備を進

めてきました。その一環として、シンガポール国際仲裁センター（Singapore 

International Arbitration Centre）、シンガポール国際調停センター（Singapore 

International Mediation Centre）と並んで、2015 年 1 月 5 日、シンガポール国際商事裁

判所（Singapore International Commercial Court）が開設されました。今回、シンガポ

ール国際商事裁判所において、初の判決が出され、注目を集めておりますので、簡単に

ご紹介します。 

 

事案の概要は、インドネシアに設立された合弁会社に関して、その合弁会社の一方の

株主であるシンガポール法人及びその完全親会社であるオーストラリア法人が、他方の

株主であるインドネシア法人及びその関連会社であるシンガポール法人を、合弁契約

（シンガポール法を準拠法とする Joint Venture Deed）の違反を理由に訴訟提起したも

ので、その訴額は約 8 億 USD（現在の為替レートで約 850 億円）です。 

 

この紛争は当初、2011 年 12 月 27 日にシンガポール高裁（Singapore High Court）に

訴訟提起されましたが、2015 年 3 月 4 日にシンガポール国際商事裁判所に移送され、

2015 年 1 月 5 日の開設以来、シンガポール国際商事裁判所に係属した 初の訴訟とな

りました。この訴訟における裁判官は、シンガポール高裁の判事、イギリス高等法院の

元判事及び香港第一審裁判所の元判事から構成されています。 

 

この判決については、原告・被告の双方が 終弁論を行ってから、4 ヶ月足らずで判

決が出されたという点が注目されています。シンガポール国際商事裁判所が国際的な商

事紛争の解決手段として当事者から選ばれるためには、その判決のクオリティーと共に、

迅速な紛争解決が重要な要素の一つと考えられておりますが、今回の判決はその要請に

応えたものと評価されています。また、審理に際しては、インドネシア法の論点につき、

インドネシア資格の弁護士が口頭弁論を行っており、シンガポールの裁判所で、シンガ

ポール法資格の弁護士でない弁護士が、口頭弁論を行った初の事案であるという点も注

目されます。 

 

もっとも、まだシンガポール国際商事裁判所における 初の判決が出されたに過ぎま

せん。現在も同裁判所には複数の訴訟が係属しており、今後の審理及び判決の動向につ

き、引き続き注視していく必要があると思われます。 

 

 

 

 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 
 +65-6593-9762（シンガポール） 
 +95-1-255137（ヤンゴン） 

 kana.manabe@mhmjapan.com 

弁護士 上野 満貴 
 +65-6593-9757（シンガポール） 

 michitaka.ueno@mhmjapan.com 
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2. タイ： 競争法改正法案の閣議決定 

 

タイでは、1999 年に競争法（Trade Competition Act B.E.2542（1999））（「現行法」）

が制定・施行されています。これにより、カルテル等の競争制限行為及び事業者による

市場支配力の濫用行為が禁止され、企業結合に関する事前届出制度も設けられましたが、

これまで運用が活発に行われているとはいえない状況でした。筆者らが認識している範

囲では、タイにおける競争法の規制当局である取引競争委員会が問題ありと判断し、刑

事事件として捜査が行われた事件が 1 件あるのみで、この件も 終的に起訴されるには

至りませんでした。このような低調な運用の背景には、現行法において下位規則で定め

ると規定されている具体的手続がいまだに定められていないこと、取引競争委員会の独

立性及び予算が十分ではなかったこと等の事情があると指摘されています。この状況を

改善するため、2016 年 2 月 2 日、競争法の改正法案（「改正法案」）が閣議決定されま

した。現時点では改正法案自体は公表されておらず、その詳細は明らかになっておりま

せんが、本レターでは、現在公表されている改正法案の概要が記載された閣議資料をも

とに、改正法案に盛り込まれていると考えられる主な項目をご紹介します。 

 

(1) 取引競争委員会の独立性強化 

 

改正法案では、競争法の積極的な適用及び市場の透明性・公正性の確保を目的とし

て、タイにおける競争法の規制当局である取引競争委員会の独立性確保及び監督権限

強化のための方策が規定されています。具体的には、取引競争委員の常勤化、同委員

の選考手続の透明化、取引競争委員会に割り当てられる予算の増額等が規定されてい

ます。 

 

(2) 事前届出制度の手続を定める下位規則制定の義務付け 

 

上記のとおり、現行法の下では下位規則において定めるものとされている事前届出

制度の具体的な要件・手続がいまだに定められていなかったため、同制度は実際には

運用されていませんでした。改正法案では、早期の運用開始を実現するため、取引競

争委員会に対し、改正法案が施行されてから 1 年以内に、企業結合に関する事前届出

制度の具体的な要件・手続を定めた規則を制定することが義務付けられました。 

 

(3) 域外適用の導入 

 

改正法案では、新たに域外適用に関する規定の新設が予定されています。これによ

り、タイ国外において行われた事業者による競争法違反行為についても、当該違反行

為によってタイの市場に競争制限的な効果が及ぶ場合には、タイ競争法が適用され、

刑事罰又は行政罰が科せられることになります。 
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(4) 刑事罰以外の制裁の導入 

 

現行法では、競争法違反の制裁として刑事罰のみが定められていますが、刑事罰を

科すためには裁判手続を経る必要があるため、取引競争委員会が柔軟に制裁を課すこ

とを妨げているとの指摘がなされていました。この指摘を踏まえて、改正法案では、

競争法違反の罰則として新たに行政罰（違反行為が行われた年の売上高の 20%に相当

する金額が上限とされています。）が導入されることになりました。これにより、取

引競争委員会は、裁判手続を経ることなく、自らの判断により違反者に対して制裁を

課すことが可能となります。 

 

(5) リニエンシー制度の導入 

 

改正法案では、競争制限行為の早期発見及び解明を目的として、価格カルテル、入

札談合等のいわゆるハードコア・カルテルに関し、リニエンシー制度の導入が予定さ

れています。同制度に基づき競争法違反行為を取引競争委員会に申告することで、制

裁の減免が認められることになりますが、現時点ではその手続の詳細は公表されてお

りません。 

 

(6) 国営企業への適用拡大 

 

現行法では、すべての規制について国営企業は適用対象外とされていましたが、改

正法案では、民間事業者のみならず、すべての国営企業が適用対象とされています。

ここでいう国営企業とは、(i)政府によって保有されている政府機関又は事業体、

(ii)50%以上の資本が政府によって出資されている会社又は登録パートナーシップを

いい、国防、公共事業又は公益事業に従事する国営企業は除くものとされています。

もっとも、閣議資料では、「国防、公共事業又は公益事業」の具体的な定義は記載さ

れておらず、適用対象から除外される国営企業の範囲は必ずしも明確ではありません。 

 

改正法案は、今後法制委員会及び暫定国会での審議・可決を経た上で施行されること

が予定されています。報道によると、政府は 2016 年中の施行を目指しているとの情報

もありますが、現時点では施行時期は必ずしも明確ではありません。改正内容及び時期

について、今後の動向を引き続き注視する必要があります。 

 

 
弁弁護護士士  二二見見  英英知知  
 ++6666--22--663333--88335500（バンコク） 

 hhiiddeettoommoo..ffuuttaammii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  秋秋本本  誠誠司司  
 ++6666--22--663333--88335511（バンコク） 

  sseeiijjii..aakkiimmoottoo@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  茨茨木木  雅雅明明  
 ++6666--22--663333--88223377（（ババンンココクク）） 

 mmaassaaaakkii..iibbaarraaggii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  パパヌヌパパンン・・ウウドドムムススワワンンナナククンン  
 ++6666--22--663333--88223355（バンコク） 

 ppaannuuppaann..uu@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
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3. インド： 破産法の上院議会・下院議会での承認 
 

これまでインドでは、倒産につき体系だった法令が整備されておらず、倒産処理にも

場合によっては数年に亘る長期間を要していましたが、2016 年 5 月、インドで初めて

となる倒産についての体系的な法令である 2016 年破産法（The Insolvency and 

Bankruptcy Code, 2016）（「インド破産法」）が上院議会と下院議会で承認されました。

今後、大統領の承認手続を経て施行されることとなります。 

以下、インド破産法の内容のうち、企業の破産に関する部分につき、インド破産法に

特徴的であるポイントに絞ってご紹介いたします。 

 

(1) 倒産手続開始のための 低金額 

 

日本の倒産法とは異なり、インド破産法では、債務者である企業（「企業債務者」）

の倒産手続を開始するための要件として、 低 10 万ルピー（現在の為替レートで約

15 万 5000 円。政府が通達により 1000 万ルピーまで増額することが可能）の債務不

履行が生じていることが必要とされています。 

 

(2) 再生手続（Insolvency Resolution Process）の前置 

 

インド破産法には、倒産処理につき、再生手続（Insolvency Resolution Process）

と清算手続（Liquidation Process）の 2 つがあります。再生手続は、金融債権者（金

銭消費貸借契約等に基づく債権を有する者）が主導して、企業債務者の事業が継続可

能であるかを判断して倒産状態の解消を図っていく手続です。他方、清算手続は、企

業債務者の事業を終了させてその資産を債権者に分配する手続です。日本の倒産法と

は異なり、インド破産法では、清算手続に入る前に再生手続に入ったことが必要とさ

れるという、再生手続の前置を要求する建付けとなっています。 

 

(3) 金融債権者による再生手続の主導 

 

インド破産法の再生手続においては、申立権を有する債権者の類型が、金融債権者

と事業債権者（商品や役務の提供に関して発生する債権を有する者）の 2 つに大別さ

れています。その上で、このうち金融債権者が再生手続を主導する建付けが採用され

ています。すなわち、インド破産法の再生手続において債権者委員会の構成員は全金

融債権者とされ、その 75%以上の承認によって再生専門家（resolution professional）

が任命されます。この再生専門家は企業債務者の再生計画を募り、法が定める一定の

条件を満たした再生計画を債権者委員会に上程しますが、上程された再生計画を監督

裁判所（National Company Law Tribunal）に提出するには、この全金融債権者で構成

される債権者委員会において 75%以上の承認を得る必要があるとされています。 
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(4) 再生専門家の清算人への就任 

 

上記のとおり、インド破産法では、再生手続が清算手続に前置されていますが、清

算手続における清算人には、原則として再生専門家が任命されることとされており、

再生手続と清算手続の連続性が確保されています。なお、清算手続においては、清算

人は、債権届出を受けた債権の認否を行い、全債権の価値評価を行い、清算財団を構

成する企業債務者の資産を売却し、得られた金銭を法が定める一定の債権者ごとの優

先順位に従い債権者に分配するものとされ、この点では日本の倒産法における手続と

大きく異なるものではありません。 

 

(5) 倒産処理の迅速化 

 

再生手続は、申立が認められた日から 180 日以内に完了させなければならないこと

とされ、また、90 日以内に完了させなければならない簡易再生手続も別途定められ

ており、インド破産法の施行により、従来、場合によっては数年を要した倒産処理の

迅速化が期待されています。 

 

(6) Sick 法の廃止 

 

従前、企業の倒産に関連する法令としては、製造会社（industrial company）のみ

を適用対象とする Sick Industrial Companies Act, 1985（「Sick 法」）という法律が存

在しており、Sick 法では一定の要件を満たす製造会社に会社再生のための届出が義務

付けられていました。もっとも、インド破産法が施行されるタイミングでこの Sick

法は廃止されるものと予想されています。 

 

上記のとおり、インド破産法は、インドで初めてとなる倒産についての体系的な法令

であり、今後、同法によりインドにおける倒産手続の迅速化・円滑化が強く期待される

ところです。インド破産法が今後どのように運用され、活用されていくか、注視してい

く必要があります。 

 
 
 

弁護士 小山 洋平 
 03-5220-1824 

 yohei.koyama@mhmjapan.com 

弁護士 臼井 慶宜 
 06-6377-9405 

 yoshinori.usui@mhmjapan.com 
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今月のコラム－インド駐在あるある Part.2－ 
 

まだまだ我々日本人には未知の部分が多い神秘の国インド。今回もそんなインドの知

られざる、しかしインド駐在を経験すると誰もが知ることとになる「インド駐在あるあ

る」を昨年 6 月に引き続き Part.2 としてお送りしようと思います。 

 

1. インドの熱波は凄まじい 

乾季真っ只中の毎年 4 月から 6 月、インドは全土で酷暑期に入り、凄まじい熱波に襲

われます。この時期は北西部にある首都ニューデリーでも気温は連日 40℃を超え、外

出を控えるよう注意が呼び掛けられるほどです。今年の 5 月には西部ラジャスターン州

でインド国内観測史上 高の 51℃が記録されました。 

問：これほど暑いと街中はどうなってしまうのでしょうか。 

答：道路のアスファルトが溶けます。 

 

酷暑期にインドを訪れられる際は、道路に足を取られぬようご注意ください。 

 

2. インドにおける電車通勤は命懸けである 

インドでも電車は通勤手段として大活躍です。ただ、下の画像をご覧になってわかる

とおりインドの電車にはドアがありません。通勤電車は日本と同じく超満員ですから、

ラッシュ時は人々が本来ドアのある部分から幾重にも外に身を乗り出して乗車してい

るという光景が日常的に繰り広げられています。当然、運行中に電車から転落する方も

少なくないようです。実際、ムンバイでは 1 年間に電車事故で亡くなる方が 3500 人を

超える（一日当たり 10 人の方が亡くなる）という痛ましい統計も存在しています。 

 

インドにおける電車通勤は半ば命懸けといっても過言ではないのかもしれません。 
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3. インドには超高級ラーメンがある 

日本人のソウル・フードともいえるラーメン。海外駐在でなくとも１週間海外へ旅行

しただけでラーメンが恋しくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。では、海外

でラーメンがどうしようもなく食べたくなった時、皆様はいくらまでなら出されるでし

ょうか。1500 円？いや、2000 円までなら OK という方もいらっしゃるでしょうか？ 

インドにはそんな我々日本人の無限のラーメン欲を打ち砕く超高級ラーメンが存在

します。ムンバイはムンバイ港に面する五つ星ホテル、タージ・マハル・パレス。ムン

バイ、いやインドを代表するこのホテルの中にある日本料理店でランチ用ラーメンセッ

トを注文するとお値段は、3000 ルピー（私がムンバイに駐在していた当時のレートで

日本円で 6000 円弱）。勿論注文したことはありません。なお、このラーメン、風の噂で

は超高級食材等が入っているわけでは必ずしもなく、味もごく普通とのこと。超高級ラ

ーメンというよりは単に超高額なだけのラーメンのようです。私はまだこれを召し上が

ったという方に実際にお会いしたことはないので、チャレンジしたら一躍有名人になる

こと間違いありません。ムンバイに赴かれた際は話のネタにぜひ一杯。 

 

インドはあるあるネタに本当に事欠きませんが、お後がよろしいようで。 

また次回お目にかかりましょう。 

 

   （弁護士 臼井 慶宜） 
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セミナー・文献情報 

 セミナー  『海外子会社をめぐる実践的管理の実務とグローバルコンプライア

ンス』 

開催日時  2016 年 7 月 8 日（金） 13:00～17:00 

開催場所  大阪 

講師    梅津 英明 

主催    みずほ総合研究所株式会社 

 

 論文 「国際裁判管轄（2）―義務履行地管轄・支店所在地管轄・doing 

business 管轄」 

掲載誌   ジュリスト 1494 号 

著者    関戸 麦 

 

 本 『ミャンマー法務 前線 ―理論と実務』（2016 年 5 月刊） 

掲載誌   株式会社商事法務 

著者    武川 丈士、眞鍋 佳奈、井上 淳（共著） 

 

 論文 「TPP が企業法務に与える影響（1）関税・原産地規則の実務上の

ポイント」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.7 

著者    柴田 久 

 

NEWS 

 日本経済新聞にて、梅津 英明 弁護士のコメントが掲載されました 

2016 年 6 月 6 日付、日本経済新聞 15 面『企業不祥事に備える③ 海外子会社で

の不正防止』と題した記事において、梅津 英明 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 


