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  第 65 号（2016 年 11 月号） 

 

 

SPECIAL NEWS 

 『アジア新興国の M&A 法制〔第 2 版〕』を刊行しました。 

この度、弊事務所アジアプラクティスグループにて、

『アジア新興国の M&A 法制〔第 2 版〕』を刊行しま

した。2013 年 9 月に出版した第 1 版に、その後 3 年

間のアジア M&A 案件で得た実地でのノウハウと、各

国法令の 新情報へのアップデートを行った上で、新

たにスリランカ・イスラエル・UAE の章を追加した

ものとなります。是非ご参照いただき、皆様の業務に

ご活用いただければと存じます。また、ご疑問の点等

ございましたら、いつでもご遠慮なくご連絡いただけ

ますと幸いです。 

 

今月のトピック 

1. ベトナム ： 投資法の改正案 

2. インド ： 国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所の設立 

3. ミャンマー ： 新投資法の施行に関する Notification の公表 

～旧外国投資法に基づく申請は 2016年 12月 31日まで受付 

4. インドネシア ： 電子情報取引法改正案の可決 

 

今月のコラム －シンガポールの英語事情－ 

 

 

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 65

号（2016 年 11 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. ベトナム： 投資法の改正案 

 

(1) 総論 

 

現在、ベトナムでは、2015 年 7 月に施行された投資法や企業法等の一部の改正が

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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検討されており、そのための改正法案（「本改正法案」）が 2016 年 9 月に公表されて

います。本レターでは、本改正法案のうち、投資法に関する主な改正案の内容を紹介

します。 

 

(2) M&A 登録手続に関する改正案 

 

現行の投資法上、外国投資家がベトナムに新規の会社を設立する場合、投資登録証

（Investment Registration Certificate：IRC）を取得する必要があります。これに対し、

外国投資家がベトナムの既存の会社を株式譲受等の方法により買収する場合には、投

資登録証（IRC）の取得は求められていないものの、①対象会社が条件付投資分野に

属する事業に従事している場合、又は、②買収の結果、外資比率が 51%以上になる場

合には、計画投資局（DPI）において事前に登録手続を行うことが要求されています

（「M&A 登録手続」）。 

この点について、本改正法案では、上記①及び②のほか、③対象会社の買収前の外

資比率が 51%以上であり、買収の結果、外資比率がさらに増加する場合、④対象会社

が国境線に接する地区内の土地の使用権を保有している場合にも、M&A 登録手続を

要求することが提案されています。 

また、現行の投資法上、M&A 登録手続については、計画投資局（DPI）がすべての

申請書類を受領した日から 15 日以内に結果の通知が行われる旨規定されています。 

この点について、本改正法案では、15 日以内という原則は維持しつつ、いくつか

の例外が設けられています。まず、対象会社の営む事業が条件付投資分野に属するも

のの、どのような条件が必要であるか明確でない場合、計画投資局（DPI）は当該事

業に関する関連省庁に意見照会を行うことができ、その場合、すべての申請書類を受

領した日から 45 日以内に結果の通知が行われることとされています。また、上記④

に該当する国境線に接する地区内の土地の使用権を保有している既存の会社を買収

する場合、計画投資局（DPI）は関連省庁に意見照会を行うことができ、その場合、

すべての申請書類を受領した日から 60 日以内に結果の通知が行われることとされて

います。さらに、対象会社の営む事業が卸売業又は小売業である場合、計画投資局

（DPI）は商工省に意見照会を行うことができ、その場合、すべての申請書類を受領

した日から 45 日以内に結果の通知が行われることとされています。 

 

(3) 条件付投資分野に属する事業分野の範囲の縮小 

 

現行の投資法上、条件付投資分野とは、国防、国家の治安、社会の秩序、安全、社

会道徳、市民の健康を理由として、当該分野について経営投資活動を実施するには一

定の条件を満たさなければならない分野をいい、それに該当する具体的な事業分野と

して、同法別表 4 に 267 の事業分野が列挙されています。 

この点について、本改正法案では、条件付投資分野の範囲の縮小が検討されており、
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例えば、職業訓練サービス業、自動車の保証・整備サービス業、不動産仲介・不動産

鑑定・建設プロジェクト運営における訓練サービス業、動物飼育のための肥料輸入業、

投資プロジェクト評価コンサルタント業、美容外科手術サービス業、臨床試薬サービ

ス業、土地調査・評価コンサルタントサービス業、排水サービス事業等合計で 60 以

上の事業分野の削除が検討されています。 

 

以上のとおり、本改正法案のうち、投資法の主な改正案の内容について取り上げまし

たが、これらは依然として検討中の段階であり、今後改正案の内容が変更される可能性

もあるため、今後の動向に留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

2. インド： 国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所の設立 

 

インド企業省（Ministry of Corporate Affairs）は、2016 年 6 月 1 日、通達（F. No. 

A-45011/14/2016-Ad.IV）により、国家会社法審判所（National Company Law Tribunal）

及び国家会社法高等審判所（National Company Law Appellate Tribunal）の設立を発表

しました。 

2013 年会社法（Companies Act, 2013）の施行以前は、会社法に関する紛争解決は、

申立内容に応じて様々な法廷によって審理される複雑な制度となっており、また審理に

も時間を要していました。この点を解消すべく、2013 年会社法は、会社法に関する紛

争解決を統一的に行う機関として国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所を導入

しました。2013 年会社法施行後、国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所はその

憲法適合性が裁判所で争われる等、永らく組成自体が不透明な状況でしたが、2015 年 6

月に 高裁がその存在自体の憲法適合性を確認する判決を下し、今回の設立に至ったも

のです。なお、2016 年 6 月 1 日の通達により、国家会社法審判所は、インド国内の 10

地域に計 11 か所設立されました。また、国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所

が設立されたことにより、従来の会社法委員会（Company Law Board）は廃止されま

した。 

 

今回の通達により、国家会社法審判所は、従来会社法委員会が管轄していた事項の審

理を管轄することとなりました。国家会社法審判所が審理を管轄する主な事項は以下の

とおりです。 

・株主からの申立てに基づく定時株主総会の招集 

弁弁護護士士  塙塙  晋晋  
  ++6655--66559933--99775555（（シシンンガガポポーールル））  

  ssuussuummuu..hhaannaawwaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
  

  

弁弁護護士士  山山口口  健健次次郎郎  
（（ホホーーチチミミンン LLNNTT  &&  PPaarrttnneerrss 法法律律事事務務所所出出向向中中））  
  0033--66226666--88779922  

  kkeennjjiirroo..yyaammaagguucchhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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・株主からの申立てに基づく株主総会議事録の閲覧請求に関する開示命令 

・取締役の解任命令 

・株主からの申立てに基づく経営陣による不当な事業遂行についての救済命令 

・株主からの申立てに基づく会社に関する事項の調査命令 

・株主からの申立てに基づく登記事項の照会に関する開示命令 

 

もっとも、今回の通達は、地方裁判所や高等裁判所が管轄を有する以下の事項及び、

産業金融再生委員会（Board for Industrial and Financial Reconstruction）が管轄を有す

る事項の審理について国家会社法審判所が管轄を有するとする内容を含んでいません。

これらの事項の審理が国家会社法審判所の管轄とされるには、インド企業省からの別途

の通達を待つ必要があります。 

・仲裁 

・和解 

・合併等の組織再編 

・企業の再生・清算 

 

今回の通達で国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所が設立されたことにより、

会社法に関する紛争解決が基本的に一元化されて統一的に行われることとなり、その円

滑化・迅速化が期待されます。 

今後の国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所の運営を引き続き注視していく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー：新投資法の施行に関する Notification の公表～旧外国

投資法に基づく申請は 2016 年 12 月 31 日まで受付 

 

ミャンマー投資委員会（Myanmar Investment Commission）（「MIC」）は、2016 年 11

月 16 日付 Notification 第 123/2016 号（「本 Notification」）を公表し、旧外国投資法に基

づく申請を2016年12月31日まで受け付け、2017年1月1日からは新投資法（Myanmar 

Investment Law）に基づく申請を受け付けると発表しました。 

 

本 Notification には明確に記載されていませんが、2016 年 12 月 31 日までに MIC に

申請を行えば、5 年間の免税期間を含む旧外国投資法の恩典を享受できます。新投資法

では税務恩典は MIC が定める特定のセクターについてのみ認められるなど、基本的に

弁弁護護士士  小小山山  洋洋平平  
  0033--55222200--11882244  

  yyoohheeii..kkooyyaammaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  臼臼井井  慶慶宜宜  
  0066--66337777--99440055  

  yyoosshhiinnoorrii..uussuuii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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は税務恩典は縮小します。そのため、現段階で事業を検討している投資家はできる限り

12 月 31 日までに MIC 申請を行うことが望ましいと考えられます。 

 

一方で、2017 年 1 月 1 日からは新投資法に基づく申請の受付が開始されます。新投

資法を運用するために必要な細則は多岐にわたりますが、2017 年 1 月 1 日までにこれ

らすべての細則を制定することは困難であると予想されます。これまでも本レターでお

伝えしているとおり、すべての細則が揃う時期は 2017 年 4 月 1 日（新年度）の近くに

なりそうです。これらを総合すると、新投資法の施行スケジュールは以下のようになる

と考えられます。 

 

期間 申請が依拠するルール 税務恩典 

① 2016 年 12 月 31 日まで 旧外国投資法に基づく申請 旧法に基づく税務恩典 

② 2017 年 1 月 1 日～新投

資法の細則制定まで 

新投資法に基づく申請 

新法の細則は存在しないため、

旧法をある程度参考にしつつ

運用が行われるものと予想さ

れる 

新法に基づく税務恩典 

③ 新投資法の細則制定

（2017 年 4 月 1 日まで

には制定される） 

新投資法に基づく申請 

新法の細則に依拠する 

新法に基づく税務恩典 

 

上記のとおり、現段階での予想ではありますが、上記②の期間については、明文規定

がない中での実務対応が求められるため、混乱が生じることが危惧されるところです。

今後の投資申請にあたってはこうした点も考慮する必要がありそうです。 

 

（ご参考） 

本レター第 63 号（2016 年 10 月号外） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00023605/20161012-054256.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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4. インドネシア： 電子情報取引法改正案の可決 

 

2016 年 10 月 27 日、インドネシアの国民議会は、電子情報取引法（2008 年法律第

11 号）の改正案を可決しました。同法は、インターネット上におけるサイバー犯罪の取

締り、電子情報の安全性の確保及び電子取引の合法性の担保を目的に 2008 年に成立し

ました。 

今般の改正案は、同法施行以来議論されていたいくつかの論点を明確にするためのも

のです。この改正案は、大統領による署名がなされた時点、又は、国民議会が可決した

日から 30 日以内に大統領が署名をしない場合には、同 30 日が経過した日に施行される

予定です。 

改正案の概要は以下のとおりです。 

 

(1) 電子システム提供者の定義 

 

電子システム提供者には、取引履歴の保存や取り扱っている個人情報の秘密保持等

の各種の義務が課されます。現行法下においては、「電子システム提供者」の定義が

存在しませんでしたが、改正案においてはこの定義が新たに規定されることになり、

これによれば、「電子システム提供者」とは、自己が使用し又は第三者の利用に供す

るために、単独又は共同で、電子システムを提供、管理又は運用する個人又は法人を

いいます。この定義に照らせば、インドネシア国内に拠点やサーバーを有していない

事業者であっても、電子システム提供者に該当する可能性があります。 

 

(2) 証拠としての利用等 

 

近年は、電子情報及び電子文書（「電子情報等」）が、民事・刑事裁判において証拠

として提出されるケースが増加しています。改正案では、電子情報等が、民事・刑事

裁判において、関連性のある限り証拠として用いることができる旨が明記されました。 

また、改正案は、通信傍受等によって電子情報等を取得するためには、警察・検察

その他の権限ある機関の依頼に基づく必要があることを明確にするとともに、通信傍

受の手続は、法律によって定められなければならないという点を明確にしています。 

 

(3) 忘れられる権利 

 

改正案は、一般市民の個人情報を守るべく、電子媒体を通じた個人情報の利用につ

いては、当該情報の保有者の同意を要するものとしています。 

また、改正案は、個人情報の保有者が、電子システム提供者に対し、裁判所の決定

に基づき、一定の無関係な個人情報を削除するよう求めることができる旨規定してい

ます。これは、2016 年に成立した EU の一般データ保護規則において初めて導入さ
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れた「忘れられる権利」と同種の権利といえます。もっとも、個人情報の保有者が削

除を求めることができる「個人情報」の範囲について改正案は明確に規定していない

ため、同規定が濫用されるおそれについて懸念を表明するメディアもあるところです。

忘れられる権利についての詳細は、今後、政令において規定される予定です。 

 

(4) 政府の役割 

 

改正案は、違法な電子情報等に関する政府の役割についても新たに規定しています。

すなわち、改正案は、電子情報等が法律によって禁止される表現を含む場合に、その

ような電子情報等が流布し、利用されるのを防止するべく、政府は、当該電子情報等

へのアクセスを直接に遮断することができ、また、電子システム提供者に当該電子情

報等へのアクセスの遮断を命じることができるものとしています。 

 

(5) 刑罰 

 

改正案では、禁止される行為を行った者に対する刑罰も新たに定めています。 

まず、故意に賭博・猥褻に関する情報又は恐喝若しくは脅迫を含む電子情報等を頒

布・送信し、又はアクセスを提供した者は、 大で 6 年の懲役及び 10 億ルピア（現

在の為替レートで約 810 万円）の罰金が科されます。中傷又は名誉毀損を含む電子情

報等を頒布・送信し、又はアクセスを提供した者の場合には、 大で 4 年の懲役及び

7 億 5,000 万ルピア（現在の為替レートで約 610 万円）の罰金（親告罪）となります。 

また、利用者への損害をもたらす、又は特定の倫理、宗教若しくは人種に対する憎

悪若しくは敵意を唱える誤導的な情報を故意に頒布した者には、 大で 6 年の懲役及

び 10 億ルピアの罰金が科されます。物質的又は心理的な脅迫、物的損失又はいじめ

に関する表現を送信した者の場合には、 大で 4 年の懲役及び 7 億 5,000 万ルピアの

罰金が科されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁弁護護士士  塙塙  晋晋  
  ++6655--66559933--99775555（（シシンンガガポポーールル））  

  ssuussuummuu..hhaannaawwaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

  

弁弁護護士士  細細川川  怜怜嗣嗣  
（（ジジャャカカルルタタ AAkksseett 法法律律事事務務所所出出向向中中））  
  0033--66226666--88779933  

  rreeiijjii..hhoossookkaawwaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
 

弁弁護護士士  竹竹内内  哲哲  
（（ジジャャカカルルタタ AAkksseett 法法律律事事務務所所出出向向中中））  
  0033--66226666--88557733  

  tteettssuu..ttaakkeeuucchhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

  

弁弁護護士士  立立川川  聡聡  
  0033--66226666--88998800  

 ssaattoosshhii..ttaattssuuggaawwaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
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今月のコラム－シンガポールの英語事情－ 
 

今回は、中国語やマレー語と混じり合うことで生まれたシンガポール独特の英語の発

音や英語表現について少しご紹介したいと思います。 

シンガポールでは英語のほか、中国語（北京語）、マレー語、タミル語が公用語であ

り、多くのシンガポーリアンは英語を含めた複数の言語を華麗に操ります。 

しかし他方で、彼らの英語はときに「シングリッシュ」と呼ばれるほど独特である場

合があります（日本語訛りの激しい日本人としてはあまり他人のことは言えませんが）。

この点、筆者が業務でやりとりをするシンガポール人弁護士等の英語は実に綺麗なもの

ですが、街中では、例えばタクシードライバーやフードコートの店員が何を言っている

のか分からないこともしばしばあります。 

ということで、以下、筆者がシンガポールの街中で体感したいわゆる「シングリッシ

ュ」の特徴をいくつかご紹介したいと思います（なお、以下は個人の感想です）。 

 

 語尾にやたらと付く「ラ（lah）」 

語尾によく「ラ（lah）」が付きます（日本語の「～だよ」、「～さ」の意味だそうです）。

なお、「マ（mah）？」や「メ（meh）？」が付くと、疑問文になるそうです。 

 

 長母音、二重母音は短母音に 

例えば、「Fort Road」（地名）は、「フォートゥロウド（fo:rt roud）」ではなく、「フォ（ト

ゥ）ロッ」となります。筆者はタクシーで目的地を「fo:rt roud」と発音するたびにドラ

イバーに聞き返されていましたが、 近「フォ（トゥ）ロッ」と言うようになってから

聞き返されなくなりました。 

 

 後の子音は聞こえない 

例えば「No Need」は「ノニッ」と聞こえます。「d」は全く聞こえません。先ほどの「フ

ォ（トゥ）ロッ」も同様です。 

 

 偶数音節にアクセント？ 

おそらく中国語の発音の影響と思われますが、例えば「Information」という単語の場合、

「インフォメイション」の「フォ」と「ション」（第 2、第 4 音節）にアクセントがあ

るようです。また、音としても第 1、3 音節が低く、第 2、4 音節が高く発音されるよう

です（「イン」（↓）「フォ」（↑）「メイ」（↓）「ション」（↑））。 

 

いかがでしょうか。 初はストレスになることもありますが、慣れるとだんだん楽し

くなってくるので不思議なものですね。 

   （弁護士 辰野 嘉則） 
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