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第 107 号（2020 年 2 月号） 

 

 

今月のトピック 

1. 各国共通 ： 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う国際取引契約に関す

る不可抗力対応について－転ばぬ先の杖－ 

2. シンガポール ： 雇用差別の厳罰化－最大 2 年の労働ビザ発給停止－ 

3. ミャンマー ： 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お

ける審査内容の一部変更 

4. タイ ： 最低賃金の改定 

5. インドネシア ： 外資建設会社に関する規則の再改正 

6. フィリピン ： REIT 法に関連する規則の改正 

7. マレーシア ： デジタル資産に関するガイドラインの発表 

 

今月のコラム －インドでゴルフを嗜む－ 

 

 

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107

号（2020 年 2 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. 各国共通：新型コロナウィルスの感染拡大に伴う国際取引契約に関

する不可抗力対応について－転ばぬ先の杖－ 

 

新型コロナウィルスの感染拡大については、ビジネス上の影響も懸念されるところで

す。報道では、実際に取引契約における不可抗力を宣言する海外の事例も出てきていま

す。そこで、本レターでは、新型コロナウィルスによるビジネス上の支障に関連して、

不可抗力との関係を中心に、実際に報道されている事例や、国際取引契約上、どのよう

に取り扱うべきかの留意点について説明します。 

 

(1) 不可抗力に関する基本的な概念 

 

国際取引契約には、不可抗力（Force Majeure）に関する条項が置かれていること

が多いと思われます。不可抗力条項とは、一般的に、当事者によるコントロールの及

ばない、かつ、予見できない一定の事由が発生した場合、一方当事者による契約上の

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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債務の履行の遅延・不履行について免責する内容の規定をいいます。不可抗力事例の

典型は、天変地異や戦争等がありますが、実際に「不可抗力」が具体的にどのような

事象を意味するかについて、法律や判例が独自に明確な定義を定めている国は多くは

ないため、あくまで契約に記載された不可抗力条項の文言が重要な手がかりとなるこ

とが通常です。 

なお、基本的な考え方として、金銭を支払う債務については、不可抗力をもって免

責を主張することはできないとする国が多いように思われ、この点は留意が必要です。 

 

(2) 新型コロナウィルスを原因として不可抗力が問題となった事例 

 

具体的に不可抗力が問題となっている近時の報道の一例は、以下のとおりです。 

 

(a) LNG の輸入取引に関し、中国の石油会社（輸入側）がフランスの LNG 販売業者

に対して、LNG の輸入を継続することが難しいとして契約上の不可抗力条項の適

用を主張する旨通知した。通知を受けた LNG 販売業者はそのような主張を拒否し

ている。 

(b) 一部の中国の造船所では、作業員不足のため、新造船の納期通りの引渡しが難し

いとして、不可抗力を宣言した。 

(c) 中国積み貨物に関し、中国国内工場の生産停止によりカーゴがそろわず、一部の

荷主が不可抗力の宣言を検討している。 

(d) 新型コロナウィルス感染拡大に対応して、中国の貿易促進業界団体である中国国

際貿易促進委員会は、2020 年 1 月末、海外取引先との契約履行が困難になった中

国企業に対して不可抗力事由の発生を裏付ける証明書を発行すると発表した。 

 

上記は中国企業が当事者となっている取引の事例ですが、特筆すべきは、中国企業

が当事者でない取引についても、玉突き的に不可抗力を宣言する事例が出始めている

ことです。すなわち、日本の造船所が、舶用機器の調達先である中国企業からの不可

抗力宣言を受けて、発注者に対して建造工程の遅延について不可抗力を宣言したケー

スも報道されています。2011 年の東日本大震災の時に見られたように、（中国のみな

らず、）そこを発端としてグローバルなサプライチェーン全体が麻痺するという事象

に発展する可能性があるため、注意が必要です。 

 

(3) 実務上の対応方針に関するいくつかのポイント 

 

上記のような状況も踏まえ、企業の担当者としては、新型コロナウィルスの感染拡

大に関して、契約上の義務の履行に支障を来した取引先からの主張に対してどのよう

に対応するか、また自社が逆の立場であればどう対応するか、実務上の対応方針を確

認しておくべきことは有用と思われます。 
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不可抗力が問題となる事例は、履行義務を負う者がどの国の法人か、履行義務の内

容が何か等によって様々なバリエーションが考えられます。上記(2)に記載した事例の

ように、現状、新型コロナウィルスの感染が最も深刻な中国企業が当事者になること

も多いと思われますが、上記のとおり、グローバルにサプライチェーンが複雑化した

昨今では必ずしもそうではないケースも多いと思われます。そこで以下では、中国企

業が当事者となるか否かにかかわらず、クロスボーダーの取引を念頭に、実務上の対

応方針を検討する上で役に立つと思われるいくつかのポイントを列挙します。 

 

(a) 契約条項の確認： 

① 新型コロナウィルスの感染拡大又はそれに伴って生じた遅延・不履行の直接の原

因が、契約上定められている不可抗力事由の文言に該当するか 

② 不可抗力条項において、（不可抗力事由の発生以外に）遅延・不履行について免

責を認めるための手続・条件がないか（例えば、一定期間内の相手方への通知、

現地当局が発行する不可抗力事由発生に関する証明書の提出） 

③ 不可抗力事由の発生による効果が何か（例えば、免責の範囲、損害の拡大防止義

務があるか、一定期間経過後に解除ができるか） 

(b) 事実関係の確認： 

遅延・不履行が新型コロナウィルスの感染拡大に起因するものといえるか、合理 

的な因果関係があるといえるか（別の原因で遅延・不履行が生じたものでないか） 

(c) 外国判決・外国仲裁の承認・執行の可否： 

契約上の紛争解決条項で定められている紛争解決機関の判決・判断を、契約の相 

手方の財産が所在する国で強制執行することができるか 

 

(4) まとめ 

 

上記のとおり、もし自社が取引を履行するにあたって支障が生じている場合には、

契約上、不可抗力を理由に免責を主張できないかについて検討することが必要となり

ます。他方で、やみくもに不可抗力を主張する安易な対応は自社の信用を毀損するの

みならず、もしそのような主張が結果的に誤ったものである場合には、相手方から債

務不履行の責任を追及される可能性があるため、慎重な対応が必要です。そのため、

上記(3)に列挙したポイントについて、できるだけ正確に判断することが望ましいとこ

ろです。もっとも、履行期限が間近に迫っているケースでは、時間的制約により十分

な検討の時間がないケースも多々あるかと思われます。日々進展する今後の状況も見

据えながら、問題となりそうな取引に関しては、契約条項の確認や、サプライチェー

ンの状況の確認等、あらかじめ十分な準備をしておくことが重要です。 

 

 

 

 

弁護士 川村 隆太郎 
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2.  シンガポール：雇用差別の厳罰化－最大 2 年の労働ビザ発給停止－ 

 

2020 年 1 月、シンガポール労働省（Ministry of Manpower：「MOM」）により、シ

ンガポールにおける均等な雇用機会の確保を目的とした制度（Fair Consideration 

Framework：「FCF」）が改定されました（「本改定」）。これにより、雇用に際してシン

ガポール国籍の者より外国籍の者を優遇するといった雇用差別を行う者に対し、これま

で以上に厳しい罰則が定められるなどしました。以下では、FCF の概要及び本改定の内

容についてご紹介します。 

 

(1) FCF の概要 

 

FCF は、シンガポールの全使用者に対し、労働者に対する均等な雇用機会の提供を

要求しており、募集する役職に無関係の性質（年齢、性別、国籍、人種等）による差

別を禁じるなどしています。 

FCF の重要な定めの一つとして、シンガポールの企業は、とある役職の労働者を雇

用する場合において、外国籍の者を雇用する前に少なくとも 14 日間以上、当該役職

について MyCareersFuture.sg という国営のサイト上で、シンガポール国籍の者（永

住権取得者を含む。）に対する求人広告を掲載する義務（「広告掲載義務」）を負っ

ています。当該義務は(a)従業員数が 10名未満の場合、(b)対象の役職が月給 1万 5,000

シンガポールドル（現在の為替レートで約 118 万 3,130 円）以上である場合、(c)サ

ービス貿易に関する条約（General Agreement on Trade in Services）に規定される企

業内転勤によって新たな者が対象の役職に就く場合、又は(d)対象の役職が 1 か月以

下の短期間のものである場合にのみ免除されます。 

 

(2) 雇用差別が認められた場合の罰則（本改定の内容） 

 

(a) 最大 2 年の労働ビザ発給停止 

FCF 上、使用者において雇用差別が認められた場合、当該使用者に対する労働ビ

ザの発給が停止されるところ、その停止期間につき、改定前は最大 6 か月であった

のが、本改定後は少なくとも 12 か月、最大 24 か月に伸長されました。 

さらに、改定前は「新たな」労働ビザの発給が停止されるのみであったのが、本

改定後は、既に発給されている労働ビザの更新も許可されないこととなりました。 

 

(b) MOM による訴追権限の新設 

また、本改定により、雇用機会の均等性確保に関して虚偽の申告を行った使用者

や主要な従業員に対する MOM の訴追権限が新設され、有罪となった者に対して最

長 2 年の禁固、最大 2 万シンガポールドル（現在の為替レートで約 157 万 7,510 円）

の罰金又はその両方が科されることとなりました。 
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改定後、既に複数の企業について労働ビザの発給が停止された事例が存在し（雇用

する労働者をあらかじめ選定した上で、形式上求人広告を掲載したにすぎなかった事

例を含む）、企業名が開示された上で報道されるなどしています。 

 

以上のとおりですので、雇用差別の厳罰化に伴い、より一層慎重な雇用が求められま

す。 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ミャンマー： オフショアローンの実施に関する中央銀行の承認手

続における審査内容の一部変更 

 

ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar：「CBM」）は、2020 年 1 月、ミャン

マー国外からの借入れ（いわゆるオフショアローン）の実施に当たって必要な CBM の

事前承認を得るための手続に関する Announcement（「本 Announcement」）の内容を一

部変更しました。本 Announcement の内容は、本レター第 61 号（2016 年 8 月号）に

おいて既報のとおり、上記事前承認を得るための提出書類及び CBM での審査において

考慮される項目を明らかにしたものです。 

今回変更された項目は、融資対象事業の資本金額及び融資実行後の負債と資本の比率

です。融資を受ける会社がミャンマー投資委員会（Myanmar Investment Commission：

「MIC」）から許可を受けている会社（「MIC 許可会社」）であるか否かにより、異なる

数値基準が適用されることになります。具体的な変更の概要は、以下のとおりです。 
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審査項目 変更前 変更後 

融資対象事業

の資本金額 

資本金 50 万米ドル（現在の為替

レートで約 5,489 万 2,200 円）を

超えるかどうか。 

①MIC 許可会社については、

資本金 50 万米ドルを超える

かどうか。 

②それ以外の会社について

は、資本金 5 万米ドル（現在

の為替レートで約 548 万

9,220 円）を超えるかどうか。 

資本と負債の比

率 

資本:負債の比率が 1:4 から 1:3

の間（若しくは負債比率がより

小さい）に収まるかどうか。 

①MIC 許可会社については、

1:4 に収まるかどうか。 

②それ以外の会社について

は、1:3 に収まるかどうか。 

 

MIC 許可会社については従前の基準から実質的な変更は特にありませんが、それ以外

の会社については、これまでよりも小規模な融資対象事業へのオフショアローンが可能

になり、それによる資金調達の可能性が認められることになったといえます。なお、本

レター第 61 号にも記載のとおり、上記の各項目は、一般的な考慮要素として例示され

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た上での

ケースバイケースの判断になることが予想されることに留意が必要です。 

今回変更がなかった審査項目の中には、「貸出期間が中長期かどうか」という抽象的

な基準があります。通常 1 年以上であれば「中長期」に該当するとの情報もあるものの、

CBM により正式に公表されたものではありません。こういった点も含め、今後審査過

程のさらなる明確化、一層の透明化を期待したいところです。 

 

（ご参考） 

本レター第 61 号（2016 年 8 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00023069/20160822-042247.pdf 
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4. タイ：最低賃金の改定 

 

2020 年 1 月 1 日から最低賃金を改定する旨の通達が、2019 年 12 月 27 日付けで賃

金委員会より発布されました。最低賃金は労働保護法に基づき賃金委員会が定めますが、

今回の改定は、全国 77 県を 10 通りに分け、それぞれの県ごとの 1 日あたり（なお、

多くの企業は 1 日あたり 8 時間の労働時間としています。）の最低賃金 313～336 バー

ツ（現在の為替レートで約 1,099～1,180 円）を規定するものとなっています。 

 

タイの最低賃金は、従前、77 の各県ごとに物価等の経済状況を考慮しながら定めら

れていましたが、2013 年 1 月にいったん全国 1 律 300 バーツ（現在の為替レートで約

1,054 円）へと大幅に引き上げられました。 

その後 2017 年 1 月に、再び各県ごとに 5～10 バーツ（現在の為替レートで約 18 円

～35 円）ずつ、2018 年 4 月に 5～22 バーツ（現在の為替レートで約 18 円～77 円）ず

つ引き上げられ、今回さらに 5 又は 6 バーツ（現在の為替レートで約 18 円又は 21 円）

ずつ引き上げられることとなりました。最低賃金より少ない額で支給した場合、雇用主

は 6 か月以下の禁固若しくは 10 万バーツ（現在の為替レートで約 35 万 1,265 円）以

下の罰金又はそれらの併科の対象となります。 

各企業においては、自社の定める金額が最低賃金を下回っていないか十分に留意する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

5. インドネシア：外資建設会社に関する規則の再改正 

 

2019 年 11 月 18 日に公布・施行された公共事業大臣規則 2019 年 17 号（「本規則」）

により、外資建設会社の許認可のガイドラインに関する公共事業大臣規則 2019 年 9 号

（「旧規則」）が廃止されています。旧規則については、本レター103 号（2019 年 10 月

号）にてご紹介しましたが、旧規則施行後、半年以内に再改正がなされているため、本

稿においてご紹介します。 

 

(1) 本規則制定の背景 

 

旧規則では、外資建設会社の株主属性に関する要件として、(a)インドネシア建設会

社である株主が純資産及び累積受注実績等を基準とする大規模要件を満たすことを

求める規定、及び、(b)インドネシア人個人が外資建設会社の株主となることができな

弁護士 二見 英知 

 +66-2-009-5167（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhm-global.com 
 

※オフィスの移転に伴い、2020年 2月 11 日より電話番号が変更になりました。 

弁護士 白井 啓子 

 +66-2-009-5130（バンコク） 

 keiko.shirai@mhm-global.com 

mailto:hidetomo.futami@mhm-global.com
mailto:keiko.shirai@mhm-global.com
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いことを前提にした規定（外資建設会社は、外国建設会社とインドネシア建設会社の

合弁会社であるという定義規定）が定められていました。また、既存の外資建設会社

が建設ライセンス等を更新する際には、上記株主属性に関する要件を充足することを

求めていました。 

旧規則については、既存の外資建設会社の事業継続を困難にするものとして、建設

業関係者から強い批判がなされていました。これを受け、旧規則は、本規則の制定に

より廃止されることになりました。 

 

(2) 本規則制定の効果 

 

本規則の制定で旧規則が廃止されたことにより、インドネシア個人や大規模要件を

満たさないインドネシア建設会社（「インドネシア個人株主等」）が、外資建設会社の

株主となることができるようになったかというと、その点については、必ずしもクリ

アではない点が残ります。 

確かに、旧規則が廃止されたことにより、旧規則よりも前に有効であった公共事業

大臣規則 2016 年 30 号（「旧々規則」）が復活すると解釈する余地もあるように思わ

れます。その場合、旧々規則は、インドネシア個人株主等が外資建設会社の株主にな

ることを許容していたため、旧規則の廃止により、インドネシア個人株主等が、外資

建設会社の株主となることが再度可能となったと考えることになります。 

しかし、本規則では、外資建設会社に対する許認可事務は、公共事業大臣の定める

ガイドラインによるものとされています。そして、本規則を受けて、2019 年 11 月 1

9 日に、公共事業大臣通達 2019 年 22 号が公布・施行されています。同通達において

は、「オムニバス法が制定されるまでの法の不存在を埋めるため」に、同通達が制定

されたものとされています（なお、オムニバス法とは、インドネシア政府が投資誘致

を促進するために、オランダ植民地時代に制定された多くの法律を廃止し、現代にお

いて必要な部分を統合することを企図した法律の総称です。近時は、税や雇用創出に

関するオムニバス法案を中心に報道がされているところですが、許認可事務の簡素化

に関する規定も盛り込まれることが予定されています。）。 

 

仮に、旧規則の廃止により旧々規則が復活するのであれば、「法の不存在」はない

はずなので、上記通達の記載は、旧々規則の規定は復活しないことを前提にしている

ようにも解釈できます。そして、上記通達には、インドネシア個人株主等が外資建設

会社の株主となれるか否かに関する規定までは含まれていません。 

そのため、本規則制定後も、インドネシア個人株主等が、外資建設会社の株主とな

ることができるかは、必ずしも明らかではない状況が続いているように思われます。

今後のライセンス更新実務等今後の動向を引き続き注視する必要があります。 
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（ご参考） 

本レター第 103 号（2019 年 10 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037706/20191023-061141.pdf 

 

 

 

 

 

 

6. フィリピン：REIT 法に関連する規則の改正 

 

2020 年 1 月 20 日、フィリピンの財務省（Department of Finance）、証券取引委員会

（Securities and Exchange Commission）、内国歳入庁（Bureau of Internal Revenue）

及びフィリピン証券取引所（Philippine Stock Exchange）は、不動産投資信託（「REIT」）

に関連する規則等の改正に関するセレモニーを共同で開催し、以下の改正を行いました。

フィリピンでは、2009 年に REIT に関する法律（The Real Estate Investment Trust 

(REIT) Act of 2009）が制定されましたが、今回の改正まで REIT は利用されていません

でした。今般の改正は、REIT 活用の障害となっていた規制を緩和し、税制上の優遇措

置を与えるものとして注目に値します。 

 

(1) REIT 法の施行規則の改正 

 

フィリピン証券取引委員会は、2020年 1月 20日付けで SEC Memorandum Circular 

No.1 Series of 2020 を発し、REIT 法の施行規則について全面的な改正を行いました。

改正後の施行規則は、2020 年 2 月 7 日付けで発効しています。 

改正後の施行規則においては、一般投資家が REIT の株式を保有する最低の比率

（Minimum Public Ownership）が緩和されました。具体的には、改正前は、上場の初

年度においては 40%以上を一般投資家が保有し、上場から 3 年以内にこれを 67%以

上とする必要がありましたが、改正後の施行規則では、一般投資家が保有する比率は

3 分の 1 以上に緩和されています。 

なお、改正後の施行規則では、REIT に不動産を出資するスポンサーやプロモータ

ーは、REIT の株式を売却して得た収益や REIT に不動産を売却して得た収益は、1 年

以内にフィリピン国内における開発又はインフラプロジェクトに再投資しなければ

ならず、スポンサーやプロモーターにその再投資の計画（「再投資計画」）の提出を義

務付けています。このように、スポンサーやプロモーターが REIT に不動産を売却し

て得た収益はフィリピン国外に持ち出すことができない点に注意する必要がありま

す。 

 

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

 

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 

 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037706/20191023-061141.pdf
mailto:tetsu.takeuchi@mhm-global.com
mailto:ryoichi.inoue@mhm-global.com
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(2) REIT に関連する税金の取扱いを定める規則の改正 

 

フィリピンの財務省と内国歳入庁も同様に 2020 年 1 月 29 日付けで Revenue 

Regulation No. 3-2020 を発し、REIT に関連する税金の取扱いを改正しました。当該

改正は即時に発効しています。 

改正後においては、REIT に対する不動産の移転の対価として REIT の株式を取得

する場合には、当該不動産の移転に対して付加価値税（Value-Added Tax）を免除す

ることとされています。改正前においても、REIT に対する不動産の移転の場合には、

印紙税（Documentary Stamp Tax）の 50%が免除されるなどの税務上の優遇措置があ

りましたが、改正後においては、さらなる優遇が与えられることになります。 

 

(3) REIT に関する上場規則の改正 

 

フィリピン証券取引所も、2020 年 2 月 7 日、REIT に関する上場規則を改正してい

ます。当該改正は即時に発効しています。 

今般、REIT 法の施行規則において、スポンサーやプロモーターが REIT の株式を

売却して得た収益等について再投資が義務付けられたことを受け、改正後の上場規則

においては、再投資計画に記載すべき内容等について規定しています。 

 

上記の一連の改正を受け、2020 年 2 月上旬、フィリピンの大手企業である Ayala Land 

Inc.は、フィリピン国内で第 1 号案件となる REIT のファイリングの申請を行っていま

す。今回の改正及び第 1 号案件を契機にフィリピンで REIT が利用される動きが活発化

する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

7. マレーシア：デジタル資産に関するガイドラインの発表 

 

2020 年 1 月 15 日、マレーシア証券委員会（Securities Commission Malaysia：「SC」）

は、デジタル資産に関するガイドライン（「本ガイドライン」）を発表しました。 

本ガイドラインはデジタルトークンの発行による資金調達及びイニシャル・エクスチ

ェンジ・オファリング（トークンを仮想通貨取引所に販売してもらう資金調達方法：

「IEO」）のためのプラットフォーム運営者が満たすべき要件を定めるものです。 

 

 

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

 03-6266-8595（東京） 

 mikio.sonoda@mhm-global.com 
 

 

mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
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(1) デジタルトークンの発行による資金調達 

 

本ガイドラインにおいて、デジタルトークンの発行体は様々な要件を満たさなけれ

ばならないとされていますが、その中でも代表的なものは以下のとおりです。 

 

(a) デジタルトークン発行体はマレーシアにおいて設立された会社でなければならず、

上場会社を含む一定の会社は発行体になることはできません（ただし、上場会社

の非上場の子会社は、デジタルトークンを発行することができます。）。 

(b) デジタルトークン発行体となる会社は最低 50 万リンギット（現在の為替レート

で約 1,320 万 4,600 円）の払込資本金と、最低 2 名の居住取締役を有していなけ

ればなりません。 

 

また、資金調達についても様々な要件を満たすことが求められており、その中でも

代表的なものは以下のとおりです。 

 

(c) デジタルトークン発行体は、デジタルトークンの発行による資金調達を IEO プラ

ットフォームにおいて行う必要があります。IEO プラットフォーム運営者から承

認を得る前にデジタルトークンを発行することはできません。 

(d) 上記(c)の承認を得るための申請書においては、デジタルトークンの発行による資

金調達の対象となっているプロジェクトが、マレーシアにとって革新的なソリュ

ーション等を有していることを示す必要があります。 

(e) デジタルトークン発行体が、連続する 12 か月間にデジタルトークンの発行によ

り調達できる資金の上限は 1 億リンギット（現在の為替レートで約 26 億 4,093

万円）とされています。 

(f) 投資家ごとにデジタルトークンに投資できる金額上限が定められており、適格投

資家にはそのような上限はないものの、エンジェル投資家（マレーシアにおける

納税者で、かつ 300 万リンギット（現在の為替レートで約 7,922 万 7,800 円）超

の資産を保有する者等）は連続する 12 か月で 50 万リンギット（現在の為替レー

トで約 1,320 万 4,600 円）、個人投資家は連続する 12 か月で 2 万リンギット（現

在の為替レートで約 52 万 8,185 円）かつ、1 発行体あたり 2 千リンギット（現在

の為替レートで約 5 万 2,819 円）が上限とされています。 

 

トークン発行による資金調達を行うに際しては、一定の情報を記載した開示文書

（Whitepaper）につき IEOプラットフォーム運営者の承認を受ける必要があります。

加えて、発行後は、トークンへの投資家が発行体の業績を評価できるよう、年次報告

書及び半期報告書を IEO プラットフォーム上で開示する義務を負うことになります。 
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(2) IEO プラットフォーム運営者 

 

本ガイドラインにおいて、IEO プラットフォーム運営者は様々な要件を満たすこと

が求められており、その中でも代表的なものは以下のとおりです。 

 

(a) 運営者は、本ガイドラインに従い SC に登録されている必要があります。 

(b) 運営者は、原則として、マレーシアにおいて設立された会社でなければならず、

最低 500 万リンギット（現在の為替レートで約 1 億 3,204 万 6,000 円）の払込資

本金を有していなければなりません。 

(c) 運営者は、SC の定める別のガイドラインに従い、デジタル資産取引所の運営者

として SC に登録されている者である必要があります。 

 

本ガイドラインの施行までの間はデジタルトークンの発行及び利用は認められない

とされています。本ガイドラインの施行は 2020 年後半になることが予定されており、

それまでの間注視が必要といえます。 

 

 

 

 

 

 

弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 

 aki.tanaka@mhm-global.com 
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今月のコラム－インドでゴルフを嗜む－ 

 

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。今回は皆様にそんなイン

ド駐在中の週末の過ごし方をご案内したいと思います。 

私は、2014 年から 2015 年にかけてインドのムンバイに駐在し

ておりましたが、当時のムンバイには日本食屋が 1 軒しかない、

という事実に代表されますように、まさに日本人駐在員にとって

は完全アウェーな土地でありました。 

そんな我々日本人駐在員の週末のオアシスと言えば、20 代か

ら 30代の方々はフットサル、そして、30代より上の方となると、

そうです、ゴルフです。 

インドでゴルフ？ 

想像がつかないかもしれませんが、ムンバイも街のど真ん中にゴルフ場が設えてあり

ます。ムンバイは一年を通じて 30 度～35 度という蒸し暑さですが、そこは暑さなんて

何のその。娯楽に飢えた我々は皆こぞってゴルフに出かけます。インドでのゴルフは、

カートなんぞはもちろんありません。全て歩き（OB の際はダッシュ）です。その代わ

り、下の画像のように、キャディバッグを担いでくれる若い男性キャディーさんが一人

に一人ついてくれます。「キャディバッグ」の意味を再認識できる次第です。 

コースは、というと、上の画像からもお分かりのとおり存外快

適です。 

しかし。そこは神秘の国インド。 

まず、一部ホールとホールが交差しています。ショートホール

でもないのに交差しているホールのティーショットが終わるま

で延々と待機を余儀なくされます。この「待機ルール」を知らな

い場合稀に戦時下のミサイルよろしくボールが飛び交う光景に

巡り会うこともできます。 

そして、特定のホールに「当たり屋」がいるのも要注意です。ゴルフボールを持って

現れ、自分の車にお前の打ったこのボールが当たった、弁償しろ、という方々です。ボ

ールの行方はしっかり見る。打ったボールからは目を離さない。常に緊張感をもってプ

レーすることが要求されます。 

インドではゴルフ場でのプレーも一筋縄ではいきません。しかし、それゆえゴルフを

通じての絆の深まり度合いは他国を凌ぐこと間違いありません。 

プレー後は毎度上記の「唯一の日本食屋」に直行し、反省会ならぬ大宴会を行うのは

言うまでもありません。日本で食べる日本食とは程遠いムンバイ唯一の日本食屋のご飯

もこの時ばかりは胃にも胸にも優しく広がるのです。 

 

（弁護士 臼井 慶宜） 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

14 
 

NEWS 

➢ バンコクオフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 バンコクオフィスは、この度、2020 年 2 月 11 日に 

下記に移転いたしましたのでご案内申し上げます。 

移転先： 

36th Floor, Sathorn Square Office Tower, 

98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500, Thailand 

TEL：+66-2-009-5000 / FAX：+66-2-009-5080 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX 番号が変更になります。 

業務開始日： 

2020 年 2 月 11 日（火） 

 

➢ ヤンゴンオフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 ヤンゴンオフィスは、この度、2020 年 3 月 7 日より 

下記に移転いたしますのでご案内申し上げます。 

移転先： 

Level 16, #16-01/02, Junction City Tower, 

No. 3A, Bogyoke Aung San Road, 

Pabedan Township, Yangon, Myanmar 

TEL：+95-1-9253650 / FAX：+95-1-9253651 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX 番号が変更になります。 

業務開始日： 

2020 年 3 月 10 日（火） 

 

➢ ブルームバーグの 2019 年日本 M&A リーグテーブルにて 1 位を獲得しました 

ブルームバーグの 2019 年 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は件数順のラ

ンキングで 1 位を獲得いたしました。 

 

➢ リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングにて 1 位を獲得し

ました 

リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングが発表になり、当

事務所は 2019 年の日本企業関連の完了案件の件数順及び金額順のランキングに

おいて 1 位を獲得いたしました。 

 

➢ ディールロジックの 2019 年日本 M&A リーグテーブルにて 1 位を獲得しました 

ディールロジックの 2019 年日本 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は件数

順及び金額順のランキングで 1 位を獲得いたしました。 
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➢ Chambers Diversity & Inclusion Awards: Asia Pacific 2020 のショートリストに掲

載されました 

Chambers & Partners が発行する Chambers Diversity & Inclusion Awards: Asia 

Pacific 2020 において、当事務所が Outstanding Pro Bono Programme – Regional

部門のショートリストに掲載されました。また、当事務所シニアアドバイザーの

石黒 徹 弁護士及びパートナーの竹野 康造 弁護士が Individual lawyer of the 

year のショートリストに掲載されました。 

 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて、当事務所は日本における下記の分野で上位

グループにランキングされ、18 名の弁護士が各分野で Leading lawyers に選ばれ

ました。当事務所のバンコクオフィス及びヤンゴンオフィスにおいても下記の分

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、ランキングされており

ます。 

 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Antitrust and competition law 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 

・Restructuring and insolvency 

・Tax 

 

Tier 2 

・Intellectual property 

・Risk management and investigations 
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MYANMAR 

Tier 2 

・Corporate and M&A 

・Projects 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 1 

・Projects and Energy 

Tier 2 

・Banking and Finance 

・Corporate and M&A 

Tier 3 

・Dispute Resolution 

・Real estate and construction 

 

弁護士 

Leading lawyers – JAPAN 

・Antitrust and competition law: 伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

・Banking and finance: 小林 卓泰、佐藤 正謙 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

・Corporate and M&A: 桑原 聡子、石綿 学 

・Dispute resolution: 関戸 麦 

・Intellectual property: 小野寺 良文、岡田 淳 

・Investment funds: 三浦 健、竹野 康造 

・Labour and employment: 高谷 知佐子 

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

・Projects and energy: 小林 卓泰 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子、佐藤 正謙 

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

・Risk management and investigations: 藤津 康彦 

・Tax: 大石 篤史、酒井 真 

 

Leading lawyers – THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティ

ウォン 

・Projects & energy: ジェッサダー・サワッディポン 
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Next generation lawyers – JAPAN 

・Antitrust and competition: 藤田 知也 

・Banking and finance: 末廣 裕亮 

・Capital markets: 田井中 克之 

・Dispute resolution: ダニエル・アレン 

・Labour and employment: 安倍 嘉一 

・Projects and energy: 末廣 裕亮、村上 祐亮 

・Tax: 栗原 宏幸 

 

Next generation lawyer – MYANMAR 

・Corporate and M&A: 井上 淳 

 

➢ 「スタートアップ・エコシステム 東京コンソーシアム」参画のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、「スタートアップ・エコシステム 東京コンソーシア

ム」の設立趣旨（東京にスタートアップ・エコシステムのグローバル拠点都市と

しての地位を確立させることで、国際競争力の強化、スタートアップの創出や成

長、ひいては東京の経済の持続的な発展を実現し、また、スタートアップ・エコ

システムによるイノベーションを社会に実装し、地域に還元する活動を目的とす

る。）に賛同し、このたび正会員として参画いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

➢ 山田 徹 弁護士が入所しました 

 

➢ 喜多野 恭夫 弁護士が入所しました 

 

➢ 加藤 裕之 弁護士が入所しました 

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


