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第 101 号（2019 年 8 月号） 
 

 

今月のトピック 
1. シンガポール ： シンガポール国際商事調停条約の調印式の開催 
2. タイ ： タイ取引競争法上の、小売・卸売事業者による製造業者・販

売代理店等に対する不公正取引の行為類型に関するガイド

ラインの発行 
3. ミャンマー① ： ヤンゴン証券取引所における株式取引の外資への解禁 
4. ミャンマー② ： 汚職防止委員会による捜査の活発化－工業大臣が汚職容疑

で辞任 
5. ミャンマー③ ： 国連人権理事会調査団報告書の公表 
6. マレーシア ： 商標法改正法案 
7. インドネシア ： 個人情報保護法草案・電子システム及び取引運営に関する政

府規則草案の公開 
8. フィリピン① ： 労働力のみの請負（Labor Only Contracting）に関する労働

法改正法案に対する大統領の拒否権の行使 
9. フィリピン② ： 実質的な支配者に関する情報の提出についての SEC 通達 
 
今月のコラム －インド・グジャラート州へようこそ－ 

 

 

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 101

号（2019 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. シンガポール：シンガポール国際商事調停条約の調印式の開催 
 

 2019 年 8 月 7 日、シンガポールにおいて、調停による国際合意に関する国連条約（「シ

ンガポール条約」）の調印式が行われ、46 か国が署名しました。また、当該調印式に伴

い開催されたシンガポール条約関連の公式セミナーに、弊所シンガポールオフィスの

Chia Chi Chong 弁護士がパネリストとして参加しました。そこで本レターにおいては、

シンガポール条約の概要と調印式当日の様子を簡単にご紹介したいと思います。 

 

 

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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【シンガポール調停条約関連の公式セミナーの様子】 

(1) シンガポール条約の概要 

 

国際的商取引において頻発する紛争の解決手段として、国際仲裁と共に国際調停の

利用が注目されています。当事者間の合意さえ成立するのであれば、国際仲裁に比べ

て短期解決が見込まれ、費用も抑えられるなど、国際調停ならではのメリットが存在

する一方で、国際調停の合意内容には執行力がないというデメリットがあります。そ

れを踏まえ、UNCITRAL（国連国際商取引法委員会）において、国際調停への国際的

な執行力の付与について議論が行われてきたところ、当該議論において主導的な役割

を担ったシンガポールが調印式開催地として選ばれ、条約名にその国名を冠すること

となりました。 

シンガポール条約は、署名後に少なくとも 3 か国が国内手続（国会での承認等）の

完了を国連事務総長に通報してから 6 か月後に発効します（自国においてシンガポー

ル条約の発効のために必要な国内手続及び国連事務総長への通報を行った国（締約

国）との関係でのみ発効し、当該手続を完了していない国については発効しません）。

発効後は、企業は他国の企業との調停合意内容を、シンガポール条約の締約国の裁判

所を通じて当該国において執行することが可能となります。なお、シンガポール条約

はあくまでも国際商事調停を対象とする条約です。裁判所が承認又は手続に関与した

調停や、国内当事者間の調停、商取引に関連しない個人間の調停には適用されないこ

とが明記されています。 

日本に目を向ければ、昨年 11 月に国内初の国際調停専門機関として京都国際調停

センターが設立されており、国際調停の分野での世界貢献への機運が高まりつつある

ものの、現時点では署名を行うか否か明らかにしていません。今後締約国となるべく

手続を進めていくのか否か、注視していく必要がありそうです。 

   

(2) 当日の様子 

 

調印式には世界各国から参加者が集い、紛争の平和的解決を促進する本式典の開催

を祝福する雰囲気に満ちていました。特に、上記のとおり条約締結までの主導的な役

割を担い、調印式開催国となったシンガポールの参加者にとっては特に重要な日とな

ったと思われます。今後この条約の署名国が増え、国際的な紛争解決の現場で十分に

活用されることを願いたいと思います。 
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※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. タイ：タイ取引競争法上の、小売・卸売事業者による製造業者・販

売代理店等に対する不公正取引の行為類型に関するガイドラインの発

行 
 

2017 年に施行された改正取引競争法の規制態様の一類型として、事業者が他の事業

者に対し競争を不当に制限する「不公正な取引」行為を行うことが禁止されています。

これについて、2019 年 7 月 19 日、タイ取引競争委員会は、特に卸売・小売業者による、

取引相手であるサプライヤー、製造業者、委託製造業者、販売業者、輸入者との間の取

引行為のうち、「不公正な取引」に該当しうる行為態様について、具体的なガイドライ

ン（「本ガイドライン」）を発行しました（2019 年 7 月 24 日付け施行）。 

 

本ガイドラインにおいて、以下の 8 つの行為類型が「不公正な取引」に該当するとさ

れています。 

 

(1) 不合理な 低価格の設定及び提供済商品に関する強制ディスカウント 

(2) 特別料金、入場料やリベート等の形での不当な金銭的要求やディスカウントの要求 

(3) 故意の過剰発注、在庫処分又はリノベーション等を理由とする過剰在庫の不当な返

品 

(4) 不公正な委託契約又は委託契約の差別的な適用 

(5) 相手方事業者への自身の商品・サービスの購入の強制 

(6) 契約に基づかない、営業担当者（sales representatives）の提供の強制 

(7) 特注品（自身のためにカスタマイズされた製品）の購入契約の不履行 

(8) その他の不公正な行為（卸売・小売業者が課した不当な条件について遵守しなかっ

たことや、当局へ通報するなどしたことに対する報復として、合理的理由なく陳列

棚から商品を撤去するなどの行為） 

 

改正取引競争法施行以来、取引競争委員会のメンバーも整い、取引競争委員会の活動

弁護士 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 
takeshi.komatsu@mhm-global.com 

 

弁護士 畠山 佑介 

 +65-6593-9764（シンガポール） 
yusuke.hatakeyama@mhm-global.com 

 
*2019 年 7 月 1 日からメールアドレスのドメインが変更となりました。 

弁護士 Chia Chi Chong 
 +65-6593-9759（シンガポール） 

chiachi.chong@mhm-global.com 
 

弁護士 花村 大祐 
 +65-6593-9466（シンガポール） 

daisuke.hanamura@mhm-global.com 
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が活発化しています。その中で、本ガイドラインは、改正取引競争法に関する下位規則・

ガイドラインとして初めて、特定の事業者類型に焦点を当てて発行されたものであり、

取引競争委員会の関心分野や注意すべき行為形態が垣間見えるものになっていると考

えられます。今後の同委員会の動きにも注目する必要があります。 

 

改正取引競争法に関する概要やその他の通達に関する説明は、以前発行した下記の記

事をご参照ください。 

 

（ご参考） 

本レター第 77 号（2017 年 10 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00027667/20171020-031901.pdf 

本レター第 93 号（2018 年 12 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00033685/20181220-063505.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー①：ヤンゴン証券取引所における株式取引の外資への解

禁 
 

 ヤンゴン証券取引委員会（Securities and Exchange Commission of Myanmar：

「SECM」）は、2019 年 7 月 12 日付け Notification 第 1/2019 号（「本 Notification」）に

おいて、ヤンゴン証券取引所（「YSX」）における上場株式の取引への外資の参入を認め

る旨を公表しました。 

 

YSX は、2015 年 12 月の開設後、2019 年 7 月末までの上場会社数は 5 社に留まり、

取引状況も低調な状態が続いています。これまでは上場株式の取引はミャンマー人及び

ミャンマー企業にのみ認められてきました。本 Notification は、上場株式市場への外資

の参入を認めることにより、株式市場の活性化を企図したものとされています。 

 

 なお、本 Notification において、上場株式の取引が解禁される「外資」は、外国人（ミ

ャンマー国籍を有する者以外の個人）及び外国企業（ミャンマー国外で設立された法人）

と規定されているのみであり、ミャンマーでの居住や現地拠点設置等の要件は特に定め

られていません。また、具体的な取引開始のタイミングは、関連規則の整備がなされた

後に SECM が改めて公表することとされており、現時点では不明です。取引のために

弁護士 二見 英知 
 +66-2-266-6485（Ext: 320）（バンコク） 

hidetomo.futami@mhm-global.com 
 
弁護士 白井 啓子 
 +66-2-266-6485（Ext: 322）（バンコク） 

keiko.shirai@mhm-global.com 
 

弁護士 細川 怜嗣 

 +66-2-266-6485（Ext: 325）（バンコク） 
reiji.hosokawa@mhm-global.com 

 
 
*2019 年 7月 1日からメールアドレスのドメイン

が変更となりました。 
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はミャンマーチャットの銀行口座の開設が必要なことや証券口座開設時に本人確認が

必要なこと等を考えると、まずミャンマー居住者及びミャンマーに拠点のある外資企業

に対して取引が解禁され、その後非居住者に対する対応がなされるものと思われます。 

 

 YSX における株式取引への外資参入が具体的にどのような形で認められるのか、必

要な手続等を定める関連規則の整備については引き続きフォローしていく必要があり

ます。そして、本 Notification において SECM が企図したとおりの外資の参入、ひいて

はミャンマー株式市場の活性化が見られるのか、今後の動向を見守る必要がありそうで

す。 

 

4. ミャンマー②：汚職防止委員会による捜査の活発化－工業大臣が汚

職容疑で辞任 
 

 ミャンマーでは、汚職防止委員会（Anti-Corruption Commission：「ACC」）が汚職防

止法違反事件の捜査権限を有していますが、 近になって ACC による活動が非常に活

発になっています。2019 年 7 月 26 日には、汚職容疑で捜査が行われていたキン・マウ

ン・チョー工業大臣が辞任しました。汚職容疑を理由とする閣僚の辞任は、NLD（国民

民主連盟）政権発足後、2018 年 5 月のチョー・ウィン前計画・財務省大臣に続いて 2

人目となります。また、現在、電力・エネルギー省に対して、大臣を含む上級幹部に対

する汚職容疑での捜査が行われていると報道されています。ACC は捜査能力の増強を

目的として、現在の300名余りの人員に加え、100名以上を採用すると報道されており、

今後も汚職防止法に基づく摘発が続くことが見込まれます。ミャンマーに関わるビジネ

スを行うに際しては、これまで以上に、コンプライアンスに注意する必要があると思わ

れます。 

 

5. ミャンマー③：国連人権理事会調査団報告書の公表 
 

 ミャンマーのラカイン州におけるイスラム系少数民族に対する迫害問題を調査して

いた国連人権理事会の独立調査団は、2019 年 8 月 5 日に報告書（「本報告書」）を公表

しました。本報告書は、軍系企業である Myanmar Economic Holdings Limited（MEHL）

及び Myanmar Economic Corporation（MEC）の 2 社に対して、国連及び各国が金融制

裁を実施することを呼びかけています。また、ミャンマー・バングラデシュ国境のフェ

ンスの建設に寄付を行った複数のミャンマーの財閥系企業の経営陣に対して、人道に対

する罪による刑事訴追を提案しています。本報告書には拘束力はなく、実際に制裁が発

動されるかどうかは、国連による制裁は安全保障理事会に、各国の制裁は各国判断に委

ねられています。そのため、本報告書が企業の事業展開に直ちに影響を与えるわけでは

ありません。もっとも、本報告書を受けた国際社会の反応等も含め、今後の動向を見守

る必要がありそうです。 
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6. マレーシア：商標法改正法案 
 

2019 年商標法改正法案（The Trade Marks Bill 2019：「本改正法案」）が、2019 年 7

月 2 日にマレーシア議会代議院（下院）を、同月 23 日に同議会元老院（上院）を、そ

れぞれ通過しました。本改正法案はマレーシア国王による承認を受けた後に公布・施行

される予定です。 

本改正法案は、マレーシアのマドリッド協定議定書への参加を可能にするために、商

標法（Trade Marks Act 1976）を全面的に改正する内容となっています。そのため、改

正点は極めて多岐にわたりますが、主に以下のような点が改正されています。 

 

 現行法 本改正法案 

① 文字商標のみが登録可能 文字商標に加え図形商標、色彩商標、音

商標、香りの商標も登録可能 

② 証明商標のみが保護の対象 証明商標に加え団体商標も保護の対象 

③ 単一の区分を対象とした出願のみ 複数の区分を対象とした出願が可能 

④ 登録商標と同一の商品・役務におい

て類似商標を用いた場合にのみ商標

権侵害成立 

登録商標と類似する商品・役務において

類似商標を用いた場合にも商標権侵害

成立 

⑤ 根拠なく商標権侵害を理由とした請

求を行うことについて特段の禁止な

し 

根拠なく商標権侵害を理由とした請求

を行った場合、相手方はそのような請求

の差止めと、それにより生じた損害の賠

償を求めることができる 

⑥ 商標権侵害の場合の処罰に関しては

商標法には規定なく、別の法令

（Trade Descriptions Act）に規定 

商標権侵害の場合の処罰に関する規定

が置かれ、また欺く意図をもって第三者

の商標権を侵害した場合には特に重い

処罰が科せられる 

 

本改正法案が成立し公布・施行され、マレーシアがマドリッド協定議定書に参加する

こととなった場合、マレーシアにおいても、日本と同じく、マドリッド・プロトコルの

弁護士 武川 丈士 

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

takeshi.mukawa@mhm-global.com 
 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-255136（ヤンゴン） 
atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

*2019 年 7 月 1 日からメールアドレスのドメインが変更となりました。 

弁護士 眞鍋 佳奈 

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

kana.manabe@mhm-global.com 
 

弁護士 畠山 佑介 

 +65-6593-9764（シンガポール） 
yusuke.hatakeyama@mhm-global.com 
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下での国際出願が利用可能になります。 

本改正法案はマレーシアにおける商標権の保護を強め、また出願・登録手続を利用し

やすくするものと評価できます。他方で、現時点では公布・施行の時期は未定となって

おり、また本改正法案において新たに導入された各種制度に関する手続を定めた施行規

則の制定も必要となるところですので、引き続き当局の動向を注視する必要があります。 

 

 
 
 
 
 
7. インドネシア：個人情報保護法草案・電子システム及び取引運営に

関する政府規則草案の公開 
 

インドネシアでは、現在、国会には未提出ですが、個人情報保護法草案及び電子シス

テム及び取引の運営に関する政府規則草案（「電子システム政府規則草案」）が法務人権

省法制局（Badan Pembinaan Hukum Nasional）のウェブサイトに公開されています。 

現在、インドネシアには個人情報保護に関する統一的・横断的な法律は存在しません。

その代わりに、電子取引等を行う事業者に適用される、電子情報及び取引に関する法律

2008年 11号、同法施行規則である電子システム及び取引の運営に関する政府規則 2012

年 82 号、同政府規則の施行規則である情報通信大臣規則 2016 年 20 号等において個別

に個人情報保護に関する規定が存在している状況です。 

今回公開されている個人情報保護法草案は、インドネシア初の統一的・横断的な個人

情報保護法に関する草案となります。また、電子システム政府規則草案は、電子情報及

び取引に関する法律 2008 年 11 号の施行規則として位置付けられます。 

これらはいずれも現時点では未制定でありますが、今後のインドネシアにおける個人

情報保護に関する法律案制定動向を探る上で参考になると考えられます。各草案の内容

のうち、実務上重要と考えられるポイントについて、以下解説します。 

 

(1) 個人情報保護法草案 

 

・個人情報の国外移転について 

現行法令上、電子システムを用いた個人情報の国外移転について、本人（個人情報

によって識別される特定の個人。以下同じ。）の同意のほか、インドネシア情報通信

省との連携が必要であるとされています。情報通信省との連携内容としては、個人情

報の国外移転実施に関する計画の報告（移転先国の名称、受領者の名称、実施日、国

外移転の理由・目的を含む）、実施結果の報告等が必要とされています。もっとも、

同連携については、情報通信省においても実務運用が必ずしも確立しているものでは

弁護士 田中 亜樹 

 +65-6593-9467（シンガポール） 
aki.tanaka@mhm-global.com 
 

*2019 年 7 月 1 日からメールアドレスのドメインが変更となりました。 
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ありません。 

個人情報保護法草案では、個人情報の国外移転について、情報通信省との連携は不

要とされています。個人情報の国外移転のためには、本人による書面による同意のほ

か、(a)移転先国又は個人情報を受領する組織等がインドネシア個人情報保護法に規定

された水準以上の個人情報保護に関する水準を有していること、(b)個人情報送信者と

受領者との間で個人情報保護に配慮した契約を締結すること、及び(c)移転先国とイン

ドネシアで条約が締結されていることが要件とされています。 

上記規定に違反して個人情報の国外移転を行った個人には、 大 500 億ルピア（現

在のレートで約 3 億 7 千万円）の罰金が課され得るものとされています。また、違反

者が法人等である場合には、 大で個人の場合の 3 倍の罰金が課され得るものとされ

ています。 

 

(2) 電子システム政府規則草案 

 

・データローカライゼーションについて 

現行法令（情報通信大臣規則 2016 年 20 号）上、公共サービスに関する電子シス

テム運営者は、個人情報保護のためのデータセンター及び事故復旧センターをインド

ネシア国内に設置する必要があるとされています。しかし、「公共サービス」の範囲

は必ずしも明確ではありません。 

 

電子システム政府規則草案では、電子システム運営者を、公的電子システム運営者

と私的システム運営者に分類しています。公的電子システム運営者は、データセンタ

ー等をインドネシア国内に設置しなければならず、外国に設置する必要がある場合に

は、大統領の同意を得なければならないとされています。他方で、私的電子システム

運営者はデータセンター等をインドネシア国内又は国外に設置することができると

されています。 

もっとも、現時点の草案では、公的電子システム運営者は、政府機関等に加え、法

令で定められた国家のミッションを提供する意思・能力を有する私的法人も含まれる

趣旨が定められており、「法令で定められた国家のミッション」の範囲が不明瞭です。

そのため、現行法令同様、データセンター等を設置する義務を負うことになるサービ

ス提供の内容について、不明瞭であることから、今後の立法過程でこの点が明確化さ

れることが望まれます。 

 

個人情報を含むデータの利活用がより重要となってくる近時において、インドネシア

における統一的・横断的な個人情報保護法制定の動きは世界の潮流に沿った動きといえ

ます。もっとも、現時点では草案の段階であるため、今後の法令制定動向にも注視する

必要があります。アップデートがあり次第、本ニュースレターでも引き続き取り上げさ

せていただく予定です。 
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8. フィリピン①：労働力のみの請負（Labor Only Contracting）に関

する労働法改正法案に対する大統領の拒否権の行使 
 

2019 年 7 月 26 日、フィリピンのドゥテルテ大統領は、労働力のみの請負（Labor Only 

Contracting）等に関する労働法の改正法案（Senate Bill No. 1826/ House Bill No. 6908：

「本改正法案」）に対して拒否権を行使しました。フィリピン憲法の第 6 章 27 条 1 項に

よれば、当該法案は国会で再度審議された後、両議院において、それぞれ 3 分の 2 以上

の賛成が得られた場合にのみ、法案として成立することになります。 

 

(1) 本改正法案の背景 

 

フィリピンの工場やショッピングモールにおいては、企業が自ら労働者を直接雇用

するのではなく、請負業者から労働者を受け入れる業務請負（日本における労働者派

遣に類似するアレンジメント）を利用するケースが少なくなく、かねてより、このよ

うな業務請負は労働者の地位を不安定にするとの批判がありました。本改正法案は、

このような業務請負について、違法とされる労働力のみの請負（Labor Only 

Contracting）の範囲を現行法より広げることで、業務請負が利用できる場面を限定す

ることを企図していました。現行法では、以下の表の①又は②に該当する場合に「労

働力のみの請負」であるとされていましたが、本改正法案が成立した場合には、①の

内容について、以下の変更が行われることが想定されています。 

 

 現行法 本改正法案 

① 請負業者が実質的な資本を有しない

（払込資本 500 万フィリピンペソ（現

在の為替レートで約 1,010 万円）未満）

か、道具、設備、機械、就業場所等に

ついて投資を行っていない場合で、か

つ、請負業者が発注者に派遣する労働

者が発注者の主たる事業に直接関連す

る業務に従事している場合 

請負業者が実質的な資本を有しない

（払込資本 500 万フィリピンペソ（現

在の為替レートで約 1,010 万円）未満）

か、道具、設備、機械、就業場所等に

ついて投資を行っていない場合、又は

請負業者が発注者に派遣する労働者が

発注者の主たる事業に直接関連する業

務に従事している場合 

② 発注者が、請負業者から派遣される労

働者に対して直接の管理監督を行って

いる場合 

発注者が、請負業者から派遣される

労働者に対して直接の管理監督を行

っている場合（変更なし） 

弁護士 竹内 哲 
 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 
 
 
*2019 年 7 月 1 日からメールアドレスのドメインが変更となりました。 

弁護士 井上 諒一 
（ジャカルタ AKSET 法律事務所出向中） 
 03-6213-8104 

 ryoichi.inoue@mhm-global.com 
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上記表のとおり、現行法においては、派遣される労働者が発注者の主たる事業に直

接関連する業務（例えば、工場の作業員、ショッピングモールの店員等）に従事して

いたとしても、請負業者が実質的な資本を有しているか、又は道具、設備等に投資を

行っていれば、違法な労働力のみの請負（Labor Only Contracting）には該当しませ

ん。これに対し、本改正法案では、派遣される労働者が発注者の主たる事業に直接関

連する業務に従事していれば、直ちに違法な労働力のみの請負（Labor Only 

Contracting）に該当するとされています。 

本改正法案が成立した場合、業務請負が利用可能な場面が大きく減少し、製造業を

はじめとする多くの企業において労働者を直接雇用することを迫られる可能性が懸

念されており、報道によれば、本改正法案が成立した場合に製造業が追加で負担する

人件費は 525 億フィリピンペソ（現在の為替レートで約 1,060 億円）に上るとされて

いました。 

 

(2) 大統領による拒否権の行使 

 

このような中、ドゥテルテ大統領は、違法な労働力のみの請負（Labor Only 

Contracting）は禁止されるべきだが、不必要にその範囲を広げるべきではなく、派遣

される労働者が従事する業務が発注者の事業に直接関連性があるかどうかにかかわ

らず、経済合理性があり、労働者を害さない労働者の派遣は認められるべきであるこ

とを理由に本改正法案に対して拒否権を行使しました。これにより、本改正法案によ

り請負業者から労働者を受け入れている日系企業が直接雇用に切り替えなければな

らない事態は、当面は回避されたことになります。 

今後、本改正法案は、国会において再度審議されることになります。報道によれば、

国会は、大統領が拒否権を行使した本改正法案を成立させることについて、もはや積

極的でないとのことであり、本改正法案が両議院の 3 分の 2 以上の賛成を得て成立す

る可能性は高くないことが見込まれます。しかし、そのことを見越して一部の議員は

同一内容の法案を別の法案として再度提出する動きをみせているなど、本改正法案を

支持する意見も少なくないことから、依然として今後の動向に注目する必要がありま

す。 

 

9. フィリピン②：実質的な支配者に関する情報の提出についての SEC
通達 
 

2018 年 11 月 27 日付けフィリピン証券取引委員会（「SEC」）の通達（SEC 

Memorandum Circular No.17s. 2018）及び当該通達を全面的に改正する 2019 年 7 月 26

日付け通達（SEC Memorandum Circular No.15s. 2019）により、フィリピンの会社は、

日本の商業登記に相当する General Information Sheet（「GIS」）の提出に際し、実質的

な支配者（Beneficial Owner）に関する情報を提出することが必要となりました。当該
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通達は、マネーロンダリングやテロリストへの資金提供の防止を主たる目的としていま

す。 

フィリピンの会社は、定時株主総会から 30 日以内に GIS を提出する必要があります

が、本年 7 月 31 日以後に GIS を提出する会社は、実質的な支配者に関する情報を提出

する必要があります。 

 

(1) 実質的支配者の定義 

 

実質的な支配者とは、会社に対して究極的な支配権（Ultimate Effective Control）

を有する自然人をいいます。例えば、ある自然人がフィリピンの会社について、(a)

直接又は間接に 25％以上の議決権又は資本を有する場合、(b)取締役会その他の類似

の会議体の過半数を選任する権限を有する場合、(c)会社の経営方針に支配的な影響力

（Dominant Influence）を有する場合、又は(d)取締役会その他の類似の会議体の過半

数が当該自然人の指示に従う義務等を負う場合には、究極的な支配権が存在するとさ

れています。なお、実質的な支配者はあくまで自然人を対象としています。そのため、

例えば、直接又は間接に 25％以上の議決権を有する自然人は存在せず、その代わり

に同議決権を有する会社が存在する場合、実質的な支配者として、当該会社の取締役

や Senior Managing Official（CEO、CFO 等）を記載しなければならないとされてい

ます。 

 

(2) 実質的支配者についての情報提出義務 

 

実質的な支配者が存在する場合、GIS において、実質的な支配者の氏名、生年月日、

住所、国籍、納税者番号及び株式保有比率に関する情報を提出する必要があります。

また、実質的な支配者は、究極的な支配権の内容の違いにより 9 つに分類されており

（例えば、直接又は間接により 25％の議決権等を有するケース、取締役会の過半数

の選任権限を有するケース等により分類されています）、いずれの分類に該当するか

をあわせて提出する必要があります。 

実質的な支配者に関する情報の提出義務は全ての会社を対象とするものであり、フ

ィリピンにグループ会社を有する日系企業は、次回 GIS を提出するタイミングで対応

が必要となりますので、注意が必要となります。 

 
 
 
 

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 
 mikio.sonoda@mhm-global.com 

 
*2019 年 7 月 1 日からメールアドレスのドメインが変更となりました。 

弁護士 Ramon Miguel Samson 
 +65-6593-9760（シンガポール） 

 ramonmiguel.samson@mhm-global.com 
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【サーバルマティー川と朝日】 

【街なかの床屋】 

 

今月のコラム－インド・グジャラート州へようこそ－ 
 

今回は、今年の前半に、筆者が訪問したグジャラート州を紹介したいと思います。グ

ジャラート州は、モディ首相が 2014 年まで長期にわたって州首相を務めていた州とし

て有名です。2023 年に日本の新幹線がムンバイとアーメダバードを結ぶ予定であるた

め、地名を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。 

 

グジャラート州は、インド西部にある州で、アラビア海に接

した州内の港は、中東やアフリカ向けの輸出拠点になっていま

す。内陸部には、北はデリー、南はムンバイを結ぶ国道 8 号

線が通っており、その沿線の主要都市に工業団地が点在してい

ます。出張で頻繁にインドを訪れる筆者も、目的地は、デリー、

ムンバイ、ベンガルール（バンガロール）、チェンナイである

ことが多く、グジャラート州アーメダバードへは初めての

出張となりました。 

 

JETRO の資料によれば、グジャラート州の人口は 6,038 万

人、1 人あたりの実質 GDP はベトナムに匹敵する程度の高さ

であり、州そのものがマーケットとして魅力的です。上記の

とおり、国道 8 号線が通っているため、例えばニムラナ工業

団地（デリーの南西約 120kmにある日系企業向けの工業団地）

から部品を調達して、グジャラート州で組み立てて、中東や

アフリカに輸出するといった活用方法が可能となります。加

えて、停電が無いというのも大きな特徴です。私が住んでい

たニューデリーは、どんなに立派なオフィスやホテルでも停

電が頻発し、その都度自家発電に切り替えていましたが、グジャラート州のビルは、自

家発電装置を備えていないビルも多いようです。 

 

インドの各州が建設を進める工業団地は、その立地に加えて、関連する許認可の取得

手続の簡便さや土地収用過程の問題の少なさ等が大きな決め手となりますが、グジャラ

ート州は、モディ首相が掲げる make in India を推進するためにビジネス環境を整備し

て、日系企業を含む外国企業の誘致に積極的であることも魅力的です。 

 

生活の面に目を向けると、グジャラート州は dry state であり、お酒はその種類を問

わず店で売られておらず、レストランやホテルでも提供されません。他の州から来たイ

ンド人や同州に住む外国人は、許可を得ることによって、1 か月に所定の量を上限とし

てお酒を購入することができますが、レストランにおいて食事をしながらお酒を飲 
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【許可制のアルコール販売所】 

 

むということができないため、日本人同士の飲みニケーション

を図るのは、やや難しいかもしれません。 

 

このように、生活面では、他の地域に比べて困難な印象もあ

るグジャラート州ですが、2023 年に開通予定の新幹線は、ム

ンバイとアーメダバード間の各都市を結ぶ予定のため、開通す

れば交通の便は、特にその両都市の間の都市へのアクセスとい

う点で、格段に向上します。 

 

急速に発展するグジャラート州は今後もますます注目を集めると思いますので、是非

訪れてみてください。 

 

（弁護士 小山 洋平） 

 

 

文献情報 
 論文    「フィリピン改正会社法の概要と実務上のポイント」 

 掲載誌  旬刊商事法務 No.2204 

著者    小松 岳志、園田 観希央、花村 大祐、ラモン・ミゲル・サムソン   

 
NEWS 
 クリストファー・フォーゲル 弁護士が入所しました 

この度、2019 年 8 月から 1 年間、出向で森・濱田松本法律事務所にて執務させ

ていただくことになりました、クリストファー・フォーゲルと申します。森・濱

田松本法律事務所の一員となれますこと、大変嬉しく存じます。 

 

2014 年に弁護士試験を受験した後、グライス・ルッツ法律事務所にアソシエイ

ト弁護士として入所いたしました。グライス・ルッツ法律事務所は、約 330 名の

弁護士が所属するドイツの主要な法律事務所の 1 つであり、法人のクライアント

や事業に関する法律案件全般を取り扱っております。2019 年 7 月 1 日からは、

同事務所のアソシエイテッドパートナー弁護士として執務しております。グライ

ス・ルッツ法律事務所への入所理由の 1 つは、主に日本関連案件に携わる約 6～

8 名の弁護士で構成される独自のジャパン・プラクティス・グループの存在です。 

 

ジャパン・プラクティス・グループの一員として、日独のクロスボーダー投資を

中心としたM&Aやコーポレート案件に携わっております。過去5年間にわたり、
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数多くの日本関連の取引に携わってまいりましたが、その多くを森・濱田松本法

律事務所の弁護士の方々と共に取り組んでまいりました。 

 

過去に 2 度ほど、長期で日本に滞在していた経験がございます。2008 年に、京

都産業大学にて半年間勉学に勤しみ、2010 年から 2012 年まで、ドイツ政府の奨

学金プログラムで東京と大阪に住んでおりました。そのため、英語と日本語を話

すことが出来ます。 

 

森・濱田松本法律事務所の一員となれますこと、大変光栄に存じます。森・濱田

松本法律事務所のクライアントの皆様の成功に貢献できるよう、 善を尽くす所

存でございます。皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。                            

 

（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


