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第 105 号（2019 年 12 月号） 

今月のトピック 

1. インドネシア ： 電子システム・取引の実施に関する政府規則 2019 年 71 号

2. ミャンマー① ： 商標法に基づく登録受付け開始

3. ミャンマー② ： 実質的所有者の開示に関する投資企業管理局の指令

4. ミャンマー③ ： 印紙税法の改正による過怠税額の引下げ

5. タイ ： タイ取引競争法におけるフランチャイズ事業に関する不公

正取引の行為類型についての最終ガイドラインの発行 

6. フィリピン ： 市場支配的地位の濫用に関する最初の事例 

7. シンガポール ： インコタームズ 2020 の発効

8. マレーシア ： 1967 年労使関係法の改正案 

今月のコラム －ミャンマーの第 8 回ジャパンエクスポ－ 

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 105

号（2019 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： 電子システム・取引の実施に関する政府規則 2019

年 71 号

2019 年 10 月 10 日、電子システム・取引の実施に関する政府規則 2019 年 71 号（「本

規則」）が公布・施行されました。本規則は、電子情報取引法（法律 2008 年 11 号及び

その後の改正を含む）の施行規則として位置づけられます。本規則は、従来、同事項を

定めていた電子システム・取引の実施に関する政府規則 2012 年 82 号（「旧規則」）を

廃止するものであり、旧規則と比較して、データローカライゼーション等に関する重要

な改正点も含まれるので、以下解説します。 

(1) データローカライゼ―ション

旧規則においては、電子システム運営者とは、電子システム（電子情報を準備、収

集、処理、分析、保存、表示、公開、移転及び流布する機能を有する一連の機器及び

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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電子的プロセス）を、電子システム利用者に対して、単独で又は共同して、提供、管

理、運営する個人、政府機関、法人又はコミュニティと定義されており、電子システ

ム運営者のうち、「公的サービス」を提供するものについては、データローカライゼ

ーション義務（電子システム及びデータの管理、処理、保存をインドネシア国内で行

う義務）が課されていました。公的サービスの範囲については、国民及び住民の財産、

サービス、行政サービスに対する需要を満たすための活動と定義されており、民間事

業者についても公的サービスに従事している場合には、データローカライゼ―ション

義務が課され得る形になっていました。 

本規則においては、「公的サービス」という概念は廃止されています。その代わり

に、電子システム運営者（法令上の定義自体は旧規則から変更はありません。）につ

いて、公的電子システム運営者及び私的電子システム運営者という区別が設けられ、

各電子システム運営者のデータローカライゼ―ション義務については以下のとおり

整理されています。 

定義 データローカライゼ―ション義務 

公的電子

システム

運営者 

①政府機関

②政府機関により指定され

た機関（例：汚職撲滅委員

会等） 

ただし、金融セクターを管

轄する政府機関は含まれな

い 

あり 

私的電子

システム

運営者 

①所轄官庁の監督を受ける

電子システム運営者 

②オンラインポータル等を

有しインターネットを通じ

た商取引等を行うことを可

能とする電子システム運営

者 

（上記①及び②は広範な定

義であり、政府機関以外の

電子システム運営者を広く

含むと解されています。） 

なし（インドネシア国外でのデー

タ処理・保存も可能）

ただし、インドネシア政府機関に

よる効果的な「監督」を受け入れ

る必要（監督・法律執行目的での

電子システム及びデータへのアク

セスを受け入れる必要）がある

(2) 電子システム運営者としての登録

旧規則においては、公的サービスを提供する電子システム運営者についてのみ電子

システム運営者としての情報通信省への登録が必要とされ、それ以外の電子システム
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運営者については任意とされていました。 

本規則においては、公的電子システム運営者及び私的電子システム運営者のいずれ

についても、電子システム運営者としての登録が必要とされています。なお、国外事

業者についても、定義の広範性故に形式上は私的電子システム運営者に該当する可能

性がありますが、本規則では明確には規定されていません。 

また、電子システム運営者としての登録手続については別途情報通信省が細則を定

めるものとされておりますが、現時点においては、同細則は制定されていない状況で

す。 

本規則では、私的電子システム運営者に該当する民間事業者について、データローカ

ライゼ―ション義務が課されないことが旧規則よりも明確化された一方で、私的電子シ

ステム運営者はインドネシア政府機関による効果的な「監督」を受け入れる必要がある

とされており、今後の運用については、現時点では不明瞭な点が残ります。今後の実務

運用を注視する必要があります。 

2. ミャンマー①： 商標法に基づく登録受付け開始

ミャンマー商標法に基づく商標の登録受付けが 2020 年 1 月にも開始される見込みで

す。ミャンマーの商標法は 2019 年 1 月 30 日に成立し、施行が待たれています。正式

な施行開始は 2020 年半ばになる見込みですが、①既にミャンマーで使用されている商

標及び②登録法に基づき、既に登録がなされている商標については、施行に先立ち、2020

年 1 月より、登録受付けが開始される予定となっています。これに向けて、新しく設置

される知財庁（Intellectual Property Office）の母体となる教育省（Ministry of Education）

にて、オンライン登録受付けのトレーニングが行われています。こうした先行受付けの

対象となる商標については、早めの対応が必要となります。弊所の商標登録業務に関す

る詳細については、こちら をご覧ください。 

3. ミャンマー②： 実質的所有者の開示に関する投資企業管理局の指令

ミャンマーの投資企業管理局（ The Directorate of Investment and Company

Administration：「DICA」）は、2019 年 11 月 15 日付けの指令（Directive No.17/2019：

「本指令」）を発表しました。本指令は、2020 年 1 月 1 日に発効します。本指令は、法

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。
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クライアントの皆様


ミャンマー商標法に基づく登録申請開始のお知らせ


2019 年 12 月 


 施行開始が待たれてきたミャンマーの商標法に基づく商標の登録申請が�2020 年�1 月にも


開始する見込みです。2020 年�1 月に始まる登録申請はミャンマーで既に使用又は旧制度の


下で登録されている商標（「先行受付対象商標」）のみとなるため、まずは先行受付対象商


標をお持ちの皆様にご案内をさせて頂きます（先行受付対象商標以外の登録申請について


は下記をご覧ください）。是非、弊所のミャンマー商標チームでお手伝いをさせていただ


ければ幸いです。 


1. ミャンマー商標法の現状・概要


ミャンマー商標法に基づく商標登録申請は、先行受付対象商標については、施行の 6 か


月前から特別に受け付けることが予定されています（「ソフトオープン」）。このソフトオー


プンは一番早いと、2020 年�1 月に開始される見込みです。先行受付対象商標については、


施行後�12 か月以内1に申請を行う場合、優先的地位が認められ、申請の前後ではなく実際に


ミャンマーで使用を開始した時点を起点として登録の可否が判断されます。この優先的取


扱いを受けるためには、施行後�12 か月以内の申請が必要であることから、早めの対応が必


要です。 


なお、先行受付対象商標以外の商標については、施行が開始された後（2020 年�7 月頃を


予定）に申請受付が始まる予定です。新たにミャンマーで使用を開始する先行受付対象以


外の商標については、先願主義の原則が徹底されておりますので、こちらも早めの申請準


備をお勧めいたします。 


2. 申請手続


商標の登録申請は、新しい電子システムによって行われる予定です。従来の制度とは全


く異なる制度・システムとなるため、従来ミャンマーで商標を担当してきたコンタクト先


では対応が必ずしも出来ない可能性がございます。弊所ミャンマー商標チームはこの点の


体制も万全に備えて対応する予定です。 


1 現在の規則のドラフトに基づく 







3. MHM のミャンマー商標チームの強み


弊所のミャンマー商標チームは以下の強みを備えております。 


 東京オフィスの田中弁理士を中心とした商標専門のチームと、ヤンゴンオフィスのミ


ャンマー人弁護士を含むミャンマー法の専門化のチームがシームレスに対応します


 日本語及び英語の両方の言語に対応可能です（もちろんミャンマー現地でのサポート


に際してミャンマー語が必要な場合はそれも可能です）


 弊所所属の弁護士は、ミャンマー知財法の起草につき、JICA を通じたプロジェクトに


参画してミャンマー政府を支援してきており、ミャンマー政府側で商標の実務に関与


する人たちとも密なコミュニケーションが可能です


4. 商標登録申請にかかる費用


 費用の詳細については、個別にお問い合わせいただけますようお願いいたします。��


是非お気軽にお問合せいただけますようお願い申し上げます。 


お問い合わせ先 


弁護士 武川 丈士 Takeshi Mukawa 


+95-1-255135（ヤンゴン）


+81-3-5223-7763（東京）


takeshi.mukawa@mhm-global.com 


弁護士 眞鍋 佳奈 Kana Manabe 


+95-1-255137（ヤンゴン）


+81-3-5220-1829（東京）


kana.manabe@mhm-global.com 


弁理士 田中 尚文 Naofumi Tanaka 


+81-3-5220-1851（東京）


naofumi.tanaka@mhm-global.com 


東京オフィスの弁理士を中心とした


商標専門のチーム 


ヤンゴンオフィスのミャンマー人弁


護士を含むミャンマー在住のミャン


マー法の専門家のチーム


＋
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く異なる制度・システムとなるため、従来ミャンマーで商標を担当してきたコンタクト先


では対応が必ずしも出来ない可能性がございます。弊所ミャンマー商標チームはこの点の


体制も万全に備えて対応する予定です。 


1 現在の規則のドラフトに基づく 







3. MHM のミャンマー商標チームの強み


弊所のミャンマー商標チームは以下の強みを備えております。 


 東京オフィスの田中弁理士を中心とした商標専門のチームと、ヤンゴンオフィスのミ


ャンマー人弁護士を含むミャンマー法の専門化のチームがシームレスに対応します


 日本語及び英語の両方の言語に対応可能です（もちろんミャンマー現地でのサポート


に際してミャンマー語が必要な場合はそれも可能です）


 弊所所属の弁護士は、ミャンマー知財法の起草につき、JICA を通じたプロジェクトに


参画してミャンマー政府を支援してきており、ミャンマー政府側で商標の実務に関与


する人たちとも密なコミュニケーションが可能です


4. 商標登録申請にかかる費用


 費用の詳細については、個別にお問い合わせいただけますようお願いいたします。��


是非お気軽にお問合せいただけますようお願い申し上げます。 


お問い合わせ先 


弁護士 武川 丈士 Takeshi Mukawa 


+95-1-255135（ヤンゴン）


+81-3-5223-7763（東京）


takeshi.mukawa@mhm-global.com 


弁護士 眞鍋 佳奈 Kana Manabe 


+95-1-255137（ヤンゴン）


+81-3-5220-1829（東京）


kana.manabe@mhm-global.com 


弁理士 田中 尚文 Naofumi Tanaka 


+81-3-5220-1851（東京）


naofumi.tanaka@mhm-global.com 


東京オフィスの弁理士を中心とした


商標専門のチーム 


ヤンゴンオフィスのミャンマー人弁


護士を含むミャンマー在住のミャン


マー法の専門家のチーム
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クライアントの皆様


ミャンマー商標法に基づく登録申請開始のお知らせ


2019 年 12 月 


 施行開始が待たれてきたミャンマーの商標法に基づく商標の登録申請が�2020 年�1 月にも


開始する見込みです。2020 年�1 月に始まる登録申請はミャンマーで既に使用又は旧制度の


下で登録されている商標（「先行受付対象商標」）のみとなるため、まずは先行受付対象商


標をお持ちの皆様にご案内をさせて頂きます（先行受付対象商標以外の登録申請について


は下記をご覧ください）。是非、弊所のミャンマー商標チームでお手伝いをさせていただ


ければ幸いです。 


1. ミャンマー商標法の現状・概要


ミャンマー商標法に基づく商標登録申請は、先行受付対象商標については、施行の 6 か


月前から特別に受け付けることが予定されています（「ソフトオープン」）。このソフトオー


プンは一番早いと、2020 年�1 月に開始される見込みです。先行受付対象商標については、


施行後�12 か月以内1に申請を行う場合、優先的地位が認められ、申請の前後ではなく実際に


ミャンマーで使用を開始した時点を起点として登録の可否が判断されます。この優先的取


扱いを受けるためには、施行後�12 か月以内の申請が必要であることから、早めの対応が必


要です。 


なお、先行受付対象商標以外の商標については、施行が開始された後（2020 年�7 月頃を


予定）に申請受付が始まる予定です。新たにミャンマーで使用を開始する先行受付対象以


外の商標については、先願主義の原則が徹底されておりますので、こちらも早めの申請準


備をお勧めいたします。 


2. 申請手続


商標の登録申請は、新しい電子システムによって行われる予定です。従来の制度とは全


く異なる制度・システムとなるため、従来ミャンマーで商標を担当してきたコンタクト先


では対応が必ずしも出来ない可能性がございます。弊所ミャンマー商標チームはこの点の


体制も万全に備えて対応する予定です。 


1 現在の規則のドラフトに基づく 







3. MHM のミャンマー商標チームの強み


弊所のミャンマー商標チームは以下の強みを備えております。 


 東京オフィスの田中弁理士を中心とした商標専門のチームと、ヤンゴンオフィスのミ


ャンマー人弁護士を含むミャンマー法の専門化のチームがシームレスに対応します


 日本語及び英語の両方の言語に対応可能です（もちろんミャンマー現地でのサポート


に際してミャンマー語が必要な場合はそれも可能です）


 弊所所属の弁護士は、ミャンマー知財法の起草につき、JICA を通じたプロジェクトに


参画してミャンマー政府を支援してきており、ミャンマー政府側で商標の実務に関与


する人たちとも密なコミュニケーションが可能です


4. 商標登録申請にかかる費用


 費用の詳細については、個別にお問い合わせいただけますようお願いいたします。��


是非お気軽にお問合せいただけますようお願い申し上げます。 


お問い合わせ先 


弁護士 武川 丈士 Takeshi Mukawa 


+95-1-255135（ヤンゴン）


+81-3-5223-7763（東京）


takeshi.mukawa@mhm-global.com 


弁護士 眞鍋 佳奈 Kana Manabe 


+95-1-255137（ヤンゴン）


+81-3-5220-1829（東京）


kana.manabe@mhm-global.com 


弁理士 田中 尚文 Naofumi Tanaka 


+81-3-5220-1851（東京）


naofumi.tanaka@mhm-global.com 


東京オフィスの弁理士を中心とした


商標専門のチーム 


ヤンゴンオフィスのミャンマー人弁


護士を含むミャンマー在住のミャン


マー法の専門家のチーム
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クライアントの皆様


ミャンマー商標法に基づく登録申請開始のお知らせ


2019 年 12 月 


 施行開始が待たれてきたミャンマーの商標法に基づく商標の登録申請が�2020 年�1 月にも


開始する見込みです。2020 年�1 月に始まる登録申請はミャンマーで既に使用又は旧制度の


下で登録されている商標（「先行受付対象商標」）のみとなるため、まずは先行受付対象商


標をお持ちの皆様にご案内をさせて頂きます（先行受付対象商標以外の登録申請について


は下記をご覧ください）。是非、弊所のミャンマー商標チームでお手伝いをさせていただ


ければ幸いです。 


1. ミャンマー商標法の現状・概要


ミャンマー商標法に基づく商標登録申請は、先行受付対象商標については、施行の 6 か


月前から特別に受け付けることが予定されています（「ソフトオープン」）。このソフトオー


プンは一番早いと、2020 年�1 月に開始される見込みです。先行受付対象商標については、


施行後�12 か月以内1に申請を行う場合、優先的地位が認められ、申請の前後ではなく実際に


ミャンマーで使用を開始した時点を起点として登録の可否が判断されます。この優先的取


扱いを受けるためには、施行後�12 か月以内の申請が必要であることから、早めの対応が必


要です。 


なお、先行受付対象商標以外の商標については、施行が開始された後（2020 年�7 月頃を


予定）に申請受付が始まる予定です。新たにミャンマーで使用を開始する先行受付対象以


外の商標については、先願主義の原則が徹底されておりますので、こちらも早めの申請準


備をお勧めいたします。 


2. 申請手続


商標の登録申請は、新しい電子システムによって行われる予定です。従来の制度とは全


く異なる制度・システムとなるため、従来ミャンマーで商標を担当してきたコンタクト先


では対応が必ずしも出来ない可能性がございます。弊所ミャンマー商標チームはこの点の


体制も万全に備えて対応する予定です。 


1 現在の規則のドラフトに基づく 







3. MHM のミャンマー商標チームの強み


弊所のミャンマー商標チームは以下の強みを備えております。 


 東京オフィスの田中弁理士を中心とした商標専門のチームと、ヤンゴンオフィスのミ


ャンマー人弁護士を含むミャンマー法の専門化のチームがシームレスに対応します


 日本語及び英語の両方の言語に対応可能です（もちろんミャンマー現地でのサポート


に際してミャンマー語が必要な場合はそれも可能です）


 弊所所属の弁護士は、ミャンマー知財法の起草につき、JICA を通じたプロジェクトに


参画してミャンマー政府を支援してきており、ミャンマー政府側で商標の実務に関与


する人たちとも密なコミュニケーションが可能です


4. 商標登録申請にかかる費用


 費用の詳細については、個別にお問い合わせいただけますようお願いいたします。��


是非お気軽にお問合せいただけますようお願い申し上げます。 


お問い合わせ先 


弁護士 武川 丈士 Takeshi Mukawa 


+95-1-255135（ヤンゴン）


+81-3-5223-7763（東京）


takeshi.mukawa@mhm-global.com 


弁護士 眞鍋 佳奈 Kana Manabe 


+95-1-255137（ヤンゴン）


+81-3-5220-1829（東京）


kana.manabe@mhm-global.com 


弁理士 田中 尚文 Naofumi Tanaka 


+81-3-5220-1851（東京）


naofumi.tanaka@mhm-global.com 


東京オフィスの弁理士を中心とした


商標専門のチーム 


ヤンゴンオフィスのミャンマー人弁


護士を含むミャンマー在住のミャン


マー法の専門家のチーム
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人又は事業体の実質的所有者（beneficial ownership）についての透明性及び説明可能性

を高めることによって、税源侵食、マネー・ロンダリング及びテロリストへの資金源と

なることの抑止を目的とするものであり、以下の注目すべき内容を含んでいます。 

まず、本指令は、全ての法人及び事業体に対し、自身の実質的所有者に関する情報を

最新の状態に保ち、DICA 及び内国歳入局（Internal Revenue Department）に対し、適

時に提出することを義務付けています。このうち、DICA への提出については、そのウ

ェブサイトに掲載される様式を用いてオンラインで提出することとされています。もっ

とも、この様式については、12 月 18 日現在において DICA のウェブサイト上で公表さ

れていません。 

また、本指令は、全ての法人又は事業体に対し、会社設立や運営等に関するエージェ

ント等の指定非金融業者及び弁護士、会計士等の職業専門家（Designated Non-Financial 

Business and Professions）へ情報提供をするなどして、当局が実質的受益者を決定で

きるようにするために最大限の協力をすることを義務付けています（6 条）。そして、本

指令に従い正確かつ最新の情報を提供することを怠った法人及び事業体には、反マネ

ー・ロンダリング法（The Anti-Money Laundering Law, 2014）規定に基づき罰則が科さ

れるとされています。 

実務上の対応としては、まずは、実質的所有者に関する報告の様式が DICA から公表

された場合には速やかにこれに対応する必要があります。 

また、本指令の位置付けや今後の実務への影響という観点からは、本指令は、上記の

とおり反マネー・ロンダリング法の規定に沿ったものとして発表された点に着目するべ

きです。ミャンマーの大統領府も、2019 年 11 月 14 日付けで Anti-Money Laundering 

Order（Order No.45/2019）を発表するなど、本指令の制定はマネー・ロンダリングの

防止を目的とする一連の法整備の一環とみることができます。もっとも、本指令に基づ

き提供された実質的所有者に関する情報が、マネー・ロンダリングの防止等の本来の目

的を離れて、事実上、外資規制のための運用上の基準に適合するか否かを判断する資料

として用いられる可能性があるのではないかといった懸念もあるところであり、他の規

制にどのような影響を与えることになるかについては今後も当局の運用を注視してい

く必要があります。 

 

4. ミャンマー③： 印紙税法の改正による過怠税額の引下げ 

 

2019 年 11 月 26 日、印紙税法（The Myanmar Stamp Act, 1899）を改正する法律

（Pyidaungsu Hluttaw Law No.32/2019）が公布され同日施行されました。これによっ

て、納付すべき税額又は納付が不足する税額の 10 倍とされていた印紙税の過怠税額が、

3 倍に引き下げられました。 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 

© 2019 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

 

過怠税の賦課決定日 過怠税額 

2019 年 11 月 25 日まで 納付すべき税額又は納付不足額の 10 倍 

2019 年 11 月 26 日から 納付すべき税額又は納付不足額の 3 倍 

 

ミャンマーは、これまで印紙税法上の過怠税額が大きい国でしたが、今回の改正によ

って、他の東南アジア諸国に比しても過怠税額の小さい国の一つになったといえます。

とはいえ、過怠税額の軽減が税務執行の活発化に繋がる可能性もある上、印紙税の納付

義務の不履行は当該課税文書を裁判で証拠にできないという法的効果を生じますので、

今後も課税文書の納付期限までに納付手続を履行することが推奨されます。 

 

5. タイ： タイ取引競争法におけるフランチャイズ事業に関する不公正

取引の行為類型についての最終ガイドラインの発行 

 

本レター第 102 号（2019 年 9 月号）では、タイ取引競争法上の不公正取引規制に関

して、フランチャイズ事業に関する不公正取引規制についてのガイドライン案を取り上

げました。当該ガイドライン案が若干修正される形で 2019 年 12 月 6 日に正式に通達

として発行されました（「本ガイドライン」）ので、本ガイドラインについての概要を説

明します。なお、施行は発行から 60 日後とされています。 

 

(1) フランチャイザーの義務 

 

本ガイドラインは、フランチャイズ事業の自由かつ公正な実施のため、フランチャ

イズ事業の権利を付与できるフランチャイザーに対し、①フランチャイズ契約締結前

に加盟店に対して一定の情報開示を行うこと、②加盟店の商業圏に新店舗の開設を希

望する場合に所定の手続を行うこと及び③本ガイドラインで類型化されている「不公

正な取引」を加盟店に対して行わないこと、を求めています。 

 

 

 

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 石塚 司 

 +95-1-255134（ヤンゴンオフィス代表電

話） 

tsukasa.ishizuka@mhm-global.com 
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(2) 各義務の内容 

 

①のフランチャイザーが加盟店に対してフランチャイズ契約締結前に開示すべき

事項としては、事業の運営に当たっての対価及び費用（フランチャイズ料、ロイヤリ

ティ、マーケティング費、研修費、調達費等）、フランチャイズ事業運営プラン（経営

支援、研修、近隣エリアの他加盟店の数・場所・将来の予定等）、フランチャイズ契約

の更新や変更及び関連する知的財産権に関する権利等が挙げられています。 

②のフランチャイザーが新店舗・追加店舗の開設を希望する場合の手続としては、

当該新店舗・追加店舗の予定地からもっとも近い商業圏に所在する既存の加盟店へ事

前に通知すること及び合理的な返答期間（考慮期間）を設けた上で既存の加盟店に新

店舗を開設する権利を与えることが定められています。商業圏の検討については、市

場における競争的な要素と、商品・サービスに対する需要に関する地理的要素を考慮

して決せられるとされています。 

③のフランチャイザーによる加盟店に対する「不公正な取引」に該当する行為類型

としては、以下の 6 つが挙げられています。 

 

(a) 合理的理由なく、加盟店の権利を制限する条件を適用すること 

(b) フランチャイズ事業の評判、品質及び基準を維持するための合理的理由又は必要

がある場合を除き、フランチャイズ契約締結後に、加盟店に対し新たな条件を適用

すること（なお、新たな条件は書面で合意される必要がある） 

(c) 合理的理由なく、他の製造者、代理店又はサービス提供者からの（同等の品質で

より安い価格の）商品又はサービスの購入・受領を禁止すること 

(d) 合理的理由なく、生鮮食品又は消費期限の近づいた商品の値引きを禁止すること 

(e) 合理的理由なく、加盟店間で差別・不公正を誘引するような異なる条件を適用す

ること 

(f) 契約で規定されている評判、品質及び規格を維持する以外の目的で、(a)～(e)以外

の不適切な条件を適用すること 

 

本ガイドラインは、従前公表されていたガイドライン案からその内容を大きく変更す

るものではありませんが、①の加盟店への情報提供について契約締結「前」に行う必要

があることが明記されたこと、②の新店舗開設の際の既存店舗の権利として一定の返答

期間（考慮期間）を既存加盟店に与えることが必要とされたこと等、より加盟店の保護

を厚くした上で最終化されたことが伺えます。本ガイドラインを含め、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

する解説は、下記をご参照ください。 
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（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 

本レター第 101 号（2019 年 8 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037177/20190821-034942.pdf 

本レター第 102 号（2019 年 9 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037323/20190924-052239.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. フィリピン： 市場支配的地位の濫用に関する最初の事例 

 

2019 年 10 月 2 日、フィリピン競争委員会（Philippine Competition Commission）は、

フィリピン競争法における市場支配的地位の濫用（abuse of dominant position）を初め

て認定し、公表しました。 

フィリピン競争法は、市場支配的地位の濫用、カルテル等の競争制限的協定（Anti-

Competitive Agreement）及び競争制限的な企業結合を禁止しており、このうち、企業結

合規制については、フィリピン競争委員会は既に多くの事例について審査を行っていま

す。これに対し、市場支配的地位の濫用と競争制限的協定については、これまで違反を

認定した事例はありませんでしたが、この度、市場支配的地位の濫用が初めて認定され

ました（PCC Case No. E-2019-001）。 

 

(1) 事案の概要 

 

コンドミニアムコーポレーションである A 社は、特定のインターネットサービスプ

ロバイダーのみがコンドミニアムの居住者やテナントに対してサービスを提供でき

るようにしており、これが、市場支配的地位の濫用に該当するとされました。また、

デベロッパーである B 社も違反行為への関与が認められています。 

なお、コンドミニアムコーポレーションとは、敷地等の共用部分を所有管理する役

割を担う日本のマンション管理組合に類似する会社をいいます。 

 

弁護士 二見 英知 

 +66-2-633-8350（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 
 

*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 細川 怜嗣 

 +66-2-266-6485（Ext: 325）（バンコク） 

reiji.hosokawa@mhm-global.com 
 
 

 

 
 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00027667/20171020-031901.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00027667/20171020-031901.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00033685/20181220-063505.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00033685/20181220-063505.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037177/20190821-034942.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037177/20190821-034942.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037323/20190924-052239.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037323/20190924-052239.pdf
mailto:hidetomo.futami@mhm-global.com
mailto:hidetomo.futami@mhm-global.com
mailto:keiko.shirai@mhm-global.com
mailto:keiko.shirai@mhm-global.com
mailto:reiji.hosokawa@mhm-global.com
mailto:reiji.hosokawa@mhm-global.com
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(2) 和解合意（Settlement） 

 

A 社と B 社は、競争執行委員会（Competition Enforcement Office）との間で、自ら

の行為が市場支配的地位の濫用に該当すること、約 2,711 万ペソ（現在の為替レート

で約 5,793 万 5,700 円）の罰金を支払うこと（なお、和解合意を行ったことにより、

罰金額は 25％減額された額となっています。）、問題解消措置を行うこと等を内容と

する和解合意を行い、当該和解合意はフィリピン競争委員会に承認されています。ま

た、問題解消措置としては、居住者やテナントがいずれのプロバイダーも利用できる

ことを公表すること、居住者やテナントは追加の費用なしで他のプロバイダーに切り

替えられること、2 つの新聞に謝罪広告を出すこと、フィリピン競争委員会に定期的

に報告を行うこと等が合意されています。 

 

今回、市場支配的地位の濫用の違反事例が公表されたことにより、フィリピン競争委

員会が企業結合規制以外についても執行を行っていることが明らかになりました。現在

のところ、カルテル等の競争制限的協定に関する違反事例は公表されていませんが、今

回の事例を踏まえ、今後は、フィリピン競争法の遵守についてより一層注意する必要が

あります。 

 

7. シンガポール： インコタームズ 2020 の発効 

 

インコタームズ（Incoterms）とは、国際商業取引会議所（「ICC」）が制定している国

際的な売買契約の条件に関するルール集です。インコタームズでは、売買契約における

引渡し、危険の移転、保険等の規定をパッケージ化した条件として定めた上で、各条件

に固有の名称（FOB（Free On Board）、CIF（Cost Insurance and Freight）等）が付

されています。売買契約の当事者は、各条件を個別の売買契約で援用する（FOB Singa

pore 等と記載する）ことにより、各条件の内容を契約の内容として合意することが想定

されています（インコタームズは国家が定めた法令ではなく、ICC が定めた貿易条件に

すぎません。）。 

インコタームズは、近年では概ね 10 年ごとに改訂されており、本レター執筆時にお

ける最新版はインコタームズ 2010（「2010 年版」）ですが、来たる 2020 年 1 月 1 日か

らインコタームズ 2020（「2020 年版」）が最新版となります。インコタームズの改訂は

アジアの貿易の中心地たるシンガポールにおいても重要なトピックですので、本号では

インコタームズ 2020 における旧版からの主要な変更点をご紹介します。 

弁護士 園田 観希央 

 03-6266-8595（東京） 

 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 

 

 

mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
mailto:ramonmiguel.samson@mhm-global.com
mailto:ramonmiguel.samson@mhm-global.com
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(1) 主な解説部分の変更点 

 

2020 年版では、各条件の冒頭にその基本的な事項を説明した「利用者のための解

説ノート（Explanatory Notes for Users）」が付されています。「利用者のための解説

ノート」自体はインコタームズの各条件の一部を構成するものではありませんが、2

020 年版のまえがきに記載されているとおり、インコタームズの正確かつ効率的な理

解のための資料、各条件の解釈の指針として活用されることが想定されています。ま

た、まえがき自体も、2010 年版よりも詳細にインコタームズの内容を解説したもの

となっています。 

このような変更は、不適切な条件の採用をできるだけ防ぐために、ICC が強調して

きた「実際の取引形態に合致した条件を採用すべし」という基本的な方針を推し進め

たものと思われます。例えば、コンテナ輸送、複合運送等では、本来 FCA、CPT、C

IP 等を使用することが想定されていますが、実務上はコンテナ輸送等でも、在来船

（ばら積み船）による海上・内陸水路輸送に使用されることが想定されている FOB、

CFR、CIF 等が使われる例も多く、ICC も繰り返し警鐘を鳴らしてきたところです（コ

ンテナ輸送の場合、売主は輸出国ターミナル内に置かれた物品の管理を行うことがで

きないところ、FOB、CFR、CIF では危険の移転時期が本船の船上に物品を置いたと

きとされているため、もしコンテナ輸送で FOB、CFR、CIF を使用した場合、売主は

自らが管理できない危険を負担することになり不都合が生じます。）。上記の変更は、

実務者がインコタームズの各条件の内容を正確かつ容易に理解できるようにするた

めのものといえます。 

 

(2) 主な本文の変更点 

 

2020 年版における主な実質的な変更点としては、以下のようなものが挙げられま

す。 

 

(a) FCA における積込済み付記のある船荷証券の提供の許容 

(b) CIP において加入すべき保険の補償範囲の拡大 

(c) DAT が DPU に名称変更 

 

2010 年版における改訂では、FOB、CFR、CIF の危険移転に関する文言の変更、D

AT・DAP の新設等の大きな変更があったことと比べると、2020 年版における改訂は

小規模なものといえます。 

もっとも、上記(a)の点は相対的に重要なものです。改訂の趣旨としては、信用状決

済において積込済み付記のある船荷証券が必要となるという実務上の要請からコン

テナ輸送においても FCA ではなく FOB が使われていたという現状に鑑み、コンテナ
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輸送においても FCA を使いやすくするという点にあると考えられます。FCA におい

て物品の引渡しは本船への積込み前に行われているにもかかわらず、積込済み付記の

ある船荷証券の提供を許容することは、2020 年版のまえがきにあるとおり「不幸な

組合せ（somewhat unhappy union）」といえますが、このような改訂も「実際の取引

形態に合致した条件を採用すべし」という ICC の意思が反映されているように思わ

れます。 

 

以上のとおり、2020 年版における改訂は必ずしも大がかりなものではありませんが、

インコタームズの利用者に寄り添って、インコタームズをよりわかりやすいものとする

という ICC の意向が看取できるところです。利用者が安全な取引を行うには、各条件の

内容を正確に理解した上で場面に応じて適切に使い分けることが重要です。 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

8. マレーシア： 1967 年労使関係法の改正案 

 

2019 年 10 月 9 日に、主に労働者、使用者及び労働組合の関係を規律する法令である

Industrial Relations Act 1967（「現行法」）の改正案（「本改正案」）が代議院（Dewan Rakyat、

下院）を通過しました（2019 年 12 月 8 日現在、元老院（Dewan Negara、上院）の通

過は未了です。）。本改正案においては多数の改正点がありますが、そのうち主要なもの

について、以下でご紹介します。 

 

(1) 人的資源大臣の権限の縮小 

 

現行法のもとでは、不当解雇に関する不服申立てがあった場合、労使関係局

（Industrial Relations Department）における調停がまず行われますが、この調停が不

調であった場合、人的資源大臣（Minister of Human Resources）がその裁量により適

切と認める事件だけが、労使関係裁判所（Industrial Court）に付託され審理されるこ

ととされています。 

本改正案では、この人的資源大臣によるスクリーニングは撤廃され、調停が不調に

弁護士 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 

takeshi.komatsu@mhm-global.com 

 

弁護士 内田 義隆 

 +65-6593-9463（シンガポール） 

yoshitaka.uchida@mhm-global.com 
 

弁護士 川村 隆太郎 

 +65-6593-9754（シンガポール） 

ryutaro.kawamura@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。 
 

mailto:takeshi.komatsu@mhm-global.com
mailto:takeshi.komatsu@mhm-global.com
mailto:yoshitaka.uchida@mhm-global.com
mailto:yoshitaka.uchida@mhm-global.com
mailto:ryutaro.kawamura@mhm-global.com
mailto:ryutaro.kawamura@mhm-global.com
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終わった場合、労使関係局長官により全件、労使関係裁判所に付託されることとされ

ています。これにより、人的資源大臣による裁量権行使の妥当性が争われ紛争が複雑

化することは避けられるものの、濫用的な不服申し立てが増えるのではないかという

懸念もあります。 

 

(2) 単独交渉制度の導入 

 

現行法のもとでは、使用者側の承認を受けた労働組合のみが、労働者を代表して使

用者と団体交渉をすることができるとされています。本改正案では、あるカテゴリー

の労働者らを代表できる労働組合が複数ある場合、その労働者らの投票により、単一

の労働組合にその労働者らを代表して交渉する権限を与えることができることとさ

れています。この権限は 3 年間有効とされており、その労働組合が解散するなどした

場合を除き、他の労働組合は 3 年間、単独交渉権を得ることはできないとされていま

す。 

 

(3) 上訴手続の変更 

 

現行法のもとでは、労使関係裁判所の判断に不服のある当事者は、高等裁判所（High 

Court）に対して、司法審査（judicial review）を求めることができるとされています。

しかし、この審査で検討されるのは、労使関係裁判所の判断過程に誤りがあったかど

うかにとどまり、判断の内容自体については審査の対象外とされています。本改正案

では、労使関係裁判所の判断に不服のある当事者は、初級裁判所（Sessions Court）

からの控訴と同じ手続により上訴を行えるとされており、高等裁判所は労使関係裁判

所の判断の内容自体についても審理を行うことが想定されています。 

 

以上のとおり、本改正案においてはさまざまな変更が予定されているものの、実際に

本改正案が成立し施行される時期についてはまだ不透明です。加えて、人的資源省がさ

らなる改正を意図しているという報道もあり、引き続き動向を注視する必要があります。 

 

 

 

  

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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今月のコラム－ミャンマーの第 8回ジャパンエクスポ－ 

 

2019 年 11 月 15 日から 17 日にかけて、ヤンゴン市内で第 8 回ジャパンエクスポが

開催されました。本コラムでは、このイベントでの体験談をご紹介します。 

 

会場の敷地に入ると、カラオケ会場から日本の歌が聞こえて来ました。1990 年代半

ばに日本で大ヒットしたアニメ映画のオープニング曲です。竹山道雄著の小説『ビルマ

の竪琴』における「音楽は国境を超える」というメッセージが自然と想起されます。 

メイン会場の建物に入ると、ミャンマーの人達の熱気が

直に伝わって来ます。エアコンが利いていないからです。

電力の安定供給は、ミャンマーの大きな課題の一つです。

建物の中央付近では、来場者が、着物風の生地を身に纏い、

桜を模したピンクのプラスチックがぶら下がった中で、日

本の某海賊漫画のキャラクターの看板と共に記念撮影を

していました。ミャンマーでは本年に知的財産関連 4 法が成立し、現在はこれらの施行

に向けた準備が進められています。知的財産への理解はまだ社会に浸透していないと思

われますので、こうした漫画のキャラクターやアニメの歌等を通じて理解が進むことが

期待されます。 

さらに歩みを進めると、ご婦人達が真剣な面持ちで「とん

かすらめん…。」と呟いています。それもそのはず、ご婦人

達が手に取っている商品のポップを見ると、 ”Tonkasu 

Ramen”と書いてありました。インスタント麺のコーナーに

は、博多ラーメン、久留米ラーメン、熊本ラーメン、鹿児島

ラーメン等、九州各地の豚骨ラーメンが揃っていました。ミ

ャンマーの人達にとっては、肉の中では豚肉が最上級だと聞いたことがありますので、

ラーメンの中では豚骨ラーメンが一番人気なのかもしれません。 

そのほか、日本のお土産物を取り扱うお店では、高崎山の猿

と別府地獄めぐりの鬼が描かれた下駄や大分県の旅館のタオル

等が販売されていました。九州に関する商品が多かったため、

かつて国税不服審判所の国税審判官として熊本で暮らした 2 年

間を思い出し、懐かしく感じたジャパンエクスポとなりました。 

 

 

（弁護士 石塚 司） 
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文献情報 

➢ 論文   「最新 GDPR 執行事例に基づくグローバルデータ保護デューデリ 

ジェンスの展望（後編）― M&A の場面における執行事例の教訓も 

含めて」 

掲載誌  Business Law Journal  No.140 

著者   梅津 英明、田中 浩之、石川 大輝、根橋 弘之 

 

NEWS 

➢ ALB M&A Rankings 2019 にて高い評価を得ました 

Thomson Reuters が発行する ALB（Asian Legal Business）2019 年 9 月号の特集

記事 「ALB M&A Rankings 2019」 にて、当事務所は日本の法律事務所として Tier 

1 に選ばれました。なお、Thailand においては、Chandler MHM（バンコクオフィ

ス）が Tier 1 に選ばれております。 

 

➢ Chambers Asia Pacific 2020 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia Pacific 2020 で、当事務所は日本における以下の分野で上位グル

ープにランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。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下記の分野にて高い評

価を得ております。 

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

【分野】 

JAPAN 

Banking & Finance (Band 1) 

Capital Markets (Band 1) 

Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

Competition/Antitrust (Band 1) 

Corporate/M&A (Band 1) 

Dispute Resolution (Band 1) 

Employment (Band 1) 

Insurance (Band 1) 

Intellectual Property (Band 2) 

Investment Funds (Band 1) 

Projects & Energy (Band 1) 

Real Estate (Band 1) 

Restructuring/Insolvency (Band 2) 

Tax (Band 2) 
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JAPAN - OSAKA 

General Business Law (Band 2) 

MYANMAR 

General Business Law (Band 2) 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Banking & Finance (Band 2) 

Corporate/M&A (Band 2) 

Projects & Energy (Band 2) 

 

【弁護士】 

JAPAN 

Banking & Finance 

Leading Individual: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

Senior States people: 桑原 聡子 

Banking & Finance: Financial Services Regulation 

Senior States people: 石黒 徹 

Capital Markets 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎 

Senior States people: 石黒 徹 

Up and Coming: 根本 敏光 

Capital Markets: J-REITs  

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

Competition/Antitrust  

Leading Individual: 伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

Corporate/M&A 

Leading Individual: 菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 学、大石 篤

史、松村 祐土、紀平 貴之、小島 義博 

Recognised Practitioner: 林 宏和 

Dispute Resolution 

Leading Individual: 関戸 麦 

Employment 

Leading Individual: 高谷 知佐子、荒井 太一 

Insurance 

Leading Individual: 増島 雅和 

Intellectual Property 

Leading Individual: 三好 豊 
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Investment Funds 

Leading Individual: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

Projects & Energy 

Leading Individual: 小林 卓泰 

Up and Coming: 岡谷 茂樹 

Real Estate 

Leading Individual: 小澤 絵里子 

Up and Coming: 石川 直樹 

Restructuring/Insolvency 

Leading Individual: 藤原 総一郎、山崎 良太 

Tax 

Leading Individual: 大石 篤史、酒井 真 

MYANMAR 

General Business Law 

Leading Individual: 武川 丈士、キンチョー・チー、ウィン・ナイン 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Banking & Finance 

Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポンカイ 

Recognised Practitioner: ジョセフ・ティスティウォンカイ 

Corporate/M&A 

Leading Individual: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、ラッタナ・プーン

ソムバットラート

Projects & Energy 

Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポンカイ、ジョセフ・ティスティ

ウォンカイ

（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 




