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第 90号（2018年 9月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インド ： 汚職防止法改正法の施行 
2. ベトナム ： 競争法の改正・施行（2019年 7月 1日） 
3. ミャンマー ： 公共調達及び資産処分法案が公開～公共事業や官民連携

（PPP）事業への影響 
 
今月のコラム －アジア競技大会－ 

 

 

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 90

号（2018 年 9 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：汚職防止法改正法の施行 
 

2018年 7月 26日、汚職防止法（The Prevention of Corruption Act, 1988）の改正法

である汚職防止法改正法（The Prevention of Corruption （Amendment） Act, 2018）

が施行されました。汚職防止法の改正法案は長年国会で審議されてきましたが、この度

ようやく日の目を見ることとなったものです。 

汚職防止法改正法における主な改正点は、以下のとおりです。 

 

・ 従前の汚職防止法では、公務員、裁判官、仲裁人、公的義務を遂行する権限又は義

務を有する者等（「public servant」）による収賄行為が処罰対象とされ、public 

servant に対する贈賄に関しては、上記収賄行為の教唆又は幇助行為のみが処罰対

象とされ、贈賄行為自体は処罰の対象とされていませんでした。しかし、汚職防止

法改正法では、public servant に対する贈賄自体が独立に処罰の対象とされること

となりました。法定刑は、7年以下の禁固若しくは罰金（上限なし）又はその併科

であり、常習違反者に対しては最大 10 年までの禁固刑が科されうることとなりま

した。 

・ 従前の汚職防止法では、処罰対象者は、自然人（person）のみに限られていました。

しかし、汚職防止法改正法では、法人（commercial organization）のために、又は

法人を代理して行為を行った者が同法所定の罪を犯した場合、当該法人が処罰対象
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になることが明定されました。当該法人に対する法定刑は、罰金（上限なし）です。 

・ 従前の汚職防止法では、法定刑は禁固と罰金のみでした。しかし、汚職防止法改正

法では、これらに加えて、財産の没収も規定されることとなりました。 

 

国際的な NGO機関であるトランスパレンシー・インターナショナル（Transparency 

International）が公表する腐敗認識指数の最新のランキングにおいて、インドは 180か

国中 81 位と依然低迷していますが、今回の汚職防止法改正法の施行により、贈賄防止

がより一層図られることが望まれます。 

 

 

 

 

 

2. ベトナム：競争法の改正・施行（2019年 7月 1日） 
 

2018年 6月 12日、ベトナムの国会において新競争法が可決され、2019年 7月 1日

からの施行が予定されています。これにより、現行の競争法（2005年施行：「現行競争

法」）におけるカルテル等の競争制限行為や企業結合に関する規制の枠組みが大幅に変

更される見込みです。本稿では、新競争法の改正内容のうち、特に実務に大きな影響を

与えうる (1) 競争制限的行為規制の改正内容、(2) リニエンシー制度の導入、及び(3) 企

業結合規制の改正内容についてご紹介します。 

 

(1) 競争制限的行為規制の改正内容 

 

現行競争法上、競争制限的行為（カルテルや垂直的取引制限）として、大要、①商

品等の価格の拘束、②販売市場・原料供給の分配、③生産・購入・販売量の制限・調

整、④技術開発・投資の制限、⑤売買契約の相手方に対する売買に関係しない義務・

条件の強要、⑥他の事業者の事業参入・拡大の阻止・制限、⑦協定に参加しない事業

者の市場排除、⑧入札談合に関する協定について一定の制約が課せられています。こ

の点に関して、新競争法では、主に以下の内容に改正されることが予定されています。 

 

(a) 現行競争法上、上記①～⑤については、協定の参加事業者の関連市場シェアが

30％以上である場合に限り、協定の締結が禁止されているところ、新競争法では、

関連市場シェアにかかわらず協定の締結が禁止されることとなります。 

 

(b) 上記①～⑧に限らず、重大な競争制限効果をもたらす事業者間の協定全般につい

て、締結が禁止されることとなります。 
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このように、競争制限的行為として禁止される範囲が拡大し、また上記(b)の競争制

限効果が重大か否かは当局が市場シェアや参入障壁の有無、消費者に与える影響等の

様々な要素を考慮して評価することとされているため、当局の裁量がより大きくなり、

規制の運用が厳格化する可能性は否定できません。 

 

(2) リニエンシー制度の導入 

 

現行競争法においては、リニエンシー制度（自己申告による罰金減免制度）は存在

しませんが、新競争法では、リニエンシー制度の導入が予定されています。具体的に

は、事業者が競争制限的行為を行った旨を自発的に国家競争委員会（National 

Competition Committee）に申告した場合、①国家競争委員会による調査決定が行わ

れる前であること、②競争制限的行為に関するすべての情報・証拠を提出したこと、

③国家競争委員会に対して最初に申告を行う企業であること等の一定の条件を満た

せば、罰則の適用の免除を受けることができる（2番目に申告を行った企業は罰金の

60％、3 番目に申告を行った企業は罰金の 40％の減額を受けることができる）とい

う制度が導入される予定です。 

 

(3) 企業結合規制の改正内容 

 

現行競争法では、吸収合併・新設合併、企業買収及び合弁事業（「経済集中」）に参

加した事業者の関連市場における合計市場占有率が①50％を超える場合は当該経済

集中を行うことが禁止され、また②30％～50％となる場合には競争局への事前届出を

行わなければならないとされています。 

これに対し新競争法では、まず、経済集中禁止規制に関して、現行競争法上の合計

市場占有率 50％超という基準は廃止され、代わりに、経済集中によりベトナムにお

ける「市場競争が著しく抑制される」おそれがある場合には当該経済集中を行うこと

が禁止されます。この市場競争が著しく抑制されるか否かについては、上記(1)と同様、

当局が市場シェアや参加事業者の関係性等の様々な要素を考慮して評価するとされ

ており、当局に相応の裁量が認められることとなります。 

また、事前届出規制についても、新競争法では、現行競争法上の合計市場占有率

30％～50％という基準は廃止され、代わりに、①経済集中の参加事業者の総資産額、

②経済集中の参加事業者の総売上高、③経済集中の取引金額、及び④経済集中の市場

シェアに関する基準のいずれかを満たす場合には事前届出が必要となります。新競争

法上、これらに関する具体的な数値基準は示されていませんが、政府は当該規制に関

する具体的なガイドラインを出すことを予定しており、今後、金額基準を含めた具体

的な要件が示される見込みです。 

 

以上のとおり、新競争法においては、既存の規制の枠組みが大幅に変わり、また当局
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の裁量も更に広がる見込みであるため、実際に新競争法がどのように運用されていくか、

また実務にどのようなインパクトを与えるか、その動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー：公共調達及び資産処分法案が公開～公共事業や官民連

携（PPP）事業への影響 
 

(1) ミャンマーにおける公共調達の規律 

 

ミャンマーでは政府が発注する公共事業や政府資産の処分に関して規定した法律

は存在しません。一方で、大統領府が 2017年 4月 10日付けで公表した通達（Directive 

No. 1/2017）（「既存通達」）により、一定金額以上の公共調達や政府資産の売却・

リース等については公開入札を義務付けるなど、一定のルールが存在します。しかし

ながら、現状としては各省庁が既存通達を遵守しているとはいえないのが現状です

（例えば、政府による土地リースはいまだに随意契約によって行われているのが現状

です）。また、既存通達では公開入札にすべき場合が広範かつ画一的に決められてお

り、現実には機能し難い面もあります。このため、公共調達や政府資産の処分につい

て透明性・予測可能性・実効性があるルールの作成が待たれています。 

 

(2) 公共調達及び資産処分法案の公開 

 

こうした中、連邦議会は 2018年 7月 6日付けで公共調達及び資産処分法（The Law 

on Public Procurement and Asset Disposal）の法案（「本法案」）を公開しました。本

法案の大枠は既存通達と類似しています。すなわち、一定の公共調達や資産処分につ

いては公開入札を義務付けるとともに、入札の方法等について定めを置いています。 

一方で、既存通達と比較し、本法案は全体としてより柔軟かつ現実的な扱いを志向

しているように見受けられます。例えば、既存通達は公開入札が義務付けられる政府

調達について 1億チャット（現在の為替レートで約 712万円）と硬直した基準を定め

ていたのに対して、本法案はその基準を規則に委任し、入札の方法についても柔軟性

を持たせています。また、既存通達はいわゆる官民連携（PPP）事業のような専門性

や提案内容を精査すべき案件について特別な配慮は払っていませんでした。これに対

して、本法案では「設計・調達・建設・運営等を伴う大型プロジェクト」については、

「Request for Proposal方式」による調達が認められることが明記されています。た

だ、「Request for Proposal方式」が具体的にどのような意味を持つかは法案からは十

分に明らかではありません。本法案が大型の官民連携（PPP）事業の調達過程の透明
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化につながるかについては今後の展開に注目する必要がありそうです。 

最後に、政府資産の売却・リースについても既存通達は硬直した基準によって競売

の実施を義務付けていましたが、本法案は各省庁の裁量にある程度委ねる内容となっ

ています。 

このように全体として本法案は現実的かつ柔軟な公共調達・政府資産処分の枠組み

を作ることを志向しているといえます。法律という形式を用いていることも併せて考

えると、これが施行された場合には一定の実効性を有するものとなりそうです。その

一方で、調達過程の透明性・予測可能性を高めることになるかという点については更

に見守る必要がありそうです。 
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今月のコラム－アジア競技大会－ 
 

普段はあまりなじみがないかもしれないジャカルタですが、アジア競技大会で一躍脚

光を浴びています。ジャカルタにおいても、毎日テレビで放送され、街中にもアジア大

会に関するポスターが貼られるなど、盛り上がりを見せました。 

アジア競技大会に関連した整備ではないかと思われますが、ジャカルタ中心地である

中央ジャカルタ区の、ホテル・インドネシア前ロータリー周辺には、歩道橋がありまし

たが、いつのまにか撤去され、押しボタン式横断歩道が設置されました。その周辺の歩

道も綺麗に整備され、歩きやすくなりました。 

注目を集めた開会式では、インドネシアの自然との調和をアピールした巨大な山、熱

帯雨林や滝のセットが観客を圧倒し、ジョコ・ウィドド大統領がバイクのエンジンを吹

かせてさっそうと登場するなどして会場を沸かせました。 

他方で、トラブルもいろいろとありました。その中には、レスリングの試合中にタイ

マーが故障する、選手村で蚊が大量発生する、表彰式で国旗が落下したため国旗を手で

持ってしのぐ、掲示板に表示される名前にミスがあるなど、なかなかインパクトの大き

いものもあります。 

これほどインパクトの大きい事態はなかなかないものの、インドネシアでは、日常生

活において、日本では考えにくいことに遭遇することがあります。それでも不思議と許

せてしまうのは、インドネシア人の人柄にあると思います。どこに行っても、にこやか、

親切に対応してくれ、何かあると、「Tidak apa apa？」（大丈夫ですか？）と言って心

配してくれます（「apa」は、「何」を意味するインドネシア語で、インドネシア人は、

何かを思い出せないときや、聞き返すときなど、何かと「apa」を連呼しています。そ

の響きがとても可愛らしいです）。 

大気汚染や交通渋滞等、まだまだ課題の残るインドネシアですが、温かく素敵なイン

ドネシア人の人柄に触れに、是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。 

 

（弁護士 井上 諒一） 
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