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第 122号（2021年 3月号） 

 

 

今月のトピック 

1. ミャンマー ： ①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向 

  ②： 2月 1日国家緊急事態宣言後の国内法令アップデート 

2. タイ ： BOI投資奨励対象事業の拡充（IPO 事業の復活等） 

3. ベトナム ： 個人情報保護に関する政令案の公表 

4. インド ： 保険業に対する外資規制緩和の方向性 

 

今月のコラム －シンガポールのネコ科事情－ 

 

 

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122

号（2021 年 3 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. ミャンマー 

 

①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向 

 

2021年 2月 1日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言の発出後、米国時間同月 11

日に発表された米国バイデン政権による対ミャンマー経済制裁については、本レター第

121 号（2021 年 2 月号）においてお伝えしたとおりです。本稿では、その後の米国及

び英国による対ミャンマー制裁の状況と、軍事政権に対する国際的な非難の高まりにつ

いてアップデートをお伝えします。 

 

(1) 米国による制裁 

 

米国商務省産業安全保障局（BIS）は、米国時間 2021 年 3 月 8 日、国軍による権

限掌握後の抗議活動に対する武力行使を受け、ミャンマーに対する追加の経済制裁と

して、ミャンマーの国防省（Ministry of Defence）及び内務省（Ministry of Home Affairs）

と国軍系企業である Myanma Economic Holdings Public Company Limited（「MEHL」）

及び Myanmar Economic Corporation（「MEC」）に対する輸出規制を発表しています。 

また、米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、米国時間 2021年 3月 10 日、米国

森・濱田松本法律事務所 アジアプラクティスグループ 
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による資産凍結措置の対象として、ミン・アウン・フライン国軍最高司令官の家族 2

名とその関連企業 6社を追加する旨を公表しました。US person（米国人及び米国在

住者並びに米国内で設立された法人）がこれらの制裁対象者と取引を行うことが広く

禁止されることになります。 

米国政府は現地情勢によっては追加制裁の可能性があることを引き続き示唆して

おり、今後の動向を注視していく必要がありそうです。 

 

(2) 英国による制裁 

 

英国財務省（HM Treasury）は、英国時間 2021年 2月 18日、対ミャンマー制裁に

おける資産凍結及び渡航禁止措置の対象として、ミャンマー国軍幹部 3名を指定しま

した。その後、同月 25 日には、既に別の制裁対象として指定されていたミン・アウ

ン・フライン国軍最高司令官を含む国軍幹部 6名を、当該制裁措置の対象に新たに追

加しました。英国制裁では、UK person（英国人及び英国在住者並びに英国内で設立

された法人）が、制裁対象者や、制裁対象者が支配又は保有する法人と取引を行うこ

とが禁じられます。 

 

(3) その他のアップデート 

 

米・英のほか、カナダも、対ミャンマー制裁として、国軍幹部を含む制裁対象者と

して指定する者の資産凍結措置を定めています。また、欧州連合（EU）が、MEHL

及び MEC を制裁対象として指定することを検討しているとの報道があります。さら

に、現地時間 2021 年 3 月 10 日には、国連の安全保障理事会において、ミャンマー

情勢に関する深刻な懸念を表明する旨の議長声明が採択されています。 

多数の死傷者を伴う抗議活動の武力鎮圧により、ミャンマーの軍事政権に対する国

際的な非難は日々高まりつつあります。現地情勢だけでなく、それを踏まえた国際的

な動向についても引き続き注視していくことが必要です。 

 

②： 2月 1日国家緊急事態宣言後の国内法令アップデート 

 

2021 年 2 月 1 日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言の発出後、2 月中旬時点の

状況については、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）でお伝えしたとおりです。本稿

では、3月 10日時点におけるアップデートをお伝えします。 

 

(1) 注目すべき法改正の状況 

 

国家行政評議会（State Administration Council）は、2月 13日から 15日にかけて、

国民のプライバシーや表現の自由等の制限に関わる下記の法律の改正を公表しまし
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た。それぞれの法改正によって生じる影響については概要下表に記載のとおりです。 

 

法律名 改正による影響 

国民のプライバシー及び安全の

保 護 に 関 す る 法 律 （ Law 

Protecting the Privacy and 

Security of the Citizens） 

身柄拘束、捜索、通信の傍受、私信の開封等が

令状なく実施可能になった。 

区・村落に関する行政法（Ward 

and Village Tract Administration 

Law） 

他の区・村落の者を 1泊以上滞在させる場合、

区又は村落の行政官への報告が義務付けられ

た。 

刑法（Penal Code）及び刑事訴

訟法（Criminal Procedure Code） 

国軍及び国軍構成員に対する嫌悪感、不信感等

を煽る表現行為、国家防衛を妨害する行為、公

衆を畏怖させる行為や虚偽の情報を流布する行

為等が犯罪として追加され、一部の犯罪につい

ては無令状逮捕が認められた。 

電 子 商 取 引 法 （ Electronic 

Transaction Law） 

サイバースペース上で、公衆の混乱、侮辱、社

会的分断を引き起こす虚偽の情報を作出する行

為が刑罰の対象となった。 

 

なお、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）においてお伝えしたサイバーセキュリ

ティ法（Cyber Security Law）の法案（「本法案」）については、2021年 3月 10日時

点で法律として制定されるに至っていません。本法案に関するパブリックコメント手

続においては、その内容に関する激しい批判があったとの情報もあります。本法案で

意図されていた内容の一部は、上記の電子取引法の改正の形で盛り込まれていること

も踏まえると、既に廃案となっている可能性も否定できないように思われます。ただ、

この点は公式に明らかにされておらず、現時点でどのような取扱いとなっているのか

は不明です。 

 

(2) 金融機関からの現金の引出しを制限するミャンマー中央銀行の Letter の公表 

 

ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar）は、2021年 3月 1日付けで、国

内金融機関からの現金引出し金額の制限に関する、Letter第 28/2021号（「本 Letter」）

を公表しました。 

 

本 Letterでは、決済は電子マネーや振込による支払により行うことを推奨するとと

もに、銀行窓口での 1週間当たりの現金引出しについて、200万チャット（現在の為

替レートで約 15 万 2,000円）（個人の場合）又は 2,000 万チャット（現在の為替レー

トで約 152万円）（法人等の場合）までに制限することを明らかにしています。なお、
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ATM での引出し額は、個人か法人であるかを問わず、1 日当たり 50 万チャット（現

在の為替レートで約 3万 8,000円）までに制限されています。 

 

国家緊急事態宣言の発出以降、インターネットの遮断や抗議運動の激化等の影響で、

ミャンマー現地銀行の業務が停滞しており、銀行からの現金の払戻しが十分に受けら

れない事態が生じています。本 Letterは、このような現状を踏まえ、更なる混乱を抑

える目的で出されたものと考えられますが、現金決済が必要な現地企業にとっては十

分な現金の確保に支障が生じる可能性があります。 

 

(3) ミャンマー投資委員会の再組成等に関する投資・対外経済関係省の Notification

の公表 

 

ミャンマーへの外国投資を管轄する投資・対外経済関係省（Ministry of Investment 

and Foreign Economic Relations）は、2021年 2月 18日付け Notification 第 1/2021

号（「本 Notification」）を公表しました。本 Notification では、新たな投資案件の承認

等を行うため、ミャンマー投資委員会（Myanmar Investment Commission）の組成を

現在進めている旨を明らかにしています。また、投資家が事業遂行上直面している

様々な問題解決のためのタスクフォースを設置する予定であることも明記していま

す。国家緊急事態宣言の発出後も引き続き外国投資を重視するという基本姿勢の一環

として公表されたものであると思われますが、今後具体的にどのように運用がなされ

ていくのかが注目されるところです。 

 

ミャンマーの現地情勢は日々変化しています。本レターでも可能な限り最新の情報を

お伝えできるよう努めていますが、より最新の情報のアップデートについては、弊所が

開催するオンラインでのセミナーや、Clubhouse での配信において随時お伝えする予定

です。Clubhouse での発信については、原則として毎週月曜日のミャンマー時間 18 時

（日本時間 20時 30 分）に「弁護士が斬る！ミャンマーの今」と題した room を開設し

ています。その他、不定期に開催する予定です。Takeshi Mukawaが主催者となります

ので、検索してみてください。 

 

（ご参考） 

本レター第 121 号（2021年 2月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf 

 

 

 

 

 

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 

 +65-6593-9752（シンガポール） 
 takeshi.mukawa@mhm-global.com 

 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-9253654（ヤンゴン） 
 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 

 +65-6593-9762（シンガポール） 
 kana.manabe@mhm-global.com 

 

弁護士 石塚 司 

 +95-1-9253650（ヤンゴン） 
 tsukasa.ishizuka@mhm-global.com 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf
mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
mailto:tsukasa.ishizuka@mhm-global.com
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2. タイ：BOI投資奨励対象事業の拡充（IPO事業の復活等） 

 

タイ投資委員会（「BOI」）は、2021 年 1 月 13 日付けの告示（「本告示」）において、

投資奨励の対象となる事業の拡充を発表し、これにより、国際調達事務所（International 

Procurement Office：「IPO」）が投資奨励対象事業に再度加えられるとともに、新たに、

高齢者向け病院、介護施設、臨床研究事業が投資奨励対象事業として加わりました。 

BOIから投資奨励対象事業につき投資奨励を受けると、税務恩典（内容により別途に

歳入局の基準を充たす必要あり）、外国人就労許可基準の緩和、外資企業への土地保有

許可、外資規制の解除（別途に商務省から外国人事業証を取得する。）等の恩典を受け

ることができます。 

本稿では、このうち、IPO に関する投資奨励の概要について説明します。 

 

(1) 背景 

 

IPO は、以前は投資奨励対象事業とされていましたが、2014 年に廃止され、同時

に同種の事業を包含する国際貿易センター（International Trade Center：「ITC」）事業

及び国際統括本部（International Headquarter：「IHQ」）事業が導入されました。その

後、2018年には ITC及び IHQも廃止され、それらを統合するものとして、国際ビジ

ネスセンター（International Business Center：「IBC」）事業が導入されていました。 

もっとも、IBC は特に同事業にフルタイムで従事する 10 名以上の従業員の雇用が

必要であること等条件が厳しいため、申請件数が伸び悩んでいるように見受けられま

す。また、IBCの場合、国際貿易業務のみを行うことはできず、一定の分野（事業管

理、研究開発、マーケティング・販売促進等）に関する関係会社への支援・助言等、

IBCの他の業務も行う必要があります。 

本告示により、2014 年に廃止された IPO が再び投資奨励対象事業に加えられるこ

とになりますが、IBCは統括拠点機能もカバーすることに加え、IBCに基づき行うこ

とができる国際貿易業務の範囲も下記のように IPOよりも広い面があるため、現行の

IBCも引き続き存続し、両者が併存することになります。 

 

(2) IPOの概要並びに ITC及び IBCとの相違点 

 

IPOに関する BOIの投資奨励証書の取得のためには、申請者において予定している

事業内容が以下の活動を全て含み、かつ最低資本金として 1,000万バーツ（現在の為

替レートで約 3,540万円）以上を有する必要があります。 

 

(a) 製造業に用いる原材料、部品、素材の調達 

(b) 倉庫の所有又は賃貸、並びに専ら倉庫管理に用いられる IT システムに基づく在

庫管理 
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(c) 製品の調達・管理業務（例：製品の品質検査、梱包業務） 

(d) タイ国内を含む供給元からの物品の調達 

(e) 国内卸売業及び／又は輸出事業 

 

IBCの国際貿易業務と廃止された ITC、そして今回再導入される IPOに関する異同

の概要は、下表のとおりです。 

 

 ITC（廃止済） IBC IPO（再導入） 

対象事業 原材料・部品のほか

最終製品も取扱い可

能。 

 

輸出入と国内卸売取

引のほか三国間貿易

も可能。 

原材料・部品のほか

最終製品も取扱い可

能。 

 

輸出入と国内卸売取

引のほか三国間貿易

も可能。 

国際貿易業務のみの

申請は認められず、

IBC の他の業務と並

行して営むことが必

要。 

原材料・部品のみ取

扱い可能。 

 

 

輸出入と国内卸売取

引が可能。 

条件 払込済資本金 1,000

万バーツが必要。 

 

従業員の雇用に関す

る条件はない。 

払込済資本金 1,000

万バーツが必要。 

 

原則として、一定の

知識・技能を有する

IBC 事業にフルタイ

ムで従事する従業員

10名の雇用が必要。 

払込済資本金 1,000

万バーツが必要。 

 

従業員の雇用に関す

る条件はない。 

税務恩典 三国間貿易の売上に

ついての法人税免税

あり（ただし国内で

支出する経費が年間

1,500万バーツ（現在

の為替レートで約

5,310 万円）以上必

要）。 

設備機械の輸入税の

ほか、輸出用製品の

原材料の免税も認め

られる。 

一定の法人税減税あ

り（ただし国内で支

出する経費が年間

6,000万バーツ（現在

の為替レートで約 2

億 1,300 万円）以上

必要）。 

 

輸入税の免税は、研

究開発及びトレーニ

ング用機械のみ。 

法人税の減免なし。 

 

設備機械の輸入税の

ほか、輸出用製品の

原材料の免税も認め

られる。 

 

2018年の ITC廃止及び IBC への統合後、商社機能に関してより利用しやすい投資奨

励対象事業の復活が望まれていたため、今後の IPOの活用状況が注目されます。 

 

 

 

 

 

弁護士 二見 英知 

 +66-2-009-5167（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhm-global.com 
 

弁護士 岩澤 祐輔 

 +66-2-009-5169（バンコク） 

 yusuke.iwasawa@mhm-global.com 
 

弁護士 塙 晋 

 +66-2-009-5127（バンコク） 

 susumu.hanawa@mhm-global.com 

mailto:hidetomo.futami@mhm-global.com
mailto:yusuke.iwasawa@mhm-global.com
mailto:susumu.hanawa@mhm-global.com
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3. ベトナム： 個人情報保護に関する政令案の公表 

 

ベトナムでは、現在、個人情報保護に関する包括的な法令は存在せず、民法や情報テ

クノロジー法、サイバー情報セキュリティ法、サイバーセキュリティ法等の様々な法令

に個人情報保護に関する規定が点在している状況です。このような中、ベトナム政府は

個人情報保護に関する包括的な法令の制定を目指しており、2021 年 2 月 9 日、個人情

報保護に関する政令案（Draft Decree on Personal Data Protection：「本政令案」）が公

表されました。本政令案は同年 4月 9日までパブリックコメントに付されており、同年

12月 1日の施行が予定されています。 

本政令案では個人情報保護に関する重要な規制が多岐にわたり定められていますが、

特に実務に影響を及ぼし得る規制として、センシティブ個人情報処理に関する登録義務

（下記(2)）、及びベトナム人の個人情報の域外移転に関する規制（下記(3)）を紹介しま

す。 

 

(1) 個人情報の分類 

 

前提として、現在のベトナムにおける個人情報保護に関する法令では、規制対象と

なる個人情報がセンシティブな情報か否かで特段区別されていませんが、本政令案で

は、規制対象となる「個人情報」（個人に関する情報又は特定の個人を識別し若しく

は識別し得る情報）が「基礎個人情報」と「センシティブ個人情報」の 2種類に分類

され、その取扱いが異なっています。基礎個人情報とセンシティブ個人情報の定義は、

概ね以下のように分類されています。 

 

基礎個人情報 センシティブ個人情報 

(a) 出生証明省に記録される氏名・仮名 

(b) 誕生日、死亡・失踪日付 

(c) 血液型、性別 

(d) 出生場所・出生登録場所、本籍地・

現住所、出身地、連絡先、メールア

ドレス 

(e) 学歴 

(f) 民族性 

(g) 電話番号 

(h) IDカード番号、パスポート番号、身

分証明番号、運転免許番号、ナンバ

ープレート番号、個人納税者番号、

社会保険番号 

(i) 配偶者の有無 

(a) 政治的・宗教的意見 

(b) 医療サービスの登録・提供の過程で収

集・認識された個人の身体・精神的健

康状況 

(c) 先天的・後天的遺伝情報 

(d) 身体的・生物学的特徴 

(e) ジェンダーに関する情報（当該個人が

単一又は複数の性、一部又は全部の性

を有ていると認識されているか、性同

一性障害等） 

(f) 生活・性的指向 

(g) 犯罪歴・犯罪行動 

(h) 金融機関から提供される口座・カード

その他の支払手段、財政状況・信用履
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(j) サイバースペースにおける活動内

容・活動履歴 

歴・収入レベル等に関する情報 

(i) 現在又は過去の位置情報 

(j) 社会的関係（social relationship） 

(k) その他法令で特定される情報 

 

(2) センシティブ個人情報「処理」を行う場合の登録義務 

 

本政令案では、センシティブ個人情報の処理を行う場合における当局への登録義務

の導入が予定されています。 

すなわち、本政令案上、ベトナム国内外を問わず、個人情報の「処理」を行う機関・

個人（「個人情報処理者」）は、センシティブ個人情報の「処理」を行う場合、原則と

して、事前に政府直属機関として公安省内に設置される個人情報保護委員会

（Personal Data Protection Commission）に登録することが義務付けられます。この

個人情報の「処理」は幅広い概念として定義されており、個人情報の収集・記録・分

析・保存・変更・開示・アクセスの付与・復旧・回収・暗号化・復号・複製・移転・

削除・破壊その他の関連行為を含むと規定されているため、上記のいずれかの方法で

センシティブ個人情報を取り扱う際には、個人情報保護委員会への登録が必要となり

ます。なお、例外として、センシティブ個人情報の処理が規制違反の防止・捜査・調

査等のために行われる場合や裁判所による司法上の機能として行われる場合等、一定

の場合には個人情報保護委員会への登録が不要となります。 

センシティブ個人情報の処理を個人情報保護委員会に登録する場合、以下の書類を

提出する必要があります。個人情報保護委員会は、不備のない以下の書類を受領して

から 20営業日以内に登録の処理を行うこととされています。 

 

(a) センシティブ個人情報の登録申請書 

(b) センシティブ個人情報処理に関する影響評価報告書（個人情報処理の具体的内

容・目的、処理対象個人情報の特性、処理対象個人情報の主体に及び得る損害

の評価、当該損害の管理・最小化・排除方法を内容とする。） 

(c) 上記(a)・(b)の書類の内容に関連する各種資料 

 

(3) 個人情報の域外移転に関する規制 

 

本政令案においては、ベトナム人の個人情報（センシティブ個人情報に限られませ

ん。）をベトナム国外に移転するためには、原則として以下の全ての条件を満たす必

要があることとされています。 

 

(a) 個人情報の主体が域外移転に同意すること 

(b) オリジナルデータがベトナムに保存されること 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

(c) 個人情報の受領国・地域又はその特定のエリアが本政令案と同程度又はそれ以上

の個人情報保護に関する法規制を有することについて証明する書類を得られて

いること 

(d) 個人情報保護委員会の書面による承認があること 

 

上記(a)の個人情報の主体による同意については、本政令案上、沈黙や不回答による

黙示の同意は認められず、また書面により印刷・複製可能な形式で得ることが求めら

れています。 

ただし、ベトナム人の個人情報の域外移転について、本政令案では、以下の条件を

満たせば、上記(a)～(d)の条件を満たさなくとも域外移転を行うことが可能とされて

います。もっとも、下記①及び②の条件は上記(a)及び(d)の条件と重複しており、い

ずれにせよ、個人情報の域外適用には、個人情報の主体の同意と個人情報保護委員会

の書面による承諾が必要となる点に留意を要します。 

 

① 個人情報の主体が域外移転に同意すること 

② 個人情報保護委員会の書面による承認があること 

③ 個人情報処理者が個人情報を保護することを確約すること 

④ 個人情報処理者が個人情報保護に関する法規制の違反行為の防止・捜査・調査に関

する必要な措置を講じることを確約すること 

 

個人情報の域外移転を行う個人情報処理者は、個人情報の域外移転の履歴を 3年間

保存するシステムを構築する必要があり、個人情報保護委員会は 1年に一度、定期的

に個人情報の域外移転を評価することとされています。 

また、個人情報のうち、センシティブ個人情報の域外移転を行う場合には、個人情

報の主体の同意取得等に加えて、上記(2)と同様、センシティブ個人情報の域外移転に

関する登録申請書や影響評価報告書等の書類を提出し、個人情報保護委員会に登録し

なければならない点にも注意が必要です。 

 

以上のとおり、本政令案では、新たにセンシティブ個人情報の処理や個人情報の域外

移転に関して、個人情報保護委員会への登録又は書面承諾の取得という新たな手続を導

入することが提案されており、これらの手続への対応に相応の負担が必要となることも

予想されます。本政令案はあくまでもドラフトであり、実務上の負担への懸念も考慮し

て更に内容が変更される可能性もあるため、引き続き、本政令案に関する議論の進捗・

内容を注視することが重要と思われます。 

 

 

 

 

弁護士 江口 拓哉 

 +84-28-3622-2601（ホーチミン）  

 03-5223-7745（東京） 

 takuya.eguchi@mhm-global.com 
 

弁護士 西尾 賢司 

 +84-28-3622-2602（ホーチミン） 

 kenji.nishio@mhm-global.com 
 

弁護士 岸 寛樹 

 +66-2-009-5135（バンコク） 

 hiroki.kishi@mhm-global.com 
 
 

弁護士 川上 愛 

 +84-28-3622-2603（ホーチミン） 

 ai.kawakami@mhm-global.com 
 

mailto:takuya.eguchi@mhm-global.com
mailto:kenji.nishio@mhm-global.com
mailto:hiroki.kishi@mhm-global.com
mailto:ai.kawakami@mhm-global.com
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4. インド： 保険業に対する外資規制緩和の方向性 

 

2021年 2月 1日、インドの Smt Nirmala Sitharaman 財務大臣は、2021年の連邦予

算に関する予算演説を行いました。その中で、同大臣は、保険業に対する外資規制緩和

の方向性を発表しました。 

従前、保険業に対する外国直接投資は、政府の事前承認が不要である自動ルートにお

いて、49％までしか認められていませんでした。これに対し、予算演説では、保険業に

対する外国直接投資を、自動ルートにおいて 74％まで認める方向性が打ち出されまし

た。 

保険業に対するインドの外資規制は、従前、他の業種に比べると、比較的厳しく制限

されてきました。すなわち、2015 年までは、保険業に対する外国直接投資は、自動ル

ートで 26％までしか認められていませんでした。これが 2015年に緩和され、自動ルー

トで 49％まで認められることとなったものの、外国法人がインドの保険業を営む会社

の過半数の株式を取得することは許されてきませんでした。これが、今般の予算演説で

発表された方向で実際に緩和がなされると、外国法人がインドの保険業を営む会社の過

半数の株式を取得することが可能となります。もっとも、Smt Nirmala Sitharaman 財

務大臣は、予算演説で、併せて、インドの保険業を営む会社の取締役の過半数はインド

居住のインド人であること、Key Managerial Personnel と称される主要役職者はイン

ド居住のインド人であること等の制限を提示しており、外国法人がインドの保険業を営

む会社の過半数の株式を取得したとしても、取締役の構成については引き続き制約が課

される方針とすることが窺われます。 

予算演説で公表されたインドの保険業に対する外資規制緩和の方向性が、この後、ど

う確定し、実際にどのような外資規制が施行されていくのか、今後の動向を注意深く見

守る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

弁護士 小山 洋平 

 03-5220-1824（東京） 

 yohei.koyama@mhm-global.com 

 

弁護士 臼井 慶宜 

 06-6377-9405（大阪） 

 yoshinori.usui@mhm-global.com 

mailto:yohei.koyama@mhm-global.com
mailto:yoshinori.usui@mhm-global.com
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今月のコラム－シンガポールのネコ科事情－ 

 

突然ですが、みなさまはホワイトタイガーの肉球の色は何色かご存知でしょうか。お

そらく「なぜシンガポールのコラムで虎の話？」と思われたでしょうが、シンガポール

と虎の間には、切っても切れない関係があるのです。 

シンガポールと関係のありそうなネコ科の動物と言

えば、いの一番に思い浮かぶのは「ライオン」ではない

でしょうか。シンガポールと言えばマーライオン。マー

ライオンは、上半身がライオン、下半身が魚の形をした

想像上の生き物で、元々はシンガポール観光局がロゴマ

ークとして考案したものです。上半身のライオンはシン

ガポールの語源である「シンガプーラ（マレー語で「ラ

イオンの町」）」を、そして下半身の魚はシンガポールが

もともと「テマセク」と呼ばれる漁村であったことを象

徴するものとされています。 

もっとも、シンガポールには太古から野生のライオンは生息していません。それにも

かかわらず、なぜこの地が「シンガプーラ＝ライオンの町」と呼ばれることになったの

でしょうか。一説では、スマトラ島にあったシュリーヴィジャヤ王国の王子が、現在の

シンガポール島に上陸した際に見つけた不思議な獣を「ライオン」と教えられ、「シン

ガプーラ」と名付けたとされていますが、このときに王子が見た獣はマレー半島に広く

生息していた虎だと言われています。このような伝説に基づき、シンガポールの国章に

はライオンと虎の両方が描かれています。 

この伝説にもあるように、太古の昔には当地にも多数生息していた虎ですが、現在で

は野生の虎はシンガポールでは見ることができません。これは 19 世紀のイギリス植民

地時代にシンガポールの開発が進むにつれ、人間が虎に襲われる事態が多発し、政府に

より虎の狩りが推奨されていたからです。ある記録によれば、シンガポールの最後の野

生の虎は、1930年代に北西部の Choa Chu Kang で射殺されたとされています。 

シンガポールには、このような人間と虎の悲しい歴史がありますが、現在ではシンガ

ポールでも虎は大事にされています。シンガポール随一の観光地であるシンガポール動

物園ではホワイトタイガーが大人気。ホワイトタイガーはインド等に生息するベンガル

トラの変種であるため、厳密にはシンガポールに生息していたマレートラとは異なりま

すが、シンガポール動物園イチ押しの動物として、今日もネコ科らしい愛嬌を振りまい

ています。 

さて、冒頭でも触れましたが、ホワイトタイガーの肉球は何色なのでしょうか。猫好

きな方にはとても気になるかもしれませんが、その答えは COVID-19の状況が落ち着い 

たら是非シンガポール動物園に来て確認してみてください。 

（弁護士 内田 義隆） 
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セミナー 

➢ セミナー  『RCEP の原産地規則：メガ EPA の文脈における意義』 

開催日時  2021年 3月 27日（土）12:00～13:30 

講師    畠山 佑介 

主催    国際取引法学会 

 

➢ セミナー  『グローバル(欧米・アジア／BRICs)データ保護規制の要点比較と最 

新実務対応』 

視聴期間  2021年 4月 21日（水）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

NEWS 

➢ 森濱田松本知識産権代理（北京）有限責任公司業務開始のご案内 

当事務所では、この度、中国での商標出願・審判等の業務を専門的に手がける関

連会社である森濱田松本知識産権代理（北京）有限責任公司（執行董事：小野寺 

良文）を、中華人民共和国北京市に設立し、業務を開始いたしました。 

これにより、中国での冒認商標のウォッチング、先行商標調査、商標出願手続、

商標関連審判、行政摘発、著作権登録等に関する業務をクライアントの皆様にワ

ンストップでご提供できる体制を整えました。 

中国では、依然として、第三者による商標の不正取得（冒認出願）、商標権・著

作権を侵害する模倣品・海賊版等の被害が深刻な状況にあり、また、これらの問

題に専門的かつ適切に対処できる現地代理人に依頼することも必ずしも容易で

はありません。 

 

当事務所では、北京オフィス及び東京の商標チームと新会社とがシームレスに連

携し、中国でのクライアントの皆様の商標権の取得、権利執行、保護のために日

本の法律事務所ならではの質の高いサービスを提供してまいる所存です。 

 

設 立 2020年 9月（2021年 1月業務開始） 

代表者 執行董事／総経理 小野寺 良文 

住 所 北京市朝腸区東三環北路 5 号 

北京発展ビル 3階 

電 話 +86-10-6593-1130 

F A X +86-10-6593-1197 
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メール yoshifumi.onodera@mhm-global.com 

取扱業務 商標出願（商標調査を含む）、中間対応、商標異議申立（冒認出願

監視を含む）、不使用取消請求、拒絶査定不服審判、無効宣言請求、

模倣品監視・調査、行政摘発、EC サイトのテイクダウン、税関

差止、著作権登録、ドメイン名登録抹消手続 

 

（本件に関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

TEL: 03-6212-8330／E-mail: mhm info@mhm-global.com 

 

➢ Chambers Global 2021にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2021 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、ヤンゴンオフィス、及び北京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。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

 Banking & Finance: Domestic (Band 1) 

 Capital Markets: Domestic (Band 1) 

 Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

 Corporate/M&A: Domestic (Band 1) 

 Dispute Resolution: Domestic (Band 1) 

 Intellectual Property: Domestic (Band 2) 

 International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Band 1) 

 International Trade (Band 2) 

 

MYANMAR 

 General Business Law (Band 2) 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

 Banking & Finance (Band 2) 

 Corporate/M&A (Band 2) 

 Projects & Energy (Band 1) 

 

mailto:mhm_info@mhm-global.com
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弁護士 

JAPAN 

 Banking & Finance: Domestic 

Leading Individual: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

 Capital Markets: Domestic 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光 

 Capital Markets: Domestic: J-REITs  

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

 Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives  

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

 Corporate/M&A  

Foreign Expertise based abroad in Myanmar: 武川 丈士 

 Corporate/M&A: Domestic 

Leading Individual: 棚橋 元、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、林 宏和、

小島 義博 

 Dispute Resolution: Domestic  

Leading Individual: 飯田 耕一郎、関戸 麦 

 Dispute Resolution: International 

Associates to watch: ダニエル・アレン 

 Intellectual Property 

Foreign expert for China: 小野寺 良文 

 Intellectual Property: Domestic 

Leading Individual: 三好 豊 

Up and Coming: 岡田 淳 

 

CHINA 

 Intellectual Property (International Firms) 

Foreign Expertise based abroad in Japan: 小野寺 良文 

 

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、ジョセフ・ティステ

ィウォン 

 Corporate/M&A 
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Leading Individual: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

 Projects & Energy 

Leading Individual: 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 

 

 

（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 


