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  第 61 号（2016 年 8 月号） 

 

 

 

SPECIAL NEWS－Chandler & Thong-ek Law Offices Limited の買収

及び経営統合に関するお知らせ 

 

当事務所は 2017 年 1 月をめどに、Mori Hamada & Matsumoto (Thailand) Co., Ltd.を

通じて、タイの大手法律事務所である Chandler & Thong-ek Law Offices Limited（チャ

ンドラー・アンド・トンエック法律事務所、以下「C&T」）を買収し、経営統合するこ

とを決定いたしました。 

当事務所は、2015 年 4 月にバンコクオフィスを開設し、日本人弁護士 4 名、タイ人

弁護士 1 名の体制で、日系企業を中心にアドバイスを提供してきましたが、タイ市場に

おいてさらに強固な基盤を確立するとともに、東南アジアにおける多種多様な法務需要

の拡大に幅広く応えるべく、飛躍的に体制を充実させることといたしました。 

C&T は、1974 年に米国人弁護士 Albert T. Chandler 氏により創設されたタイの法律事

務所です。M&A（合併・買収）やファイナンス、資源・エネルギー開発プロジェクトの

法的助言に強みを持ち、約 45 名のタイ人弁護士が所属しています。 

経営統合後のバンコクオフィスの事務所名は、Chandler MHM Limited となります。

当事務所のパートナーである河井聡弁護士が、Chandler MHM Limited の代表に就任す

る予定です。河井聡弁護士は、海外 M&A や国際取引・通商実務に精通した弁護士です。 

 

 

今月のトピック 

1. ミャンマー① ： 新投資法第 6 次ドラフトの公表 

2. ミャンマー② ： オフショアローンの実施に関する中央銀行の 

 承認手続について 

3. タイ ： 土壌・地下水汚染に関する新規制の導入 

4. シンガポール ： SIAC 仲裁規則の改正 

 

今月のコラム －ベトナムの和食事情－ 

 

 

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 61

号（2016 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

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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展開の一助となれば幸いに存じます。 

 

1. ミャンマー①： 新投資法第 6 次ドラフトの公表 

 
ミャンマーにおける新投資法の制定に向けた検討の状況については、本レター第 59

号（2016 年 6 月号外）において、2016 年 5 月公表の第 4 次ドラフトまでお伝えしてき

ております。その後の進捗として、2016 年 7 月 12 日、DICA のウェブサイトにおいて、

同法案の第 6 次ドラフト（2016 年 7 月 6 日付）が公表されました。 

 

(1) 第 6 次ドラフトでの変更点（第 4 次ドラフトとの比較） 

 

第 4 次ドラフトの内容は概ね踏襲されていますが、第 6 次ドラフトにおいて第 4 次

ドラフトからの変更が行われた点として、投資案件への連邦議会の関与に関する規定

が挙げられます。第 4 次ドラフトでは、治安上・社会的・経済的な影響のある大規模

案件について、MIC は連邦議会の承認を得る義務があることが明記されていました。

これに対し、第 6 次ドラフトでは、治安・経済・環境及び社会的利益に重大な影響が

ある大規模案件について、MIC は連邦議会に報告を行う義務を負う旨の規定に変更さ

れました。なお、連邦議会への報告を要する対象事業の具体的な内容については、

MIC が Notification により特定することが想定されています。 

連邦議会への「報告」として、具体的にどのような手続が求められるのかは現状明

らかにされていませんが、連邦議会に対して報告がされる以上、実質的には連邦議会

の承認が求められているのに等しい運用になることも考えられます。近時、新政権下

で、MIC の判断・行為を連邦議会の統制下に置こうとする動きが見られることも踏ま

えると、この点の取扱いについては、今後も成立までに修正等がありうるところです。

連邦議会の関与の態様によっては、投資判断に関連する不確定要素が増えることもあ

り、条文の規定振りのみならず実務上の運用についても注意していく必要があります。 

 

(2) 今後の見通し 

 

DICA によれば、間もなくドラフトは大統領府に提出され、大統領府での審議を経

て、連邦議会に提出されるとのことです。特に大きな変更等がない限り、現地新聞等

でも報じられている 2016 年中の成立というタイムラインは現実味を帯びてきている

と思われます。 

 

（ご参考） 

本レター第 59 号（2016 年 6 月号外）： 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00022457/20160622-123626.pdf 
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2. ミャンマー②： オフショアローンの実施に関する中央銀行の承認手

続について 

 

ミャンマーでは外国為替管理法（Foreign Exchange Management Law）及びその関

連規則上、ミャンマー国外からの借入（いわゆるオフショアローン）の実施に当たって

は、その貸出実行前に当該借入に関してミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar）

（CBM）の承認を得る必要があります。ただ、この CBM の事前承認を得るための具体

的な手続や、CBM がどのような基準や考慮要素に基づいて判断を行っているのかは明

らかにされていませんでした。2016 年 7 月、CBM は、この承認手続について、提出書

類及び CBM での審査項目を明らかにする Announcement を、CBM のウェブサイト上

で公表しました。CBM の審査において考慮される項目は以下のとおりです。 

① 融資対象事業が資本金 500,000 米ドル（現在の為替レートで約 5,060 万円）以上

の規模のものかどうか 

② 融資先が経常的な外貨収入を有する事業を営んでいるかどうか 

③ （経常的な外貨収入がない場合）外貨借入の返済がミャンマー国内の収益のみで

賄えるかどうか、及び為替レートの変動に伴うリスクに対して何らかの手当てを

行っているかどうか 

④ MIC 許可において認められた資本金額の 80%以上が払込済かどうか 

⑤ 負債と資本の比率が 1:4 から 1:3 の間に収まるかどうか 

⑥ 貸出期間が中長期かどうか 

 

なお、上記項目は一般的な考慮要素として例示的に挙げられたものであり、実際の

CBM での審査においては、各案件の特殊性も検討されることになるものと考えられま

す。そのため、 終的な判断はケースバイケースによるものと言わざるをえない部分も

残りますが、これまで完全にブラックボックスであった CBM の審査過程の一部が明確

にされたことは大きな前進であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

弁弁護護士士  武武川川  丈丈士士  
  ++6655--66559933--99775522（（シシンンガガポポーールル））  
  ++9955--11--225555113355（（ヤヤンンゴゴンン））  

  ttaakkeesshhii..mmuukkaawwaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
  

弁弁護護士士  井井上上  淳淳  
  ++9955--11--225555113366（（ヤヤンンゴゴンン））  

  aattssuusshhii..iinnoouuee@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  眞眞鍋鍋  佳佳奈奈  
  ++6655--66559933--99776622（（シシンンガガポポーールル））  
  ++9955--11--225555113377（（ヤヤンンゴゴンン））  

  kkaannaa..mmaannaabbee@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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3. タイ： 土壌・地下水汚染に関する新規制の導入 

 

2016 年 4 月 29 日付で工業省令が公布され、同年 10 月 26 日より、工場における土

壌・地下水汚染に関し新たな規制（「新規制」）が導入されることとなりました。新規制

の導入により、Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act 

（国家環境推進保全法）により従来から要求されていた工場操業開始時の土壌・地下水

調査に加えて、継続的な土壌・地下水調査の実施が義務付けられることになります。な

お、新規制は、新規制導入以降に操業開始となる新設工場のみならず、操業中の既存工

場についても適用される点に注意が必要です。以下では、新規制の概要をご紹介いたし

ます。 

 

(1) 対象業種 

 

新規制には 12 の対象業種が記載されており（繊維、紙・パルプ、化学製品、塗料、

化学物質、石油精製、非鉄金属、電気製品、塗装作業、廃棄物処理、廃棄物分別・埋

立、廃棄物リサイクル）、上記各事業を行っている工場が新規制の対象となります。 

 

(2) 環境調査の実施頻度 

 

新規制導入後に操業開始となる新設工場については、操業開始前に土壌・地下水調

査を実施し（「第 1 回調査」）、調査報告書を Department of Industrial Works（工業省

工場局。「DIW」）に対して提出します。また、操業開始後 180 日以内に、2 回目の土

壌・地下水調査を実施し（「第 2 回調査」）、調査後 120 日以内に調査報告書を DIW に

対して提出します。第 2 回調査終了後は、3 年に 1 回の土壌調査及び 1 年に 1 回の地

下水調査を実施しなければならず、いずれの調査についても実施後 120 日以内に調査

報告書を DIW に対し提出することになります。 

他方、既存工場については、新規制導入から 180 日以内に第 1 回調査を、第 1 回

調査から 180 日以内に第 2 回調査を実施しなければならず、それぞれ調査後 120 日

以内に調査報告書を DIW に対し提出することになります。なお、第 2 回調査終了後

の土壌・地下水調査については上記新設工場の場合と同様の実施頻度となっています。 

 

(3) 汚染の測定方法及び基準値 

 

汚染の測定方法及び基準値については工業大臣が別途公表することとされていま

すが、現時点において工業大臣による公表は行われていません。また、土壌・地下水

調査で採取した試料の分析は、DIW が承認した分析機関で行われなければならないと

されていますが、分析機関の承認についても現時点では行われていません。 
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(4) 基準値超過の汚染が確認された場合の対応策 

 

土壌・地下水調査の結果、汚染が基準値を超過している場合には、事業者は、汚染

除去作業の完了予定時期を記載した対策案を作成し、基準値超過が確認された日から

180 日以内に DIW に対して提出しなければならないとされています。DIW は、対策

案が提出されなかった場合、又は対策案に完了予定時期の記載がなかった場合、当該

事業者に対して、一定期間内に汚染を改善するよう命令を下すことが可能とされてい

ますが、DIW が指定した期間内に汚染を改善することができなかった場合にどのよう

な制裁が課せられるかについては規定が存在しません。新規制が施行されるまでの間

に工業省より新たな省令が公表される可能性もあり、今後の動向について注視が必要

です。 

 

 

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）） 

 hhiiddeettoommoo..ffuuttaammii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

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

  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（（ババンンココクク）） 

 ppaannuuppaann..uu@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
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4. シンガポール： SIAC 仲裁規則の改正 

 
シンガポール国際仲裁センター（Singapore International Arbitration Centre：「SIAC」）

は、今般、2013 年以来 3 年ぶりに仲裁規則を改正しました（「改正仲裁規則」）。この改

正は、仲裁当事者の追加手続に関する改正や、仲裁手続の併合に関する規定の新設等、

重要な改正を含んでいます。本レターではこれらの主要な改正点についてご紹介します。

なお、改正された仲裁規則は 2016 年 8 月 1 日に既に施行されており、当事者間で別途

の合意がない限り、同日以降に開始された仲裁において適用されることになります。 

 
(1) 仲裁当事者の追加 

 

仲裁手続における当事者の追加に関し、改正前の仲裁規則の下では、仲裁合意の当

事者となっている者を仲裁手続に追加することのみが認められていました。しかしな

がら、改正仲裁規則は、たとえ仲裁合意の当事者でない者であっても、追加当事者が

仲裁合意に拘束されることが疎明された場合、あるいは、追加当事者を含めたすべて

の当事者が当該追加について同意した場合には、係属中の仲裁手続における新たな当

事者として追加することを認めました。これにより、例えば建築紛争等、複数の法律

関係が問題となる紛争において、仲裁合意がない当事者も含めて、同意があれば一つ

の仲裁で紛争が解決できることになります。 

 
(2) 攻撃防御方法の早期却下 

 

改正仲裁規則の下では、仲裁当事者は、攻撃防御方法が明らかに法的に意味を成さ

ないもの（without legal merit）である場合又は攻撃防御方法が明らかに仲裁廷の管轄

外である場合には、仲裁廷に対して当該攻撃防御方法の早期却下を申し立てることが

できるようになりました。仲裁廷は、申立から 60 日以内に判断をすると規定されて

います。このような規定を導入したのは、世界の主要な仲裁センターの中で SIAC が

初めてであり、今まで以上に仲裁手続の早期終結が期待されています。 

 

(3) 簡易仲裁手続の適用対象の拡大 

 

仲裁規則の改正前は、簡易仲裁手続を利用する旨の当事者間の合意等がなくても、

請求金額が 500 万シンガポールドル（現在の為替レートで約 3 億 8,000 万円）以下で

あれば、簡易仲裁手続の利用が認められていました。改正仲裁規則は、この請求金額

の上限を引き上げ、請求金額が 600 万シンガポールドル（現在の為替レートで約 4

億 5,000 万円）以下の場合であれば、簡易仲裁手続を利用することができるようにな

りました。これにより、簡易仲裁手続を利用できる紛争の範囲が拡大したため、より

迅速な紛争の解決が期待されます。 
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(4) 仲裁地に関するデフォルト・ルールの変更 

 

改正前の仲裁規則の下では、仲裁地に関する当事者間の合意がない場合には、原則

として、シンガポールが仲裁地となる旨定められていました。これに対し、改正仲裁

規則は、当事者が仲裁地に関する合意をしていない場合には、事案の状況を勘案して、

仲裁廷が決定することになりました。したがって、シンガポールを仲裁地とすること

を希望する場合には、あらかじめ契約書にその旨を明記しておかなければ、必ずしも

仲裁地がシンガポールとはならない点に留意が必要です。 

 

このように、今回の仲裁規則の改正は、仲裁実務や契約書の記載内容にも影響を与え

る重要な改正と言えます。実際に今後どのような運用がなされていくかについては不明

瞭な点もあることから、今後の実務の動向を注視していく必要があります。 

 
 
 
 
 

弁弁護護士士  眞眞鍋鍋  佳佳奈奈  
  ++6655--66559933--99776622（（シシンンガガポポーールル））  
  ++9955--11--225555113377（（ヤヤンンゴゴンン））  

 kkaannaa..mmaannaabbee@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  上上野野  満満貴貴  
  ++6655--66559933--99775577（（シシンンガガポポーールル））  

  mmiicchhiittaakkaa..uueennoo@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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今月のコラム－ベトナムの和食事情－ 
 

今回は、ベトナムの和食事情を紹介したいと思います。 

駐在生活が長くなってくるとやっぱり恋しくなってくるのが和食です。 

一昔前（特にベトナムが WTO に加盟する 2007 年以前）は、和食レストランはほとん

どなく、お世辞にもあまり美味しくないラーメンやカレーを提供するお店に日本人が殺

到していたと聞きます。 

そんな状況がここ数年でガラリと変わりました。特に、2015 年 1 月にレストランに

関する外資規制が完全に撤廃されたことも影響して（それまではホテルに併設しない限

り、外資 100%でレストランを経営することはできませんでした）、ベトナムでは日本

人オーナーによる和食レストランが急増しています。 

日本人駐在員にとっては、いまやランチやディナーでどこに行こうか迷うほどです。 

私はさきほどお気に入りのカレーを食べてきました！ 

 

 

 

なお、日本人駐在員あるあるですが、日本から出張者が来るとベトナム料理を食べた

がるので「おいおい、こっちはもう飽きてんだよ！」と内心思うそうです。 

 

LNT&Partners ホーチミンオフィス出向中 

(弁護士 山口 健次郎) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 

文献情報 

 論文 「TPP が企業法務に与える影響（2）投資章の概要および ISDS 条
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NEWS 

 連邦法務長官府（UAGO）、JICA Legal Project 主催のワークショップにて当事務 

所の弁護士が講演しました 

2016 年 7 月 14 日にミャンマーのネピドーにて連邦法務長官府（UAGO）、JICA 

Legal Project 主催のワークショップが開催され、武川 丈士 弁護士、眞鍋 佳奈 

弁護士が講演を行いました。 

 

 奥田 隆文 弁護士が入所しました 

当事務所は、2016 年 8 月 1 日付で、奥田 隆文 弁護士を客員弁護士として迎え

ました。 

奥田弁護士は、本年 6 月に横浜地裁所長を定年退官するまでの間、東京地裁や東

京高裁の部総括判事を務める等、民事裁判実務の第一線で数多くの事件に携わっ

てまいりました。 

奥田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まいる所存です。 

（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 


