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第 124号（2021年 4月号） 

 

 

今月のトピック 

1. インドネシア ： リスクベースの事業許可実施に関する政令 2021年 5号の施

行 

2. タイ ： タイ国外の電子サービス提供業者に対する付加価値税の導

入 

3. シンガポール ： 外国人就労ビザ発給規制の強化 

4. ミャンマー ： ①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート 

  ②： 2月 1日国家緊急事態宣言後の国内動向アップデート 

5. マレーシア ： 改正 MACC法のもとでの初の法人起訴事例 

6. フィリピン ： データ共有契約に関するガイドライン 

7. ベトナム ： 投資法に関する政令の公布・施行 

 

今月のコラム －インドにおける到着ビザ（Visa on Arrival）－ 

 

 

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124

号（2021 年 4 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： リスクベースの事業許可実施に関する政令 2021年

5号の施行 

 

本レター第 118 号（2020年 12月号）において、雇用創出法（通称オムニバス法）に

よる投資法の改正点のポイントとして、インドネシアにおける事業開始までの手続とし

てリスクベース・アプローチ（対象事業のリスクを 4段階に分け、各リスクレベルに応

じた手続を取ることを認めるもの）が採られることとなったこと及びリスクレベルの分

類については実施細則で規定される予定であることをお伝えしました。 

上記雇用創出法の規定を受け、リスクベースの事業許可実施に関する政令 2021 年 5

号（「本政令」）が 2021年 2月 2日付けで公布され、即日施行されています。本政令は、

リスクレベルの分類についての詳細だけでなく、外資企業の最低投資総額要件の例外と

いう重要な事項も規定しているため、以下ではこの 2点についてご紹介します（まずは

後者からご紹介します。）。 

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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(1) 外資企業の最低投資総額要件及び例外 

 

外資企業（「PMA 会社」）は、土地建物を除く最低投資総額 100 億ルピア（現在の

為替レートで約 7,480万円）を満たす必要があります。 

この最低投資総額は、投資調整庁（「BKPM」）規則 2020 年 1 号により、インドネ

シア標準産業分類（「KBLI」）の 5桁の番号ごと、プロジェクトの場所ごとに判断され

ること、及び一部の業種についての最低投資総額要件充足の方法に関する例外が規定

されていました。 

本政令においても、最低投資総額について原則として KBLIの 5 桁の番号ごと、プ

ロジェクトの場所ごとに判断されるという点についての変更はありませんが、最低投

資総額要件充足の方法に関する例外について、いくつか変更があります。変更点は、

以下のとおりです。 

 

事業分野 BKPM 規則 2020年 1号 本政令 

卸売業 上 2桁が共通する KBLI番号

ごとに最低投資総額要件を満

たす必要（上 2桁が同じ KBL

I番号が 2つある場合、最低

投資総額として 200億ルピア

（現在の為替レートで約 1億

5,000万円）ではなく 100億

ルピアを満たせば足りる。） 

上4桁が共通するKBLI番号ごとに

最低投資総額要件を満たす必要

（上 2桁は同じでも上 4 桁が異な

る KBLI番号が 2つある場合、最低

投資総額として 200億ルピアを満

たす必要がある。） 

飲食サービス業 県又は市単位で最低投資総額

要件を満たす必要 

1つの事業場所ごと、2桁が共通す

る KBLI番号ごとに最低投資額要

件を満たす必要（同一の県又は市

内でも事業場所が異なる場所で同

じ事業を営んでいる場合には当該

事業場所ごとに最低投資総額とし

て 100億ルピアを満たす必要があ

る。） 

建設業 1つの事業活動につき最低投

資総額要件を満たす必要 

1つの事業活動につき、上 4桁が

共通する KBLI番号ごとに最低投

資総額要件を満たす必要（法文か

ら詳細は不明だが、ある一つの建

設プロジェクトについて複数の K

BLI番号の事業分野が関連する場

合、KBLI番号の上 4桁が異なる場

合にはそれぞれについて最低投資
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総額として 100億ルピアを満たす

必要がある。） 

製造業 なし 1つの生産ラインごと（法文から

は詳細は不明だが、KBLI 番号の異

なる製品を製造する場合でも、同

じ生産ラインであれば、生産ライ

ンごとに最低投資総額として 100

億ルピアを満たせば足りるという

趣旨のように思われる。） 

 

以上のとおり、卸売業、飲食サービス業及び建設業については、従前よりも最低投

資総額要件についての規制が厳しくなっているようにも見受けられる一方、製造業に

ついては新たに例外が創設されていることから最低投資総額要件について規制が緩

和されたように見受けられます。 

 

(2) リスクレベルの分類等に関する詳細規定 

 

(a) 本政令別紙概要 

本政令には別紙 I～IV が添付されており、そのうち、別紙 I及び IIが重要な別紙と

なります（ここに、リスクレベルの分類についての詳細が規定されています。）。 

具体的には、別紙 Iは A 及び B の 2セクションに分かれており、セクション A に

おいて、①事業分野（KBLI 番号）ごとのリスクレベル、②それを前提とした事業開

始までに必要な手続（書類）、③事業許可取得までの所要日数、④事業許可の有効期

限等が表形式で示されています。一方、同別紙セクション B においては、各事業を

行うにあたり必要となる従たる許認可（Supporting License）の概要が記載されて

います。 

また、別紙 IIについても、A 及び B の 2セクションに分かれており、セクション

A において、別紙 I のセクション A で示された事業分野ごとのリスクレベルに応じ

た事業許可取得の条件及び事業許可を継続して保有するために果たすべき義務が記

載されています。一方、同別紙セクション B においては、別紙 I のセクション B で

示された事業分野ごとに必要となる従たる許認可取得の条件及び同許認可を継続し

て保有するために果たすべき義務が記載されています。 

 

(b) 本政令別紙に関する留意点 

上記別紙で留意すべきは、別紙の分量が数千ページにもわたるものであり、同一

の KBLI番号が別紙の一つの箇所にのみ登場するだけではなく、随所に登場する場合

もある点や、別紙 II のセクション A で示されている事業許可を継続して保有するた

めに果たすべき義務として、大統領令 2021 年 10 号（本政令と同じく、2021 年 2
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月 2 日公布、同年 3 月 4 日施行：「本大統領令」、詳細は本レター第 123 号（2021

年 3月号外）をご参照ください。）により廃止された大統領令 2016年 44号（「旧大

統領令」）に規定されていた外資規制が含まれているものもある点です（例えば、本

大統領令においては、建設業は一部中小企業に留保されているものを除き外資出資

比率 100％も認められるように読める一方で、本政令においては、オフィスビルの

建設をはじめ複数の建設業について、PMA 会社が遵守すべき義務として旧大統領令

と同じ外資規制（外資出資上限は 67％（ASEAN からの投資家については 70％））

に服する旨が記載されています。）。 

本政令及び本大統領令は上位法が同一であり（投資法）、法の序列としては、政令

が大統領令の上位に位置するため、本政令が本大統領令に優先すると解釈されるの

が自然な解釈と思われます。その意味では、外資規制を定める本大統領令以外にも

本政令において別段の外資規制が定められている可能性があることになるので留意

が必要です。 

また、別紙 I 及び II において、業種分野ごとに必要となる事業許可及び追加的な

許認可が完全に漏れなく記載されているとは限らない点にも留意が必要です。個別

セクターごとの個別法令上の許認可等が別途必要となる場合もあり得る点は念頭に

入れておく方が望ましいと思われます。 

 

リスクベース・アプローチに基づく許認可については、OSS と呼ばれる許認可申請

プラットフォームを通じて運営されることになりますが、本稿執筆時点において、OS

S のシステムはリスクベース・アプローチへの制度変更にまだ対応しておらず、2021

年 6月 2日以降にリスクベース・アプローチを前提としたシステムが実装され、利用可

能になる予定です。実務運用含め、今後の動向を注視する必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 118 号（2020年 12月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043808/20201221-110311.pdf 

本レター第 123 号（2021年 3月号外） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047722/20210325-022342.pdf 

 

 

 

 

 

 

2. タイ： タイ国外の電子サービス提供業者に対する付加価値税の導入 

 

2021年 2月 11 日、歳入法（Revenue Code, B.E. 2481 (1938)）が改正され（「本改

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

 

弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043808/20201221-110311.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047722/20210325-022342.pdf
mailto:tetsu.takeuchi@mhm-global.com
mailto:daisuke.hanamura@mhm-global.com
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正法」）、2021 年 9 月より、タイ国外からタイ国内向けに提供する電子サービスに関し

て、タイにおける付加価値税（「VAT」）の支払義務が生じることになりました。本稿で

は、本改正法の概要をご説明します。 

 

(1) 背景及び概要 

 

近年、OECD（経済協力開発機構）の勧告に準じ、国外からの電子サービス提供に

関して自国の付加価値税の課税対象とする国が増加していますが、タイにおいても

2021年 2月 11 日に施行された本改正法により、同様の制度が導入されました。 

これにより、同年 9 月 1 日以降、タイにおいて VAT 登録をしていないタイ国内の

者（自然人及び一定の法人）向けに電子サービスを提供するタイ国外事業者のうち、

当該サービスのタイにおける年間売上額が 180万バーツ（現在の為替レートで約 626

万円）を超える者（「本対象事業者」）は、タイにおいて VAT 登録を行い、歳入局に

対して VATを支払う必要が生じます。 

課税対象となる電子サービスには、例えば、映画、ゲーム、音楽等のダウンロード

サービス、広告業、予約サイト、ストリーミングサービス等が含まれます。 

 

(2) VAT 登録及び支払の方法 

 

本対象事業者がタイにおける VAT 登録を行うに際しては、歳入局のシステム

（Simplified VAT System for e-Services）を利用することが予定されていますが、当

該システムは現在開発中となっており、その詳細は現時点では不明です。 

本対象事業者は、上記システムにより、毎月、歳入局に対して VAT（現在の税率は

7％）を支払う必要があります。VAT の支払いを怠った場合、2,000 バーツ（現在の

為替レートで約 6,950円）以下の罰金を科される可能性があり、また、租税回避行為

とみなされた場合には、20 万バーツ（現在の為替レートで約 69万 5,000円）以下の

罰金もしくは 1 年以下の禁固に処され、またはこれらが併科される可能性があります。 

 

(3) VAT の計算方法 

 

歳入法上、タイ国内の事業者が支払う VAT の税額計算に際しては、売上 VAT（事

業者による物又はサービスの販売時に発生する VAT）から一定の要件を満たす仕入

VAT（当該事業者による物又はサービスの購入時に発生する VAT）を控除することが

できますが、本改正法により VAT の支払が必要となるタイ国外の本対象事業者につ

いては、仕入れ VAT の控除を行うことができません。本対象事業者は、VAT 分を価

格に転嫁するなどの対応を検討する必要があります。 

 

タイ国外からタイ国内向けに電子サービスを提供している事業者は多数存在するも
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のと考えられ、本改正法の影響範囲は広範になる可能性があります。本対象事業者は、

今後整備される下位法令や歳入局のシステムを含め、本改正法に関連する動向を注視し、

タイにおける VATの制度を理解する必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

3. シンガポール： 外国人就労ビザ発給規制の強化 

 

シンガポールの外国人就労ビザ（「就労ビザ」）発給を管轄するシンガポール労働省

（The Ministry of Manpower：「MOM」）は、シンガポール国籍又は永住権保持者らの国

内人材（「国内人材」）を対象とした従前からの雇用促進政策に加えて、COVID-19 の影

響による国内外の経済状況に鑑み、昨年から就労ビザ発給条件の変更を行うなど、就労

ビザ発給については規制強化の方向性を示しています。外国人を雇用しているシンガポ

ール企業は今後の規制動向にも引き続き留意が必要です。本稿では、昨年からこれまで

に発表された就労ビザ発給規制強化策の大きな流れをご紹介します。 

 

(1) 就労ビザの最低給与基準の増額による規制強化 

 

一般職や中堅技術職種に従事する外国人を発給対象者とした就労ビザである S 

Pass 及び総合職や高度専門職に従事する外国人を発給対象者とした就労ビザである

Employment Pass（「EP」）の両方において、申請要件の一つである最低給与基準

（「基準」）が相次いで増額されました。2020 年における具体的な増額の経緯は、

以下の表のとおりです。 

 

就労ビザの種類 2020年における最低月額給与基準の増額の経緯 

Employment Pass 
SGD3,600（従前）→SGD3,900（5月）→SGD4,500（9月）

（さらに金融業について SGD5,000（12月）） 

S Pass SGD2,300（従前）→SGD2,400（1月）→SGD2,500（10月） 

（参考為替レート 1シンガポールドル＝81円） 

 

なお、この基準は就労ビザ申請者の年齢や経験年数に比例して上昇するとされてお

り、年齢や経験年数が高い外国人の就労ビザ申請に必要な基準も全体的に上昇する点

に留意が必要です。これにより、従前と同様の給与設定では基準を満たせず、EP の

申請又は更新が出来ないといった事例が生じており、雇用主にも大きな影響を及ぼし

ています。 

 

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 
 

mailto:hidetomo.futami@mhm-global.com
mailto:yusuke.iwasawa@mhm-global.com
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(2) 就労ビザ発給枠の削減 

 

S Pass の申請に関しては、国内人材の従業員数に基づき MOM から雇用主に対し

て発給枠が付与され、雇用主はその発給枠の範囲で S Pass の申請が出来ます。2021

年 2 月 16 日付けの MOM の発表において、製造業に分類される雇用主に付与する S 

Pass 発給枠を、2022 年からはこれまでの基準である国内人材の従業員数の 20％か

ら 18％に、2023 年からは 15％まで引き下げることが決定されています。このような

S Pass 発給枠の削減により、国内人材の従業員数を増やさない限りは、雇用主の S 

Pass 発給枠が純減し、現在 S Pass の発給を受けて就労している外国人の雇用が維持

できない結果となるため、雇用主として対応方針の検討が必要となります。 

 

(3) 企業内転勤者（「ICT」）の制度を利用した場合の駐在員の家族帯同制限と将来

的な就労ビザ取得制限の可能性 

 

MOM は、原則として外国人を採用する前に最低 28 日間の国内人材向け求人広告

掲載を雇用主に義務づけており（「求人広告掲載義務」）、応募者に対する採用選考を

行った上で、採用要件を満たす候補者が国内人材には見つからなかった旨を就労ビザ

申請時に MOM に申告する必要があります。ただしこの例外として、世界貿易機関

（World Trade Organization：「WTO」）で定義される企業内転勤者（Inter-Corporate 

Transferees:「ICT」）に該当する多国籍企業の駐在員らに関しては、これまで特段条

件が付されること無く、ICT としての EP 申請であれば求人広告掲載義務が免除され

ていました。 

しかし、2020 年 11月以降の運用上、ICTを適用した駐在員の EP 申請について、

引き続き求人広告掲載義務の免除は可能なものの、その場合は原則として駐在員の家

族らの帯同家族ビザ（Dependant’s Pass：「DP」）申請が出来ないという新たな条件

が課されました。また、MOM は、2020 年 11 月以降に ICT の制度を適用して EP 発

給を受けた駐在員に関して、当該 EP の有効期限満了後、将来的に就労ビザの発給を

行わないとの立場をとっています。 

これらの制限により、駐在員が家族の帯同を希望する場合や、将来的に再びシンガ

ポールでの就労が想定される場合には、駐在員の EP 申請に際して ICTを選択する実

益が乏しくなりました。 

 

(4) DP 保持者に対する就労許可証（「LOC」）の発行停止と就労ビザ取得の義務化 

 

シンガポールでは、就労ビザ保持者の家族である DP 保持者の現地での雇用に際し

ては、最低給与基準等の申請要件設定が無く、また、別途 EP 又は S Pass を取得せ

ずとも雇用主が MOM に就労許可証である LOC の発行を申請することで、これまで

は比較的容易に DP 保持者の雇用が可能とされてきました。しかし、2021 年 3 月 3
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日付けの MOM 発表によると、原則として 2021 年 5 月 1 日以降は LOC の発行が停

止され、LOC 有効期限満了後も就労を継続する DP 保持者は、別途 EP 又は S Pass

の取得が必須となります。したがって、これまでの就労条件では EP 又は S Pass の

各発給条件を満たせず就労ビザ取得が出来ない場合、DP 保持者の就労の継続が困難

となる事例が多く発生するように思われます。 

 

上記のとおり、MOM により様々な角度から就労ビザ発給に関する規制が強化されて

います。これらは、外国人を雇用している企業にとって重要な検討・考慮事項を含むた

め、今後の変更点にも引き続き注視する必要があります。 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ミャンマー 

 

①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート 

 

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の米国及び英国に

よる対ミャンマー経済制裁の概要については、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）及

び第 122号（同年 3月号）においてお伝えしたとおりです。本稿では、欧州連合（「EU」）

により新たに発出された制裁を含む、その後の対ミャンマー制裁についてのアップデー

トをお伝えします。 

 

(1) 米国による制裁 

 

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、市民の抗議活動に対するミャンマー国軍

による弾圧の激化を受け、米国による制裁措置の対象者を徐々に拡大しており、米国

時間 2021 年 3 月 25 日には、ミャンマー国軍系複合企業である Myanma Economic 

Holdings Public Company Limited（「MEHL」）及び Myanmar Economic Corporation 

弁護士 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 

 takeshi.komatsu@mhm-global.com 

 

弁護士 細川 怜嗣 

 +65-6593-9467（シンガポール） 

 reiji.hosokawa@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 

 
パラリーガル 有馬 潤 

 +65-6593-9750（シンガポール） 

 megumi.arima@mhm-global.com 

mailto:takeshi.komatsu@mhm-global.com
mailto:reiji.hosokawa@mhm-global.com
mailto:ryutaro.kawamura@mhm-global.com
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Limited（「MEC」）を、米国による資産凍結措置の対象者（SDN）のリストに追加し

ました。 

また、米国通商代表部（USTR）は、米国時間 2021 年 3 月 29 日、2013 年にミャ

ンマーと締結した貿易・投資枠組み協定（TIFA）に基づく通商面での全ての取り組み

を、民主的に選ばれた政権が復活するまで停止する旨を公表しています。併せて一般

特恵関税制度（GSP）の適用の見直しについても示唆されています。 

 

(2) 英国による制裁 

 

英国政府は、対ミャンマー制裁における資産凍結措置の対象として、MEHL（英国

時間 2021年 3月 25日付け）及び MEC（同 4月 1日付け）を追加しました。 

 

(3) 欧州連合による制裁 

 

EU理事会は、現地時間 2021年 3月 22日、ミン・アウン・フライン国軍最高司令

官ら 11名を資産凍結及び渡航禁止措置の対象として指定しました。これにより、EU 

persons（EU加盟国の国民や EU加盟国において設立された法人等）は、上記の制裁

対象者との間で取引を行うことが禁じられることになります。なお、EU は従前より

講じられていたミャンマーに対する武器禁輸措置も引き続き維持しています。また、

ミャンマー国軍が保有又は支配している経済主体に対する追加制裁の可能性を示唆

しており、今後 MEHLや MECが制裁対象者として指定されるかが注目されます。 

 

②： 2月 1日国家緊急事態宣言後の国内動向アップデート 

 

(1) ヤンゴンの一部地域への戒厳令の発出 

 

国家行政評議会（State Administration Council）は、2021年 3月 14日及び 15日、

戒厳令（Martial Law Order）第 1/2021号から第 3/2021号（戒厳令）を順次発出し、

ヤンゴン管区のラインタヤ、シュエピタ、北ダゴン、南ダゴン、ダゴン・セイッカン、

北オッカラパの 6 郡区における行政及び司法に関する権限がヤンゴン管区司令官

（Commander of the Yangon Command）に委譲されることを公表しました。これら

の対象地域では、政府への不信感を煽る行為や、国防活動及び公務員の業務を妨害す

る行為を含む一定の犯罪について、通常の刑事裁判手続ではなく、一審制の軍事法廷

で裁かれ、最高刑として死刑もあり得る判決が下されることになります。 

 

(2) ミャンマー投資委員会の再組成 

 

国家行政評議会は、2021年 3月 4日付け Notification 第 30/2021号において、新た
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に組成されたミャンマー投資委員会（Myanmar Investment Commission：「MIC」）の

メンバーを公表しました。MICの事務局長には、ミャンマー国軍のモー・ミン・トゥ

ン中将が就任しています。なお、同月 24 日には、MIC が 10 件の新規投資案件を承

認したことが公表されており、MICにおける実務が再開されていることが伺われます。 

 

(3) 市民不服従運動による銀行業務の停滞に関するミャンマー中央銀行の対応 

 

ミャンマーでは、国家緊急事態宣言の発出以後、市民による抗議活動として、市民

不服従運動（Civil Disobedience Movement）と呼ばれる就労拒否が行われています。

この運動の中心として多数の銀行員が参加していることから、ミャンマー国内の多く

の銀行において営業活動を行うことができず、経済活動全体に大きな影響を及ぼして

います。このような事態を受け、ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar：

「CBM」）は、2021 年 3月以降、国内の銀行に対して、速やかな営業再開を命じると

ともに、これに従わない銀行には罰金を科すという対策を講じています。また、でき

るだけ多くの顧客による現金引出しが可能となるよう、預金引出し額を一定金額に制

限するという措置も採っています。情勢は徐々に改善されているという情報もあるも

のの、完全な形での営業再開には至っておらず、今後も、CBM の動向を含め事態の

推移を注視していく必要がありそうです。 

 

国家緊急事態宣言後のミャンマー情勢に鑑み、多くの進出企業様において現地事業の

縮小や一時休業、ひいてはミャンマーからの撤退を検討されていることと存じます。こ

れらの実施に当たっては、ミャンマー会社法や労働規制を中心とした関連規制や、事業

によっては関係する許認可制度に関する様々な論点についての検討が必要となります。

方針決定に際して、これらの検討が必要な場合には、弊所でも御相談をお受けすること

が可能ですので、随時お問い合わせください。 

 

（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 

本レター第 122 号（2021年 3月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf 
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5. マレーシア： 改正 MACC法のもとでの初の法人起訴事例 

 

マレーシアでは 2018 年にマレーシア汚職防止委員会法（「MACC 法」）が改正され、

法人処罰の制度が導入されました。本年 3月に、この法人処罰制度による初の処罰事例

が報じられましたので、要点をご紹介します。 

 

(1) マレーシアにおける汚職防止に関する法制度 

 

MACC 法は、マレーシアにおいて贈賄を取り締まる基本的な法律です。MACC 法

のもとで、贈収賄の捜査・摘発を行う専属の取締機関として汚職防止委員会が設置さ

れており、また贈収賄に関する犯罪として処罰対象となる行為の類型についても、

MACC法に定められています。 

 

(2) 2018年 MACC法改正 

 

MACC法には従前、法人処罰に関する規定はなく、実務上も贈賄に関して法人に対

する取締りや制裁は行われていませんでした。しかし、MACC法は 2018年に改正さ

れ、営利法人の関係者が贈賄行為等を行った場合に、当該営利法人も一定の場合に処

罰対象とする制度が導入されました。 

改正 MACC 法のもとでは、当該営利法人が当該関係者の贈賄行為について実際に

知っていたか否かを問わず責任を負うこととなり、自然人が贈賄罪又は公務員贈賄罪

を犯した場合に科せられるのと同額の罰金刑を科せられるとされています。営利法人

は、責任から免れるためには、関係者が贈賄行為を行うことを防止するための適切な

措置を取っていたことを証明しなければならないとされています。 

 

(3) 初の法人起訴事例 

 

改正 MACC法は、2020年 6月 1日から施行され、2021 年 3月 17日、上記法人処

罰規定に基づく初の起訴事例が報じられました。 

報道によれば、ある会社の取締役が、下請契約の受注のため、2020年 6月 29日か

ら 10月 14日にかけて贈賄行為を行ったかどで起訴され、あわせて、会社自体につい

ても上記法人処罰規定に基づき起訴されたとされています。 

 

(4) 法人処罰を避けるために 

 

上記のとおり、法人処罰規定に基づき起訴された営利法人は、処罰を避けるために

は、関係者が贈賄行為を行うことを防止するための適切な措置を取っていたことを証

明する必要があります。 
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これに関し、2018 年 12 月 11 日にマレーシア首相府がこうした適切な措置に関す

るガイドラインを公表しています。これによれば、(a) 経営陣が贈賄防止に直接コミ

ットメントすること、(b) 営利法人の規模及び必要性に応じ、定期的なリスクアセス

メントを行うこと、(c) 適切なデュー・ディリジェンス、スクリーニング、ポリシー・

手続といった管理手法を採用すること、(d) 定期的に贈賄防止のためのポリシー・手

続の有効性をレビューし、監査を行うこと、(e) 従業員その他ステークホルダーに対

し定期的な教育及びコミュニケーションを行うことが必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

6. フィリピン： データ共有契約に関するガイドライン 

 

2020 年 12 月 23 日、フィリピンの国家プライバシー委員会（National Privacy 

Commission）は、データ共有契約（Data Sharing Agreement）に関するガイドライン

を定めました（NPC Circular No. 2020-03：「本ガイドライン」）。 

商業的な目的で個人データを共有する場合には、データ共有契約の締結が必要となり

ますが（個人情報保護法施行規則 20条 b.2）、本ガイドラインの制定により、データ共

有契約において規定すべき事項等が明確になりました。 

 

(1) 本ガイドラインの対象 

 

本ガイドラインは、個人情報管理者（Personal Information Controller）が、他の個

人情報管理者に対して個人データの移転、共有又は開示を行うケースを対象としてい

ます。 

これに対して、個人情報管理者が個人情報処理者（Personal Information Processor）

に対して個人データの共有を行うケースは本ガイドラインの対象とはされていませ

ん。この場合には、データ共有契約ではなく、法の定める下請契約（subcontract 

agreement）に従う必要があります（個人情報保護法施行規則 43条、44条）。 

なお、個人情報管理者とは、自ら個人データの管理を行う者、又は、他人に対して

個人データの処理を委託する者をいいます。これに対して個人情報処理者とは、個人

情報管理者から委託を受けて個人データの処理を行う者をいいます。 

 

(2) 本人への通知 

 

本ガイドラインにおいては、他の個人情報管理者に対して個人データを共有する場

弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 

 aki.tanaka@mhm-global.com 
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合、必ずしも本人の同意は必要ではなく、本人の同意を取得しないときは本人に対し

て以下の情報を提供することが必要とされています。 

 

・個人データの受領者の分類（ただし、本人が要請する場合、受領者を特定する必

要あり。） 

・個人データ共有の目的等 

・共有される個人データの分類 

・本人の権利 

・その他本人が個人データの共有の性質・程度、処理の方法を認識するのに十分な

情報 

 

(3) データ共有契約 

 

商業的な目的で個人データを共有する場合には、データ共有契約の締結が必要とな

ります（個人情報保護法施行規則 20条 b.2）。 

本ガイドラインにおいては、データ共有契約において規定すべき事項（当事者、デ

ータ共有の目的、期間、データの処理方法等、安全保管措置、本人の権利、データの

返還等）が明確にされました。 

また、データ共有契約を締結した場合、データ共有契約の写し等を保管する必要が

あります。 

 

上記のとおり、本ガイドラインにより、個人情報管理者の間で個人データを共有する

場合の手続が明確となりましたので、今後は、本ガイドラインに沿って対応を行う必要

があります。他の企業と個人データを共有している企業は、本ガイドラインに沿った対

応（データ共有契約や本人への通知等）が実施されているかを確認する必要があると思

われます。 

 

 

 

 

 

7. ベトナム： 投資法に関する政令の公布・施行 

 

2021年 1月 1日に施行された新投資法（Law on Investment No.61/2020/QH14：「投

資法」）の詳細を定める政令である Decree No.31/2021/ND-CP（「本政令」）が 2021 年

3 月 26 日に公布され、同日より施行されています。本政令の内容は多岐にわたります

が、本稿では、外国投資家による市場参入制限に関する事項を中心に、特に日系企業に

よるベトナムへの投資に影響を与え得る重要な内容をご説明します。 

弁護士 園田 観希央 
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(1) 外国投資家による市場参入が制限される事業分野リスト 

 

外国投資家によるベトナム市場への参入制限に関して、投資法上、ベトナム政府に

より、(a) 外国投資家による市場参入が禁止される事業分野、及び(b) 外国投資家に

よる市場参入が条件付きで認められる事業分野について、その範囲、適用される外資

出資比率や投資形態等の制限内容を定めたリストが作成・公表されることが予定され

ているところ、本政令では、これらの事業分野の範囲を定めるリスト（「本リスト」）

が公表されました。なお、本リストでは、上記事業分野の範囲のみが定められており、

各事業分野に適用される制限の具体的内容までは含まれていないため、今後更なる詳

細なリストが作成されることが想定されます。 

本リストでは、(a) 外国投資家による市場参入が禁止される事業分野として、報道、

労働者の海外派遣、世論調査事業等の 25分野（「本 25分野」）が、また、(b) 外国投

資家による市場参入が条件付きで認められる事業分野として、以下の 59 分野（「本

59分野」）が挙げられています。 

 

外国投資家による市場参入が条件付きで認められる事業分野 

1. 文化的製品（ビデオ記

録を含む）の製造及び

販売 

2. テレビ番組及び音楽・

舞踊・演劇及び映画の

制作・流通及び投影 

3. ラジオ・テレビサービ

スの提供 

4. 保険・銀行・証券取引

業その他これらに関連

するサービス 

5. 郵便・電気通信サービ

ス 

6. 広告サービス 

7. 印刷・出版サービス 

8. 測定・地図作成サービ

ス 

9. 航空写真サービス 

10. 教育サービス 

11. 天然資源・鉱物・石油・

ガスの探鉱・開発・加

工 

12. 水力・洋上風力・原子

力エネルギー 

13. 鉄道・航空・道路・河

川・海運及びパイプラ

インによる旅客及び貨

物の輸送 

14. 水産養殖 

15. 林業・狩猟業 

16. 賭博・カジノ事業 

17. セキュリティサービス 

 

27. 製紙 

28. 29 席以上の輸送車両の

製造 

29. 伝統的市場の開発・運

営 

30. 商品取引所の活動 

31. 国内小売商品の回収サ

ービス 

32. 監査・会計・経理・税

務サービス 

33. バリュエーションサー

ビス、株式化のための

企業評価コンサルティ

ング 

34. 農林水産業関連サービ

ス 

35. 航空機の製造 

36. 機関車・鉄道車両の製

造 

37. たばこ製品・たばこ原

料・たばこ産業用機械

器具の製造・販売 

38. 出版社の活動 

39. 造船・船舶修理 

40. 廃棄物収集サービス、

環境モニタリングサー

ビス 

41. 商事仲裁サービス、仲

裁調停 

42. 物流サービス 

43. 沿岸海上輸送 

 
 

47. 二輪車組立 

48. スポーツ、美術、舞台

芸術、ファッションシ

ョー、美容・モデルコ

ンテストその他の娯楽

に関するサービス 

49. 航空運送支援サービ

ス、空港及び飛行場に

おける地上技術サービ

ス、航空機における食

事提供サービス、航法

及び情報監視サービ

ス、航空気象サービス 

50. 船舶代理サービス、船

舶えい航サービス 

51. 文化遺産、著作権等、

写真、ビデオ録画、録

音、美術展、祭典、図

書館、博物館関連サー

ビス 

52. 観光振興・広報関連サ

ービス 

53. アーティスト・スポー

ツ選手のための代理・

リクルートエージェン

ト・スケジューリン

グ・マネジメントサー

ビス 

54. 家族関連サービス 

55. Eコマース活動 

56. 墓地事業、墓地・埋葬

サービス 
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18. 河川港・海湾・空港の

工事・運営・管理 

19. 不動産事業 

20. 法律サービス 

21. 獣医サービス 

22. ベトナムにおける外国

サービス提供者による

商品の売買活動及びこ

れに直接関連する活動 

23. 技術検査及び分析サー

ビス 

24. 観光サービス 

25. 保健・社会サービス 

26. スポーツ・エンターテ

イメントサービス 

44. 希少作物の栽培・生

産・加工、希少野生動

物の飼育及びこれらの

動物又は植物（生きた

動物及びその加工品を

含む）の加工・取扱い 

45. 建設資材の製造 

46. 建設及び関連エンジニ

アリングサービス 

57. 飛行機を利用する播

種・薬液散布サービス 

58. 海上水先サービス 

59. 国会、国会常務委員会、

政府又は内閣総理大臣

の試験的枠組みに属す

る投資産業又は投資分

野 

 

本リストに基づき市場参入を制限される主体としては、外国投資家（外国人及び外

国法に基づき設立された企業・組織）のみならず、外国投資家の出資比率が 50％超

であるベトナム法人等（「みなし外国投資家」：詳細は本レター第 115 号（2020 年 9

月号）をご参照ください。）も含まれます。そのため、外国投資家又はみなし外国投

資家（「外国投資家等」）がベトナムにおいて法人の新規設立やその事業内容の拡大、

M&A 取引等を行う場合には、本リストを踏まえて、市場参入が禁止又は制限される

事業への投資であるか否かを事前に確認することが必要となります。 

とりわけ、外国投資家等が M&A 取引（出資又は株式／持分の譲受け）を行う場合、

M&A承認（取引実行前に計画投資局よりM&A取引について取得する必要がある承認）

の要否に本リストが影響を与えるため留意が必要です。すなわち、投資法上、外国投

資家等がベトナム法人（「対象会社」）に関する M&A 取引を行う場合、下記①～③の

いずれかの要件に該当すれば M&A 承認を取得しなければならないとされているとこ

ろ、下記①の「外国投資家による市場参入が条件付きとされる投資分野に属する事業」

とは本 59分野に属する事業を指すものと考えられます。そのため、（対象会社が外国

投資家の市場参入が禁止される本 25 分野に属する事業を行っていないことを前提

に）対象会社が本 59 分野に属するいずれかの事業を行っている場合で M&A 取引の

結果として外国投資家の出資割合が増加する場合には、M&A 承認を取得することが

必要となる一方、対象会社が本 59 分野に属するいずれの事業も行っていない場合に

は、②又は③の要件に該当しない限り、M&A 承認の取得は不要となります。 

 

M&A承認の対象となる取引 

① 対象会社が外国投資家による市場参入が条件付きとされる投資分野に属する事業

を行っている場合で、M&A 取引の結果、外国投資家の出資比率が増加する場合 

② M&A 取引の結果、外国投資家等の出資比率が 50％以下から 50％超となる場合又

は 50％超からさらに増加する場合 

③ 対象会社が国防・国家安全に影響する地域の土地使用権証書を保有している場合 
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なお、本リストとは異なり、投資法においては、227分野が条件付投資分野として

列挙されており、この投資法上の 227 分野と本リストで列挙される事業分野（本 25

分野及び本 59 分野）との関係性について整理する必要があります。この事業分野の

関係性の概要は下記図をご参照ください。 

本リストで列挙される事業分野はあくまで外国投資家等の市場参入制限に関する

分野であるのに対して、投資法上の 227分野は外国投資家等に限らずローカル投資家

による投資であっても条件が付されている事業分野であるという違いがあります。そ

のため、例えば、外国投資家等が M&A 取引を行うに際して、対象会社が、本リスト

で列挙される事業分野（すなわち下記(A)及び(B)）には含まれないものの、投資法上

の 227分野に含まれる事業を行っている場合（すなわち、下記(C)の場合）には、（対

象会社が「外国投資家による市場参入が条件付きとされる投資分野に属する事業」を

行っているわけではないため）M&A 承認に関する上記①の要件には該当せず、上記

②又は③の要件に該当しない限り、M&A 承認の取得は不要となります。ただし、実

務上、当局は法律上の要件に該当しないと考えられる場合でも M&A 承認の取得を求

めるケースもあるため、実際の案件を遂行する上では、M&A 承認の要否を慎重に検

討することが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理 規制の概要 

(A) 外国投資家等による市場参入が禁止される 

(B) 外国投資家等による市場参入が条件付きで認められ、外国投

資家等特有の制限（外資出資比率や投資形態等の制限、また

M&A承認の対象となるなど）の対象となる 

(C) ローカル投資家に対する規制と同様の規制が適用される 

 

(2) 外国投資家等による M&A取引における国防・国家安全に関する条件 

 

投資法上、外国投資家等が M&A 取引を行う場合に満たす必要がある条件の一部と

して、(i) 法令上求められる国防・国家安全を確保すること、及び(ii) 島・国境や沿岸

部等の一定の土地の使用・土地使用権の取得に関する土地法上の要件を満たすことが

求められているところ、当該条件に関して、本政令では、M&A 取引の対象会社が島・

国境や沿岸部等のほか、「国防・国家安全に影響を及ぼす地域」において土地使用権

を保有している場合には、当該対象会社が工業団地、輸出加工区、ハイテクゾーン、

 本 25 分野・本 59 分野に 

属さない事業分野 

(C) 

 

 
本 25 

分野 

(A) 

投資法上の条件付投資分野（227 分野）* 

本 59 分野 

(B) 

* 厳密には、本 25分野・本 59分野に含まれるものの、投資法上の 227分野に 

含まれない事業分野がいくつか存在します。 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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. 

17 
 

経済ゾーンにおいてプロジェクトを行っている場合を除き、土地使用に関する条件を

満たさなければならないとされました。 

この「国防・国家安全に影響を及ぼす地域」については、本政令で定義が定められ

ており、例えば、国防上の建設物が所在する地域や軍事地区、人民警察軍が警護する

重要な政治的、経済的、外交的、科学的、技術的、文化的及び社会的対象物に接する

地域等を含むとされています。 

この条件に起因して、対象会社が土地使用権を保有する場合には、今後、M&A 承

認の審査の過程において、計画投資局が軍や警察当局に対して当該土地使用権が国

防・国家安全に影響を及ぼす地域に所在するか否かの意見を求めるというプロセスを

伴う可能性があり、その場合には、M&A 承認の取得に通常よりも時間がかかり、M&A

取引のスケジュールに影響を及ぼしかねない点に留意を要します。 

 

(3) 欺罔的な民事取引による投資プロジェクトの取消しに関する要件の明確化 

 

投資法上、当局（Investment Registration Agency）が投資プロジェクトを取り消す

ことができる事由のひとつとして、投資プロジェクトが民法上の欺罔的な民事取引に

基づき行われた場合が規定されているところ、本政令では、当該事由に関して、（単

に当局が欺罔的な民事取引と判断するのみでは足りず）対象となる民事取引が有効な

裁判所の判決又は仲裁判断により欺罔的な民事取引であることを理由に無効と宣言

された場合に、当局による投資プロジェクトの取消しが可能であることが明確化され

ました。 

この取消事由に関しては、いわゆるノミニーストラクチャー（ベトナム人・企業を

名目上の出資者とするストラクチャー）に適用され、当局が投資法に基づきノミニー

ストラクチャーを取り消すことが可能となっているという議論が従来からあります

が、本政令による要件の明確化により、仮に当該取消事由がノミニーストラクチャー

に適用されるとしても、当局によりいきなりノミニーストラクチャーが取り消される

ことにはならず、あくまで裁判所の判決や仲裁判断で無効とされた場合に初めて取り

消され得るということになると考えられます。 

 

上記でご説明した事項のほかにも、本政令では、投資プロジェクトの保証や投資登録

証のオンライン申請等、様々な規制が定められており、実務に与える影響は大きいため、

日系企業がベトナムに投資するに際しては、投資法及び本政令の規制を把握することが

肝要となります。 

 

（ご参考） 

本レター第 115 号（2020年 9月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043047/20200923-021926.pdf 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043047/20200923-021926.pdf
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今月のコラム－インドにおける到着ビザ（Visa on Arrival）－ 

 

バンガロール空港に降り立ったとき、空港の時計は午後 10 時を回っていた。フライ

トは予定どおりだったことになる。ここまでは順調だ。 

何分初めてのインドへの出張である。軽い倦怠感を感じながら旅客機に接続されたボ

ーディングブリッジを後にして、足早に歩くインド人弁護士の同僚と到着ロビーを目指

す。今ではインドの主要な空港は目を瞑っても歩ける自信がある。もっとも、初めての

この時ばかりは気が重い。中国の春秋戦国時代に、秦の国門と呼ばれた函谷関を目の前

にした合従軍の気持ちはこのようなものだったろうか。私にとっての関門とは、文字通

り、入国審査である。 

歩きながら思い出していたのは、ビザの取得に手間取ったこの 1 週間のことである。

出張が決まった時点で商用ビザは間に合わなかったため、早々に電子商用ビザを取得す

ることにした。もっとも、ビザの申請はすぐに済んだが、申請手数料に関する支払確認

が一向にとれなかった。理由は分からない。そのため、前日の時点で電子商用ビザは諦

め、到着ビザで入国する方針に切り替えた。制度的には、文字通り、入国時に必要情報

と手数料の支払いさえ済ませば入国できるはずである。もっとも、私の臆病な直感は「そ

んな簡単なはずがない。それならなぜ皆わざわざ電子商用ビザを使うのか」と告げてい

た。また万が一入国不可といった事態になればクライアントに対して立つ瀬がない。万

全を期すため、インターネットで先人たちの情報を集めた。オフィスを出るときに言葉

を交わした秘書やスタッフの表情は今も目に浮かぶ。一緒にビザの取得を手伝ってくれ

たことに感謝の念こそあれ、恨みがましい気持ちなどあろうはずもない。 

一抹の不安を抱えながら通路を進むと、ロゼッタストーンのような特大の柱に Visa 

on Arrival（VOA）と大きく書かれているのを見つけた。また、親切な案内係が VOA は

ここだとカウンター前の行列の最後尾に並ぶよう案内してくれた。安心したのも束の間、

この後、私は命綱なしに宇宙空間に放り出される思いをすることになる。すぐに行列が

進み、空いた審査官に意気揚々と VOA だと告げると、VOA はあっちだと言う。目を凝

らして電光掲示板をよく見るとほとんどのカウンターは電子商用ビザ用で、端に VOA

用が 2つだけある。ほとんどの客は前者で、スムーズに手続を終えている。そうかと思 

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 
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弁護士 川上 愛 
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い、歩を進めると、VOA 用の窓口は 2 つとももぬけの殻である。係員に訊くと、審査

官は 2人とも夕食中である、戻るまで椅子で待てという。何分くらいで戻るのか訊くと”

Two minutes. No worries.”とのことだったが、案の定、1時間後に 1人だけ戻ってきた。

「深夜勤務なのに戻ってきてくれてありがとう」と心でつぶやき気持ちを入れ替える。

私の前には 1人先客がいたが、日本人の旅行者だった。時間は要したがここまでは想定

内だ。審査官さえいれば、先客は日本人であるし手続はすぐ終わるはずだ。 

ところが、あっという間に 30 分が経過し、まだまだ終わらない。耳を澄ますと、ど

うも必要情報を 1 つ 1つ口授で伝えてそれを端末に手入力しているため、時間が掛かっ

ているようだ。気づくと後から戻ってきた 2人目の審査官もなぜか一緒になって奮闘し 

ている。その日本人の旅行客は終わった後、私に軽く会釈をして去っていった。私の手

続は、申請フォームを事前に記入していたことが功を奏し、5分で済んだ。そのとき時

計は夜中の 12時を優に回っていた。 

（弁護士 川村 隆太郎） 

 

※本稿は、今般新たに出版された、川村隆太郎編著「インド不動産法制－理論と実践：不

動産に関連する法制度一般から合弁・M&A 等のプロジェクトまで」（株式会社商事法務、

2021年 4月）におけるコラムの一部を転載したものです。 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『フィリピンにおける外資規制緩和の動き ～厳しい外資規制によ 

り阻まれていたフィリピン進出に変化の可能性～』 

視聴期間  2021年 3月 16日（火）～2021年 5月 15日（土） 

講師    園田 観希央 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  『インドネシア外資規制の改正』 

視聴期間  2021年 3月 17日（水）～2021年 5月 16日（日） 

※大好評につき視聴期間を 1か月間延長いたしました！ 

講師    竹内 哲、花村 大祐 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  『【オンライン】第三者提供規制を中心とした個人データの利活用 

規制対応の実務』 

視聴期間  2021年 4月 23日（金）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/74.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/74.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/74.html
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/indonesia_2103/?a=HgENLmEH
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➢ セミナー  『3rd EU-Japan EPA Forum』 

視聴期間  2021年 5月 10日（月）～2021年 5月 12日（水） 

講師    羽深 宏樹 

主催    Nordstrom International Ltd. 

 

文献情報 

➢ 書籍    『インド不動産法制―理論と実践：不動産に関連する法制度一般か

ら合弁・M&A 等のプロジェクトまで』（2021年 4月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

執筆者   川村 隆太郎 編著 

 

➢ 論文    「企業法務最前線 潮目が変わり始めた「ビジネスと人権」の最新 

動向」 

掲載誌   月刊監査役 第 718号 

著者    梅津 英明 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 1回、第 2回  

序章（1）、（2）」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3526、SH3538 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉 

 

➢ 論文    「契約書の重要性と、限界と、対処法」  

掲載誌   NBL No.1190 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉 

 

➢ 論文    「M&A のデューデリジェンスにおける人権の視点」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.21 No.5 

著者    梅津 英明 

 

➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour 

 Law 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour  

Law 2021 

著者    大野 志保、金丸 祐子 

 

➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour  

Law 2021 - The Impact of COVID-19 on Employment in Japan」 
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掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour  

Law 2021 

著者    大野 志保、金丸 祐子 

 

➢ 論文    「＜企業法務＞「ビジネスと人権」を巡る最新動向－日本の国別行 

動計画や諸外国の立法の動きを中心に－」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.33 No.4 

著者    梅津 英明、田中 亜樹 

 

➢ 論文    「The Legal 500 Country Comparative Guides: Mergers &  

Acquisitions - Myanmar Chapter」 

掲載誌   The Legal 500 Country Comparative Guides: Mergers &  

Acquisitions 

著者    眞鍋 佳奈、ウィン・ナイン、ジュリアン・バレンジー、ニルマラ

ン・アミルタネサン 

 

➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign  

Judgments 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Enforcement of Foreign  

Judgments 2021 

著者    金丸 祐子、辰野 嘉則 

 

NEWS 

➢  武川 丈士 弁護士のコメントが、日本経済新聞 9面『米、ミャンマー国軍系企業 

に禁輸措置、資金源断つ狙い、デモまた死者』と題した記事に掲載されました 

 

➢   山本 健太 弁護士が入所しました 

（山本 健太 弁護士からのご挨拶） 

この度、Chandler MHM にて執務させていただくことになりました、山本健太と

申します。 

私は 2014 年の弁護士登録後、国内法律事務所にて、人事労務案件や M&A を始

め、企業法務全般に従事して参りました。またその間、国内のインフラ精密機械

メーカーに 2年間の出向をし、知財案件や国際取引にも数多く携わっております。

2019年からはタイの SCL Nishimura（旧 Siam City Law Offices）にて、日系ク

ライアントの皆様に、人事労務を始めとした企業法務全般のサービスを提供して

参りました。 

Chandler MHM におきましても、これまでの経験を活かしつつ、さらに専門性を

高めることで、クライアントの皆様のお役に立てるよう最善を尽くす所存です。
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皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し

上げます。 

 

➢  ダニエル・アレン 弁護士がパートナーに就任しました 

  4月 1日付けにて、ダニエル・アレン 弁護士がパートナーに就任いたしました。 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、 

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし 

ます。 

 

（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 


