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Ⅰ.  はじめに 

東南アジア諸国においては、直近 10 年から数年ほどの聞に企業結合届出制度の導入

や大幅な改正が急速に進んでいます。同時に、競争当局の法執行も活発化を増していま

す。 

各国の企業結合規制は自国の企業のみならず他国企業にも適用があるとしている場

合がほとんどであり、東南アジア諸国の企業結合規制も例外ではなく、日本企業が東南

アジア諸国へ進出する場合や東南アジア諸国に主要拠点を有する会社を買収する場合

に慎重な検討を要するケースが増えています。M&A の検討を行う際には、デュー・デ

ィリジェンスや取引に係る交渉等と並行して、余裕を持った各国の企業結合届出要否の

確認及び準備を進める必要があります。 

特に、東南アジア諸国の企業結合規制については、発展途上にある規制が多く、年々

改正が重ねられており、短期間のうちに新たな届出基準の導入や大幅な変更を含む規制

の施行が続くことも稀ではありません。かかる状況を踏まえ、企業結合届出の要否に係

る検討及び準備に際しては、対象取引等に適用される直近の企業結合規制の確認が必須

になります。しかし、かかる各国制度について適時に正確かつ具体的に把握することは

必ずしも容易ではありません。そのため、特にグローバルな M&A 案件を進める上では、

東南アジア諸国も含めた届出要否の検討及び準備の具体的内容、クロージング時期の設

定等について、各国競争法専門家の助言を得ながら検討を進める必要性が高まっていま

す。 

そこで、本稿においては、特に動きの激しい東南アジア諸国（主にベトナム、インド

ネシア、フィリピン、タイ）の最新の企業結合規制の概要及び実務上の留意点等をご紹

介いたします。本稿が M&A 案件を検討される際の情報の一助となれば幸いです。 
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Ⅱ.  ベトナムの企業結合規制の概要等 

 

1．留意点：新しい競争法及び政令の施行に伴う届出基準の変更 

 

ベトナムでは、新しい企業結合規制を定めた競争法が2019年7月1日に施行され、

その細則に当たる政令が 2020 年 5 月 15 日に施行されました。2004 年の旧競争法の

下では、企業結合後の合算市場シェアの基準のみによって届出の要否を決するとされ

ていましたが、新競争法及びその政令の下では、新たな届出基準が定められています。

具体的には、シェア基準の他、ベトナム国内売上高、ベトナム国内資産額、M&A の

取引金額等が届出基準として追加され、当事会社の企業結合後の合算市場シェアが低

い場合であっても届出が必要になり得る点に留意が必要です。 

 

2．届出基準及び審査手続等 

 

（1）届出類型及び基準 

ベトナムの競争法上、企業結合届出の対象になり得る取引は、合併、買収、合弁

事業、その他法律で規定する行為等とされています。ここでの買収とは、対象会社

の出資済資本金若しくは総議決権の 50％超を取得する場合、対象会社の全資産若し

くは一事業に係る資産の 50％以上を取得する場合、又は対象会社の過半数の取締役

等の選解任権を有することとなる場合等が挙げられます。 

そして、新競争法及びその政令において、以下の基準のいずれかに該当する場合、

ベトナム競争当局（National Competition Commission（NCC））への事前届出が必要

とされています。外国企業間の企業結合についても、①・②・④の基準が適用され

ます。 

①企業集団のベトナムにおける売上高が 3 兆ベトナムドン（執筆時現在の換算

レートで約 142 億円）を超える場合 

②企業集団のベトナムにおける資産が 3 兆ベトナムドン（執筆時現在の換算レ

ートで約 142 億円）を超える場合 

③ベトナム国内の対象会社に係る対象取引において、取引金額が 1 兆ベトナム

ドン（執筆時現在の換算レートで約 47 億円）を超える場合 

④両当事会社グループの関連市場における合算シェアが 20％を超える場合 

なお、①及び②については、全当事会社合算の売上高か一方当事会社の売上高か

は文言上明らかではないところ、実務上は全当事会社合算の売上高で検討するとさ

れています。また、金融業や保険業等の分野の企業結合の場合、異なる基準が設け

られています。 

届出義務違反については届出義務者の直近事業年度の売上高の 5％を上限とした

制裁金が課せられる旨が定められています。 
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（2）届出及び審査手続 

NCC は、届出から 7 営業日以内に形式的審査を行い、届出に不備がある場合、書

面により 30 日以内に不備を補正するよう要請するとされています（補正できない場

合、当該届出は当事会社に差し戻されることになります）。届出に不備が無い場合、

競争当局は届出に不備が無い旨の書面による確認書を発行の上、初期審査を開始し、

30 日以内に認可をするか正式審査に移行するかの判断がなされます。正式審査に移

行した場合、90 日以内（60 日間の延長も可能）にその結果を当事会社に通知するも

のとされています。 

実務上の留意点として、ベトナムは届出必要書類の事務的な手間が非常に煩雑な

国の一つといえます。すなわち、企業結合届出に一般的に必要となる情報収集に加

え、届出書や必要書類のベトナム語訳や書類の押印を含めた準備期間の十分な確保

を考える必要があります。 

 

3．近年の主な企業結合規制違反事例 

 

旧競争法下の事例ですが、2019 年の Grab 社による Uber Vietnam 社の全資産を取

得する買収案件において、ホーチミン市における一つの事業の結合後の市場シェアが

80％を超えるとして、NCC は当該企業結合を禁止する旨の結論を下しました。その

後、本件はベトナム競争評議会において審理され、2019 年 6 月 11 日、本件は競争法

に違反する企業結合ではない旨の結論が出されましたが、それに対して NCC が控訴

し、係争中です。 

新競争法が施行され、届出基準が明確化されたことを踏まえると、今後は NCC に

よる執行が活発になることも想定されるように思われます。 

 

Ⅲ.  インドネシアの企業結合規制の概要等 

 

1．留意点：事後届出特有のスケジュールと 2019 年新規則 

 

インドネシアにおける企業結合届出の特徴として、企業結合の実行の日から 30 営

業日以内に届出が必要とされており、事後届出となっている点が挙げられます。企業

結合のクロージングまでに承認を得る必要が無い点で、企業結合届出基準を満たす場

合であってもインドネシアの届出準備は後回しになるケースが多いように見受けら

れますが、企業結合の実行日から 30 営業日以内という制限が設けられていますので、

ゆとりを持った事前の準備が必要です。 

特に、2019 年 10 月 3 日に施行された企業結合届出に関する新規則においては、当

該 30 営業日以内に「完全な」届出を行うことが明文で義務付けられました。そのた

め、当該期限内に不完全な届出書類のみしか提出されない場合には、届出遅滞の制裁

を受ける可能性がありますので、留意が必要です。 
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さらに、インドネシアの企業結合審査が完了するまでのスケジュールとして、1 年

を超えるケースも少なくないように見受けられます。企業結合自体は実行済みである

ことから、当事会社としては、競争当局（事業競争監視委員会（Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha（KPPU）））からの質問等の対応が後手に回ってしまうこともしば

しばありますが、当該質問対応についても適時適切に行う必要があります。 

 

2．届出基準及び審査手続等 

 

インドネシアにおいて企業結合届出の対象となり得る取引は、合併、支配権の移転

を伴う株式取得に加え、上記 2019 年 10 月 3 日に施行された企業結合届出に関する

新規則により資産譲渡も加わりました。 

そして、原則として、以下のいずれかの基準に該当する場合に届出が必要とされて

います。この点、②の売上高基準はインドネシア国内基準とされているのに対し、①

の資産額は全世界基準とされている（この点は 2020 年 10 月 6 日に発出されたガイ

ドライン上も確認されています）点に留意が必要です。 

①結合後の当事会社グループの全世界の資産額が 2 兆 5 千億ルピア（執筆時現

在の換算レートで約 189 億円）を超えるとき 

②結合後の当事会社グループのインドネシア国内の総売上高が 5 兆ルピア（執

筆時現在の換算レートで約 379 億円）を超えるとき 

また、2020 年 10 月 6 日付の上記ガイドラインでは、外国企業間の二当事会社での

企業結合について、大要、両当事会社グループにおいてインドネシアで事業活動を行

っていることを要件としています。 

 

3．近年の競争当局による執行の強化 

 

インドネシアの企業結合届出は、上述のとおり、企業結合の実行日から 30 営業日

以内に KPPU に届出をする必要があるところ、当該届出遅滞に対しては、1 日当たり

10 億ルピア（最大 250 億ルピア）（執筆時現在の換算レートでそれぞれ、約 758 万円・

約 1 億 8,900 万円）の制裁金の支払を課されるとされています。KPPU は、届出遅滞

に対し、直近 2 年以内で 20 件以上（そのうち 1 件は外国企業間の企業結合）の制裁

金を課しており、執行が活発化されているといえます。また、制裁金が課された案件

については公表の対象になるとされています。 

このように、KPPU の執行の活発化に鑑みると、事後届出ではあるものの、インド

ネシアの届出基準を満たす場合には、取引実行前から余裕を持った準備をする必要が

あります。 
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Ⅳ.  フィリピンの企業結合規制の概要等 

 

1．留意点の概要：確定契約締結後の届出期限 

 

フィリピンにおいても、一定の規模を超える合併や会社等の買収を行う場合には、

競争委員会（Philippine Competition Commission（PCC））への事前届出が必要とさ

れています。 

フィリピン届出が必要になる M&A において特に留意すべき点として、確定契約の

締結後 30 日以内に企業結合届出を行うことが必要となる点が挙げられます。この点、

各国の企業結合届出の準備は確定契約の締結後に開始する場合も多く、その届出国の

特定についても確定契約締結後に検討することもありますが、フィリピンが届出対象

になり得る場合は、届出の準備期間も考慮すると、確定契約締結前の段階から届出の

要否を判断しておくべきことに気をつける必要があります。 

 

2．届出基準及び審査手続等 

 

（1）届出類型及び基準 

以下のア（当事者規模基準）及びイ（取引価額基準）の両方の基準に該当する場

合には、PCC に対する事前届出が必要とされています。 

なお、下記の基準については、フィリピンの公式の名目 GDP 予測を踏まえ、毎年

見直しがなされています。また、Covid-19 の影響により特例法が定められており、

同法の施行日（2020 年 9 月 15 日）から 2 年以内に締結される取引について 500 億

ペソ（執筆時現在の換算レートで約 1,125 億円）未満の取引額の場合、届出義務は

免除されることとなっている点も留意が必要です。 

ア 当事者規模基準 

少なくとも一方の当事者の企業集団について、フィリピン国内においてグルー

プ全体で 60 億ペソ超（執筆時現在の換算レートで約 135 億円超）の売上高又は

資産がある場合 

イ 取引価額基準 

日本企業の M&A で該当する場合が多い①株式取得及び②合弁会社組成につい

て、それぞれ以下のとおりです。 

① 株式取得の場合、原則として、当該取引の結果、議決権等の 35％超（当

該取引の前に 35％超を保有している場合には 50％超）を有することとな

る取引であり、対象会社のフィリピン国内資産又は売上高が 24 億ペソ（執

筆時現在の換算レートで約 54 億円）を超えるとき 

② 合弁会社を組成する場合においては、合弁会社に出資等される資産の額又

は当該資産による売上高が 24 億ペソ（執筆時現在の換算レートで約 54

億円）を超えるとき 
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（2）届出及び審査手続 

上述のとおり、確定契約の締結から 30 日以内に正式届出を行う必要があり、届出

準備のスケジューリングには十分気をつける必要があります。この観点から、確定

契約の英訳等の必要書類についても前もって準備をしておくことが肝要です。 

当事会社による届出書提出から 15 日以内に審査に必要な情報や書類等がそろっ

ているかの形式審査がなされます。PCC による第 1 次審査の期間は、30 日以内と

されており、30日の待機期間内に競争委員会から追加の資料等提出要請がなければ、

取引は承認されたものとみなされます。 

第 1 次審査の結果、競争法上の懸念があると判断された場合や結論を出すのに不

十分な情報しか得られなかったと判断された場合には、第 2 次審査に進むことにな

りますが、第 2 次審査期間は、原則として追加の資料等提出要請から 60 日以内とさ

れています。 

 

3．近年の主な企業結合事例及び競争当局の動向等 

 

2019 年 2 月 12 日、PCC は、製糖業者である Universal Robina Corporation が、そ

の唯一の競争事業者である砂糖及びその関連製品の製造販売会社である Central 

Azucarera Don Pedro, Inc.及びその親会社から砂糖の精製工場、資産及び土地を取得

する事案において、市場の独占につながるおそれがあるとして、当該統合を認めない

旨の判断を下しています。PCC は、競争法上懸念のある関連市場を一定のエリアの

原料糖の製造事業と認定し、当該市場への参入障壁の高さ、原料糖の製造事業の供給

量の不十分性、サトウキビ農家との取引における一方的な決定権限等を理由として、

関連市場において競争を著しく妨害、制限又は減少させるおそれがある旨の実質的な

判断を行いました。 

PCC からは、今後は、電気通信、小売、エネルギー・電気、輸送、建設、健康及

び医薬品並びに食品に関する事業に焦点を当てた競争分析及び執行に重点を置くこ

とを企図しているとの意向が示されており、他方で、企業結合審査の対象から、特定

の取引を除外する等し、企業結合審査プロセスの合理化を図っていくことも検討され

ているようです。このように、今後も企業結合法制の整備及び法執行の活発化が予想

されますので、それらの動向に注視が必要です。 

 

Ⅴ.  タイの企業結合規制の概要等 

 

1．留意点の概要：改正競争法による事前届出の本格的な運用開始 

 

タイでは、改正取引競争法が 2017 年 10 月に施行され、その具体的な解釈・基準・

手続・執行等について規定する下位規則も相次いで施行されています。企業結合規制

に関する規則についても、同様に施行済みであり、2019 年からタイにおいても企業
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結合規制の本格的な運用が開始されています。 

改正前においても事前届出制度の定めはあったものの、その運用・執行はほとんど

活発に行われていませんでした。しかし、2019 年以降、事前届出による審査が行わ

れる案件も出始めています。他方で、当局も事前届出審査に慣れていない面が見受け

られ、当局の審査対応において苦慮する場面も散見されます。 

また、事後報告についても、クロージング後 7 日以内という報告期限には気をつけ

る必要があります。 

 

2．届出基準及び審査手続等 

 

（1）届出類型及び基準 

タイにおいて事前届出又は事後報告の対象となり得る取引は、①合併、②他の事

業者の通常営業資産の 50％超の取得、③他の事業者の 25％以上の議決権の取得（上

場株式等の場合）又は 50％超の議決権付き株式の取得（非上場株式等の場合）とさ

れています。 

その上で、事前届出が必要となる場合として、以下のとおり国内売上高及びシェ

アによる基準が定められております。 

ア「市場独占（Monopoly）」：一事業者が一市場において価格及び商品・サービ

スの量を自由に決定できる状態にあり、かつ当該事業者が 10 億バーツ（執筆

時現在の換算レートで約 35.5 億円）以上の売上がある場合 

イ「市場支配（Dominating the markets）」とは、市場シェアと売上により以下の

とおり 

① 単一型：一事業者で市場シェア 50％以上、かつ直近事業年度の売上高が

10 億バーツ以上の場合。 

② 複数型：市場シェア上位 3 社の合計市場シェアが 75％以上、かつ各社の

直近事業年度の売上高が 10 億バーツ以上の場合（ただし、いず

れかの当事会社の市場シェアが 10％未満の場合を除く）。 

また、いずれか一つの当事会社の売上高又は全当事会社の売上高合計額が 10 億バ

ーツ以上であり、事前届出に該当しない場合、当事会社は、当該企業結合の日から 7

日以内に報告を行うこととされています。事後報告のために必要な情報は事前届出

よりも相当程度少ないものですが、クロージング後 7 日以内という報告期限には気

をつける必要があり、クロージング前に余裕を持った準備を行うことが必要です。 

 

（2）審査手続 

事前届出の場合の審査期間は、届出受理から 90 日以内とされていますが、15 日

延長の可能性があります。 

なお、執筆者の経験上留意を要するのは、タイ競争当局（Trade Competition 

Comission (TCC)）において事前届出が実質的に運用されて日が浅いからなのか、届
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出から届出受理まで、あるいは届出受理以降についても、TCC から必ずしも競争法

の審査に関係のないと思われる質問や想定外の情報収集を求められる等、その対応

に相応の期間を要する事態があり得るという印象です。事前届出事例の蓄積により

TCC における審査も今後精緻化されると思われますが、現時点における当局の要請

に対する心構えとして留意を要します。 

 

3．競争当局の動向等 

 

上述のとおり、タイの企業結合規制については最近施行されたこともあり、本稿執

筆現在について、TCC により事前届出をした企業結合に対する承認がなされなかっ

た事例や、当事会社の企業結合規制に対する違反行為が認定された等の事例は見当た

りません。 

もっとも、TCC は、企業結合規制について積極的な執行の姿勢を見せているとさ

れており、例えば、Tesco Thailand と Bumrungrad International Hospital の企業結合

事例において、公に事前届出審査が必要である旨の意見を述べる等しています。日本

企業が関与する M&A においてタイでの事前届出を要する事案は今後増えてくると思

われ、今後の TCC の動向にも注視が必要と思われます。 

 

Ⅵ.  その他 

 

1. シンガポール 

 

シンガポール競争法（企業結合規制に関するものは 2007 年に施行）は、競争を実

質的に減少させる又はそのおそれのある企業結合を禁止しています。もっとも、企業

結合届出は任意とされており、義務付けられていないため、日本企業が関与する M&A

でシンガポールの届出が問題となる場面は少ないように思われます。 

ただし、シンガポール当局（Competition and Consumer Commission of Singapore

（CCCS））は、企業結合により競争を実質的に減少又は減少させる効果となる重大

な懸念を有する場合には、当事会社による届出を推奨しています。具体的には、①結

合後の当事会社の市場シェアが 40％以上となる場合、又は、②結合後の事業体の市

場シェアが 20％～40％で、かつ、当該市場における上位 3 事業者のシェアの合計が

70％以上の場合には、当該企業結合は競争法上の懸念があり得るとして、当事会社に

よる届出を推奨されています。日本企業の M&A においてもこのような場面に該当し

ないかは意識しておく必要があります。 
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2. マレーシア 

 

本稿執筆現在、航空や通信マルチメディア等、特定の事業分野の企業結合に関する

法令は施行されていますが、一般的な企業結合規制は未制定となっています。企業結

合規制の導入に向けた検討は進められていますが、制定時期も未定とされている状況

となります。 

マレーシアにおける M&A が競争制限効果を有する者として当局による規制の対象

となる可能性は否定できないと思われるものの、日本企業が関与する M&A でこの点

に留意する場面は限定的であるように思われます。 

 

Ⅶ.  まとめ 

 

以上のとおり、東南アジア各国において、直近の法律・政令・ガイドライン等の改正

も活発に行われており、グローバルな事業活動を行う日本企業の M&A には少なからず

影響が存するといえ、その重要性は年々増しているといえます。 

引き続き各国の競争当局の動向には留意しつつ、M&A の局面においては、各国の届

出要否の確認及び必要な場合の届出準備、それらを見据えたスケジューリングを適切に

設定できるよう、案件の早期局面から競争法の専門家との助言を得ながら検討を進める

ことが、東南アジア諸国で事業を行う当事会社によるグローバルな M&A を適切に遂行

する重要なポイントとなるといえるでしょう。 
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文献情報 

➢ 論文    「デジタルプラットフォーム取引透明化法の施行と今後の展望」 

掲載誌 月刊監査役 No.719 

著者     岡田 淳 

 

➢ 論文    「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大と独禁法・競争法

実務への影響（第 2 回）」 

掲載誌 商事法務ポータル SH3437 

著者     高宮 雄介、竹腰 沙織（共著） 

 

➢ 論文    「The Collaboration and Interplay of the Intellectual Property and 
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掲載誌 Patents & Licensing Vol.50 No.4（Issue No.290） 

著者     高宮 雄介、塩崎 耕平（共著） 

 

➢ 論文    「米国司法省による問題解消措置マニュアルの改訂」 

掲載誌 旬刊商事法務 No.2250 

著者     高宮 雄介 

 

➢ 論文    「独禁法実務において手元に置いておきたい最新の本」 

掲載誌 Business Law Journal 2021 年 2 月号 

著者     高宮 雄介 

 

➢ 論文    「企業法務最前線 令和元年独占禁止法改正の施行に向けた実務上

の留意事項」 

掲載誌 月刊監査役 No.715 

著者     高宮 雄介 

 

➢ 論文    「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大と独禁法・競争法

実務への影響（第 1 回）」 

掲載誌 商事法務ポータル SH3374 

著者     高宮 雄介、竹腰 沙織（共著） 
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NEWS 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて高い評価を得ました  

The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて、当事務所は日本における 16 の分野で上位

グループにランキングされ、Antitrust and competition 分野では、宇都宮 秀樹が

Hall of Fame に、伊藤 憲二が Leading individual に、藤田 知也が Next Generation 

Partners 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の複数分野で上

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。 

 

➢ Chambers Asia-Pacific 2021 にて高い評価を得ました  

Chambers Asia Pacific 2021 で、当事務所は日本における 17 の分野で上位グル

ープにランキングされ、Competition/Antitrust の分野では、伊藤 憲二と宇都宮 秀

樹が Leading Individual に、高宮 雄介が Up and Coming 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 5 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高い評価を得ております。 

 

➢ FINANCIER WORLDWIDE にて高い評価を得ました  

FINANCIER WORLDWIDE 誌にて、当事務所の 2 名の弁護士が Future Stars に

選ばれました。Competition & Antitrust分野からは高宮 雄介が選出されています。 
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