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第 80号（2017年 12月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インドネシア ： 配車アプリに関する新規制 
2. タイ ： タイ民商法改正による吸収合併制度の導入の検討 
3. ミャンマー① ： 新会社法の成立 
4. ミャンマー② ： 外資会社による農業機器の輸入販売の解禁 
 
今月のコラム －ヤンゴン環状線体験－ 

 

 

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 80

号（2017年 12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：配車アプリに関する新規制 
 

(1) 配車アプリ規制のこれまで 

 

近時、インドネシアにおいても、シェアリング・エコノミー型サービスの一つとし

ての配車アプリが幅広く利用され、様々な事業者が参入してきています。他方で、既

存のタクシー業界との対立も生じており、2016 年にはジャカルタ市内においても、

タクシードライバーが配車アプリ事業に関する規制強化を求めて大規模なデモを実

施しました。 

このような動きを受け、インドネシア政府は、これまでに、配車アプリに関する規

制として、非固定路線公共交通サービスの組織に関する運輸大臣令 2016 年 32 号及

び同運輸大臣令 2017年 26号（「運輸大臣令 26号」）を制定していました。 

上記各運輸大臣令においては、インドネシアにおいて利用可能な配車アプリは、運

送事業者が自ら使用する目的を有し、かつ、（i）自らが開発した配車アプリか、（ii）

インドネシア国内にサーバー又はデータセンターを保有するインドネシアで設立さ

れた法人（配車アプリ事業者を含む）に委託して開発された配車アプリに限定されて

います。 

そのため、配車アプリ事業者自体が運送事業を行わずに配車アプリ事業を行うこと

はできず、また、配車アプリ事業者はインドネシアに法人を設立しなければならない

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。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

2 
 

こととされています。 

 

(2) 最高裁判決と新運輸大臣令 

 

上記の通り、インドネシア政府は配車アプリに関する法規制整備を進めていたとこ

ろですが、2017年 6月に、インドネシア最高裁は、運輸大臣令 26号の一部の条項は、

中小企業法及び道路交通法に反し、無効である旨の判断を下しました。 

同最高裁判決を受け、運輸省は、非固定路線公共交通サービスの組織に関する運輸

大臣令 108号（「運輸大臣令 108号」）を新たに制定し、2017年 11月 1日から、同

令が施行されています。 

運輸大臣令 108 号は上記最高裁判決の内容を受けて、無効とされた運輸大臣令 26

号の規定の一部を修正又は削除しているものもありますが、以下の通り、最高裁判決

の内容を必ずしも反映していない点も見られます。 

 

最高裁の判決 運輸大臣令 108号 
特別レンタル車両サービス1のドライ

バーに適用される営業区域及び車両

数に関する規定はドライバーの事業

機会を制限する旨判示（中小企業法上

の要請） 

運輸大臣令 26 号の規定を原則維持。

さらに、県をまたぐ営業区域の決定に

つき、運輸省道路運送局長の関与を新

たに規定。 

特別レンタル車両に関する料金は、あ

らかじめ定められた下限・上限ではな

く、顧客と運送会社との間の合意に基

づき決定されるべきである旨判示（道

路交通法上の要請） 

運輸大臣令 26 号の規定を原則維持。

料金は、顧客と運送会社との間の合意

に基づき決することができるが、運賃

の上限及び下限については、運輸省道

路運送局長により定められる。 

 

情報通信技術の進歩に伴う配車アプリ等の新たな類型のビジネスについては、イン

ドネシア政府も規制整備を試みているところですが、今回の最高裁判決、運輸大臣令

108号制定の一連の動きにも見られるように、流動的な点もありうるので、今後の動

向に引き続き注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

                               
1 都市部において提供され、情報通信技術を利用したアプリケーションにより手配される輸送サービス。 

弁護士 竹内 哲 
 +65 6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhmjapan.com 
 
 

弁護士 立川 聡 
（ジャカルタ Akset 法律事務所出向中） 
 03-6266-8980 

 satoshi.tatsugawa@mhmjapan.com 
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2. タイ： タイ民商法改正による吸収合併制度の導入の検討 
 

タイの非公開会社を規律するタイ民商法（Civil and Commercial Code）について、現

在その改正法案について内閣府での検討が開始されています。特にタイでの M&A・組

織再編を考えるに当たり注目すべき事項として、検討点の一つとなっているいわゆる吸

収合併制度（Merger）の新規導入が挙げられます。今回は現在の改正法案における吸収

合併制度の概要をご紹介します。 

 

現在、タイにおける会社買収に用いる手法としては、株式の取得による方法（既発行

株式の取得及び株主割当増資による新株の取得）、又は事業譲渡による資産等の承継が

一般的に用いられています。他方で合併・分割等の組織再編については、タイ民商法に

おいて、「新設合併（Amalgamation）」（複数の会社が合併して新たな会社となり、旧会

社が消滅する方式）が規定されているのみで、吸収合併の制度は存在せず、会社分割の

制度も設けられていません。 

現在導入が検討されている「吸収合併（Merger）」とは、複数の既存会社のうち一社

が他の会社を吸収してそのまま存続し、他の被吸収会社は法律上の効果として消滅する

というものです（例えば A社と B 社の吸収合併により、A社が B社の資産、権利、義

務等のすべてを吸収合併により承継して A 社として存続し、B社は消滅する）。複数の

会社が合併して新たな会社となり、旧会社が消滅する既存の「新設合併」とは、新たな

法人の設立の要否という点で異なります（新設合併においては、例えば A 社と B 社が

新設合併により新たな C社となり、A社・B社は共に消滅します）。 

 

吸収合併の法的な効果としては、吸収合併において被合併会社に属する資産、権利、

義務及び責任のすべてを合併会社が自動的に承継することとされています（改正民商法

案 1243条）。 

この点、吸収合併に実質的に類似する既存スキームとしては、全部事業譲渡（Entire 

Business Transfer、「EBT」）が挙げられます。全部事業譲渡（EBT）においては、個別

承継として個々の譲渡についての課税に服する通常の事業譲渡と異なり、（時価ではな

く）簿価で譲渡することにより資産の譲渡益課税を免れることが認められています。ま

た、付加価値税及び特別事業税が免除される等の税務メリットがありますが、このメリ

ットを享受するためには事業譲渡実行と同じ会計年度内に清算手続を開始することを

含めた一定の要件を満たす必要があります。但し、全部事業譲渡であっても、対象会社

が有する許認可は自動的には引き継がれないものが多く、また従業員や契約書の承継に

は個別の同意が必要である等、事業承継に当たっての個別対応は必要となります。 

これに対して、吸収合併においては法律上の効果として当然にすべての資産、権利、

義務及び責任が承継されるので、原則として許認可や雇用契約も当然に承継され、当局

の承認、従業員及び契約相手方の同意は原則として不要となります（但し、個別の許認

可については特に制約がないかは確認すべきと考えられます）。そのため、吸収合併に
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はこの点で大きなメリットがあると思われます。 

 

手続としては、既存の新設合併（Amalgamation）と同様に、各当事会社の株主総会

における特別決議（出席株主の有する議決権の 4分の 3以上の賛成が必要）や、同決議

の登録、債権者異議手続（現法案では 30日）等が必要となります。 

 

これから内閣及び国会での複数回の議論を経て最終改正案となるため、今後も具体的

な内容の修正も見込まれますが、制度として既存の法人を残したままで他の法人の全て

の権利義務を包括的・自動的に承継できる法的手段として、注目すべき改正法案となり

ますので、引き続き随時フォローアップしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー①：新会社法の成立 
      

本レター第 79 号（2017 年 11 月号外）でお伝えしたとおり、新会社法（Myanmar 

Companies Law）は 2017年 11月 23日にミャンマーの連邦議会で可決されました。そ

の後、同年 12月 6日付で、大統領の署名を経て新たな法律として成立しました。なお、

施行日は別途大統領が定める日とされております。この点について、投資企業管理局

（DICA）のウェブサイトでは、新会社法の運用開始に合わせた新たな電子登録システ

ムの導入と関係職員への教育研修の実施を企図しており、新会社法の施行開始のタイミ

ングは、同システムの運用開始として見込んでいる 2018年 8月とする旨が公表されて

います。ただ、上記のタイムラインは新システムの設計・導入がスムーズに進んだ場合

の見通しに基づくものであると考えられ、今後の進捗によっては来年後半以降にずれ込

む可能性も否定できないように思われます。新会社法において定める新たなルールの下

での投資を検討している企業にとっては、いつ施行されるのかは極めて重要な問題とな

るところであり、この点については当局の動向を注視していく必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 79号（2017年 11月号外）： 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00027949/20171128-043007.pdf 

 
 

弁護士 河井 聡 
 +66-2-633-8237（バンコク） 

 satoshi.kawai@mhmjapan.com 
 

弁護士 細川 怜嗣 
 +66-2-266-6485（Ext: 325）（バンコク） 

 reiji.hosokawa@mhmjapan.com 
 

弁護士 二見 英知 
 +66-2-633-8350（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhmjapan.com 
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4. ミャンマー②：外資会社による農業機器の輸入販売の解禁 
 

ミャンマー商業省（Ministry of Commerce）は、2017年 11月 17日付 Notification No. 

55/2017（「本 Notification」）を公表し、ミャンマー内資会社との合弁を条件に、一定の

農業機器について、外資会社による輸入販売（Trading）事業の実施を解禁しました。

なお、この輸入販売は小売と卸売のいずれも可能とされています。 

小売・卸売といったいわゆる Trading事業に関する外資規制は、商業省の運用により、

外資参入は原則として不可としつつ、商業省が Notification により定める特定の品目の

み例外的に外資参入可能という形で行われている実態があります。これまでに Trading

の実施が外資に開放されている品目は、自動車・重機、建築資材、肥料、種子、農薬及

び医療機器でしたが、本 Notification により新たに農業機器が加わることになります。

2017年 11月末現在、商業省の Notificationに基づき、Tradingの実施が外資に開放され

ている品目及びその実施条件は下表のとおりです。 

 

 品目 条件 

1. 建築資材 外資単独でも実施可能 

2. 肥料、種子、農薬、医療機器 

3. 自動車・重機 ミャンマー内資会社との合弁での実施が 

必要 4. 農業機器 

 

2016 年 10 月に成立し、2017 年 4 月以降その運用が開始されたミャンマー投資法

（Myanmar Investment Law）の下では、Trading事業に関して、一定面積以下の小規模

な小売について外資参入を禁止し、それ以外は商業省の認可を条件に参入可能という形

の規制が定められています。しかし、実際には前述の品目を除き、商業省から許可を得

ることは困難な状況が続いています。本 Notification は、外資による Trading 事業の実

施に関して、「原則禁止、商業省が特に定めた個別品目のみ例外的に実施可能」とする

従前からのスタンスを商業省が引き続き維持していることを窺わせます。一方で、商業

省が Trading事業について包括的な規制緩和を検討しているとの観測も引き続きなされ

ています。Trading 事業の外資への開放は多くの外国投資家が待望している規制緩和の

一つであり、引き続き漸進的な規制緩和というこれまでの流れが続くのか、より進んだ

形での包括的な外資開放へとシフトするのか、今後の当局の動向が注目されるところで

す。 

 
 
 
 
 

弁護士 武川 丈士 
 +65-6593-9752（シンガポール） 
 +95-1-255135（ヤンゴン） 

 takeshi.mukawa@mhmjapan.com 
 

弁護士 井上 淳 
 +95-1-255136（ヤンゴン） 

 atsushi.inoue@mhmjapan.com 

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 
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今月のコラム－ヤンゴン環状線体験－ 
 

公共交通機関が整備されていないと言われることが多いヤンゴンですが、実は「環状

線」という鉄道があります。全長約 46kmという立派なものです。過密化しつつあるヤ

ンゴンでは鉄道を整備する用地をこれから確保することは非常に難しいでしょうから

貴重な遺産といえます。 

 

しかしながら、整備状況は芳しくありません。レールが前後左右に波打っている箇所

もあり、脱線のリスクもあることから時速20km前後の低速での運転が行われています。

環状線は JICAの援助で改修され、高速化することが予定されています。ヤンゴンに住

み始めて間もなく 4年の私ですが、環状線に乗ったことはありませんでした。昔の風情

をとどめているうちに体験しようと思い立ち、ある日曜日の昼過ぎに乗車してきました。

読者の中には鉄道ファンの方も多いと思いますので、レポートさせて頂きます。 

 

乗車したのはヤンゴン北部のインセインという駅か

らヤンゴン中央駅までです。インセイン駅の近くには刑

務所があり、多くの政治犯が収監されていたことでも有

名です。駅にはなぜかハトが沢山集まってきます。ここ

で嫌な予感がしました。というのも私はこれまで 10 回

以上ハト糞の爆撃を受けているからです。と思っていた

ところ、案の定乗車直前にピンポイントで爆撃を受けま

す（右下の写真：左腕の上の方です）。 

爆撃を受けた際には「運が付いた」と思って乗り切るのがコ

ツです。後でミャンマー人弁護士に聞いたところ、ハトのフ

ンが付くのはミャンマーでも幸運のしるしであると考えら

れているようです（本当かどうかは知りません。）。これでヤ

ンゴンオフィスはますます隆盛を極めるに違いありません。 

 

鉄道ファンの方はご存じのとおり、車両は日本で使わ

れていたものです。 

車内も完全に日本のままで

「禁煙」「消火器」などの表

示も含めてそのまま使われ

ています。思ったよりも乗客

が多くほぼ満員状態でした。 

日本では考えられないカオス状態で、リンゴ・バナナ・軽 
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食・麺料理・タバコなどあらゆる種類の売り子が次々にやってきます。車内で調理する

という光景は中々日本では見られません。車窓からの風

景もミャンマーならではのものです。不法占拠と思しき

商店が線路のすぐ近くまで軒を連ねています。日本的な

感覚では鉄道の沿線開発という発想になりますが、これ

を見ると沿線開発は大変そうです。こうして約 1時間の

列車の旅は終わりました。 

 

2017年を振り返ると、ミャンマーでは新投資法の運用開始（4月）、新会社法の成立

（12 月）など、投資環境が大きく改善した 1 年でした。更にパワーアップしたウンを

味方に来年も頑張って参ります。 

 

（弁護士 武川 丈士） 

 

 
 
文献情報 
 論文 「東南アジア M&A・ガバナンス最新実務（1）タイ公開買付規制・

上場会社ガバナンスの最新実務」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2148 

著者    小松 岳志、秋本 誠司、細川 怜嗣、パヌパン・ ウドムスワンナクン 

 

 論文 「東南アジア M&A・ガバナンス最新実務（2・完）東南アジアにお

ける社内不正対応とグループ・コーポレートガバナンス」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2149 

著者    小松 岳志、眞鍋 佳奈 

 

NEWS 
 Asia Law & Practice の  Asialaw Profiles 2018 The Guide to Asia-Pacific's 

Leading Domestic and Regional Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2018 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic and 

Regional Law Firms にて、“Recommended firms”として紹介され、当事務所は

16の分野で高い評価を得ました。また、当事務所のバンコクオフィス（Chandler 

MHM Limited）及びヤンゴンオフィスも“Recommended firms”として紹介され、

各分野で高い評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ミャンマーにおける 

“Recommended firms”として紹介されています。 
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 The Legal 500 Asia Pacific 2018にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2018にて、当事務所は日本で 12の分野で上位グルー

プにランキングされ、16 名の弁護士がその分野で Leading lawyers 又は Next 

generation lawyersに選ばれました。また、当事務所のヤンゴンオフィスにおい

て 2つの分野、バンコクオフィスにおいても 3つの分野で上位グループにランキ

ングされ、各オフィスに所属する弁護士がその分野にて高い評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ランキングされており

ます。 

 

 Joseph Tisuthiwongse弁護士及びそのチームメンバーが Chandler MHMに加入

いたします 

Joseph Tisuthiwongse 弁護士が、2018 年 1 月 1 日付で、パートナーとして

Chandler MHM に加入いたします。また、同弁護士の同僚である、Siregran 

Sakuliampaiboon弁護士、Disaporn Saengpetch弁護士及び Teerin Vanikieti 弁護

士も、アソシエイトとして、本年 12月から 2018年 3月にかけて、Chandler MHM

に加入いたします。 

Joseph Tisuthiwongse弁護士は、プロジェクト・ファイナンス、再生エネルギー

及び M&A を専門とする経験豊富な企業法務弁護士です。同弁護士は、火力・水

力発電に加え、風力、地熱及び太陽光発電を含む多数の東南アジア全域における

発電プロジェクトにおいて、レンダー及びスポンサーいずれのサイドも代理して

おります。同弁護士は、2013年から 2017年までクリフォードチャンス法律事務

所のバンコクオフィスのパートナーであり、カリフォルニア大学バークレー校に

おいて J.D.（Juris Doctorate）を取得し、また、2000年にカリフォルニア州弁護

士資格を取得しております。 

Siregran Sakuliampaiboon弁護士は、企業法務及びM&Aを専門としております。

同弁護士は、英国ケンブリッジ大学及びロンドン・スクール・オブ・エコノミク

スにて、それぞれ LL.M.を取得し、また、チュラーロンコーン大学にて LL.B.（1st 

class honours）を取得しております。同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有

しております。 

Disaporn Saengpetch弁護士は、プロジェクト・ファイナンス及びキャピタル・

マーケッツを専門とした、コーポレート及びファイナンス分野の弁護士です。同

弁護士は、タマサート大学にて LL.B.（2nd class honours）を取得しております。

同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有しております。 

Teerin Vanikieti弁護士は、企業法務及び M&Aを専門としております。同弁護士

は、ハーバード・ロースクールにて LL.M.を取得し、また、チュラーロンコーン

大学にて LL.B.を取得しております。同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有

しております。 

Chandler MHMの代表である河井聡弁護士は、「Joseph Tisuthiwongse弁護士を
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パートナーとして迎えることを大変光栄に思っております。同弁護士の加入によ

り、当事務所のプラクティス及びクオリティが格段に進化し、当事務所のクライ

アントに対してより良いサービスを提供できることができると確信していま

す。」と述べています。 

Joseph Tisuthiwongse弁護士は、「CMHMのチームに加入できることを大変楽し

みにしております。我々のファイナンス及び M&A における専門性と、エネルギ

ー分野における経験が、CMHM のリソースと一体となることによって、クライ

アントの皆様に大きく貢献できると考えております。我々は、東南アジアにおけ

る更なる成長を目指しております。」と述べております。 

 

 Chambers Asia Pacific 2018にて高い評価を得ました 

Chambers Asia Pacific 2018で、当事務所は日本において 15の分野で上位グル

ープにランキングされ、35 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選

ばれました。また、当事務所のバンコクオフィスにおいて 3つの分野、ヤンゴン

オフィスにおいても 2つの分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

所属する弁護士がその分野にて高い評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS 

LAW: INTERNATIONAL FIRMS ̶ MYANMARの分野でランクインし、ヤンゴン

オフィスの代表である武川 丈士が日本人として唯一ランクインしております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ミャンマーにおける 

“Recommended firms”として紹介されています。 

 

（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 


