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第 130 号（2021 年 10 月号） 

今月のトピック 

1. マレーシア ： 移動制限令を理由とした整理解雇について 

2. タイ ： 電子会議用投票システムに関する告示 

3. シンガポール ： ①： 個人情報保護法（PDPA）遵守における実践的な指針

の発行及び改訂 

②： 整理解雇時における MOM への届出義務の強化

4. フィリピン ： 企業結合に対する自発的な調査の再開 

5. ミャンマー ： ①： 外国為替管理に関する規制の動向 

②： 会計年度の変更

6. インドネシア ： デジタルバンクに関する OJK 規則の公布

今月のコラム －2019 年熱気球の旅（古都バガン）－ 

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130

号（2021 年 10 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. マレーシア： 移動制限令を理由とした整理解雇について

マレーシアでは、昨年 3 月 18 日に新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための移動

制限令が発令され、それ以降、幅広い業種を対象に操業の禁止や制限が続けられました。

ワクチン接種の進展に伴い、これらの制限は緩和されつつあります。他方、移動制限令

に基づき、経済活動が厳しく制限されていた間に、これを理由として整理解雇された従

業員が解雇の有効性を争った裁判の判決が報じられるようになりました。このような動

きは今後も続くと思われますので、マレーシアの整理解雇の一般論とともに、ご紹介い

たします。 

(1) マレーシアにおける整理解雇（retrenchment）の一般論

マレーシアにおいて、雇用主は、従業員に余剰が生じた場合に、整理解雇を行うこ

とが認められています。整理解雇を行う際の手続につき、1975 年労使協調行為規則

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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（the Code of Conduct for Industrial Harmony 1975）に定めがあります。この Code of 

Conduct 自体は法的拘束力を持つものではないので、これを遵守しなかったからとい

って解雇が無効になるわけではありませんが、裁判所が解雇の有効性を判断するにあ

たり、この Code of Conduct に規定される手続に沿っていたかも事実上考慮されてい

るといわれています。Code of Conduct は、整理解雇を行う雇用主に対し、整理解雇

を行う前に、新規採用の凍結や、既存の従業員の労働時間の削減等に取り組むことを

求めており、また整理解雇を行う場合でも従業員に対する早期の通知を行うことや再

就職の支援を行うこと等を求めています。 

また、整理解雇の対象となる従業員の選別については、雇用法において、外国人従

業員をマレーシア人従業員より先に解雇すべきことが求められています。加えて、マ

レーシア人従業員を解雇する必要がある場合には、雇用された時期の遅い者から先に

解雇することが望ましいとされています。 

 

(2) 近時の裁判例 

 

近時、雇用主である企業（被告）が、移動制限令発出による事業への悪影響を理由

に、整理解雇を行い、解雇された従業員（原告）が、不当解雇を理由として被告を訴

えた事件の判決が出ています。これらの事件において、裁判所は、①リストラを行う

必要性が真に存在したか、②整理解雇が必要となるような従業員の余剰が真に生じて

いたか、③原告を整理解雇の対象者として選定するにあたり、一般的な基準に基づい

て選定し、一般的な手続を踏んでいたか、をいずれも考慮の上、整理解雇の有効性を

判断するとしています。したがって、移動制限令やこれに伴う操業の禁止・制限があ

ったからといって、整理解雇の有効性を裁判所が直ちに認めるわけではないことに留

意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

2. タイ： 電子会議用投票システムに関する告示 

 

タイでは、2020 年 4 月 19 日に公布された電子的方法による会議（「電子会議」）に関

する緊急勅令により、株主総会及び取締役会を電子的方法によって開催する要件が緩和

され（詳細は本レター第 110 号（2020 年 5 月号）をご参照ください。）、その後も実務

において活用されてきましたが、2021 年 9 月 7 日、Ministry of Digital Economy and 

Society（「デジタル経済社会省」）は、Notification re: Standards for Electronic Confer

encing Security (No. 2), B.E.2564（「本告示」）を発出し（同月 8 日施行）、電子会議に

弁護士 田中 亜樹 
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おける投票システム（電子会議とは別個の投票システムのみならず、電子会議システム

自体に搭載されている投票機能を含みます。）が充足するべき要件の詳細を規定すると

ともに、電子会議の会議システムと投票システムを分けることを可能とし、その際の投

票手続の詳細を定めました。 

 

(1) 電子会議における投票システムの要件 

 

本レター第 111 号（2020 年 6 月号）で取り上げたように、電子会議の開催の際に

充足する必要がある技術的要件については、デジタル経済社会省の 2020 年 5 月 26

日の告示が定めてきたところですが、本告示は、以下のとおり、電子会議における投

票システムの要件について詳細を定めています。 

 

(a) 電子会議において利用される投票システムは、出席者が電子的に投票を行うこと

ができるものである必要がある。 

(b) 投票システムの管理者は、電子会議システムの管理者と同一であっても異なって

もよい。 

(c) 投票権を有する全ての出席者が平等にカウントされていること、投票に必要な情

報と時間が十分に付与されていること、秘密投票が可能であること、情報セキュ

リティが担保されていること、投票及び集計手続について出席者に事前に説明が

なされること等が必要である。 

 

(2) 電子会議と別個の投票システムを利用する際の投票手続 

 

上記のとおり、本告示においては、電子会議システムとは別個の投票システムを利

用することも認められていますが、この場合、当該投票システムを用いた投票に際し

て、以下の手続を履践することが求められます。 

 

(a) 投票開始前に出席者の本人確認を行うこと 

(b) 投票手続中に出席者とコミュニケーションを取ることが可能であること 

(c) 投票権を有する出席者が、電子会議において提示された文書にアクセス可能であ

ること 

(d) 投票システムによる投票の記録ないし証跡を保存できること 

(e) 全ての投票者の投票に関する電子通信記録が証拠として保存されること 

(f) 投票手続中に障害が発生した場合に出席者が電子会議の管理者に連絡すること

ができること 

 

本告示によれば、Electronic Transaction Development Agency（電子取引開発機構：

「ETDA」）又は ETDA が指定する機関の認証を受けた投票システムは、本告示の定
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める要件を充足したものとみなされます。電子会議システムについては既に複数の電

子会議システムが ETDA の認証を取得しており、投票システムの認証に関する動向も

注目されます。 

 

（ご参考） 

本レター第 110 号（2020 年 5 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042061/20200522-024927.pdf 

本レター第 111 号（2020 年 6 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042346/20200622-013538.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. シンガポール 

 

①： 個人情報保護法（PDPA）遵守における実践的な指針の発行及び改

訂 

 

シンガポール個人情報保護委員会（ Personal Data Protection Commission 

Singapore：「PDPC」）は、2021 年 9 月 14 日付けで、①新しい情報通信技術システム

のための情報保護実務指針（Guide to Data Protection Practices for ICT Systems：「ICT

指針」）の制定、②情報保護管理プログラムの構築に関する指針（Guide to Developing a 

Data Protection Management Programme：「プログラム構築指針」）の改訂、及び③デ

ータ保護影響評価指針（Guide to Data Protection Impact Assessments：「DPIA 指針」）

の改訂を発表しました。これらの指針は、企業による個人情報保護法遵守のための実務

的な手引き書として位置づけられています。各指針の概要は以下のとおりです。 

 

(1) ICT 指針の制定 

 

今回制定された ICT 指針は従前の類似の指針（Guide to Data Protection by Design 

for ICT Systems）を置き換えるものであり、これまでに PDPC が発表したガイドラ

イン等に定められていた個人情報保護のための実務や、各企業の情報通信技術ポリシ

ーや個人情報保護の実務に取り入れるべき過去の情報漏洩事例の教訓をまとめたも

のです。ICT 指針では、情報通信技術システムにおける個人情報保護対策を以下の 3

弁護士 二見 英知 
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弁護士 岩澤 祐輔 
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弁護士 パヌパン・ウドムスワンナクン 
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つのセクションに分類し、各セクションにおいて企業が導入することが推奨される実

務的な施策を定めています。 

 

(a) 個人情報保護ポリシー及びリスク管理の実務（ガバナンス、個人情報の収集、収

集目的の通知、本人の同意の管理、個人情報へのアクセスや修正・管理・保存等

に関するもの） 

(b) 情報通信技術の管理（パスワード等の導入、コンピュータネットワーク、データ

ベースセキュリティ、アプリやウェブサイトのセキュリティ、情報セキュリティ

及びテストに関するもの） 

(c) 標準作業手順書（SOP）及び情報通信技術の運用（情報セキュリティの啓発、各

種デバイスやリムーバブルストレージの使用、コンプライアンスや監視・警告・

テスト・監査、クラウドコンピューティングに関するもの） 

 

さらに、PDPC は、上記(a)から(c)の施策に関連するチェックリスト（Checklists to 

Guard Against Common Types of Data Breach）も公表しました。このチェックリス

トは、ICT 指針の定める個人情報保護のための主要な施策をまとめたものであり、情

報漏洩につながり得る一般的な問題に対処するために必要な施策が採られているか

をチェックするために用いられることが想定されています（「一般的な情報漏洩への

対策に関するハンドブック（Handbook on How to Guard Against Common Types of 

Data Breaches）」も個人情報の漏洩を防ぐために推奨される情報通信技術に関する実

務を定めたものですが、本チェックリストはこれを補完するものという位置づけで

す。）。 

本チェックリストは 2 章で構成されており、第 1 章は、アプリの開発及びサポート

段階におけるセキュリティに関するもの、第 2 章は情報通信技術のインフラ・セキュ

リティに関するものです。 

 

(2) プログラム構築指針の改訂 

 

プログラム構築指針は、各事業者が個人情報保護管理プログラムを実施することを

通じて、個人情報保護ポリシーや実務の構築・改善ができるよう支援するものです。

同指針では、①ガバナンス・リスクアセスメント体制の構築、②個人情報保護ポリシ

ー及び実務の構築、③個人情報保護ポリシーを運用できるようにするための手順の設

計、及び④個人情報保護ポリシーや手順のアップデートに関する事項を定めた情報保

護管理プログラム（DPMP）を構築することが推奨されていましたが、今般、新たに

説明責任（accountability）に関する実務指針が追加されました。具体的には、改訂後

のプログラム構築指針では、説明責任の文化の重要性、説明責任に関する従業員教育、

個人情報保護ポリシーと説明責任との関係等に関する事項が記載されています。 
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(3) DPIA 指針の改訂 

 

DPIA 指針は、事業者がデータ保護影響評価を実施するにあたり依拠すべき重要な

原則や考慮要素について、基本的な事項を定めるものです。今回の DPIA 指針の改訂

は、同指針を 2021 年 2 月 1 日の個人情報保護法の改正に沿ったものとすることを目

的としています。個人情報保護法改正の概要については、本レター第 119 号（2021

年 1 月号）でお伝えしたとおりです。 

 

個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法を遵守するために必要なポリシーを

策定し、実施することが求められていますが、今回制定・改訂された指針は、いずれ

も事業者が効率的に個人情報保護法を遵守するために参照するものとして有益なも

のです。シンガポールでは、個人情報保護に関する指針の制定や改訂が頻繁に行われ

ており、事業者としては適時にこれらに対応することが望ましいと言えます。 

 

（ご参考） 

本レター第 119 号（2021 年 1 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047208/20210120-121228.pdf 

 

②： 整理解雇時における MOM への届出義務の強化 

 

2021 年 9 月 7 日、シンガポール労働省（Ministry of Manpower：「MOM」）は、整理

解雇時における MOM への届出（「本届出」）義務の強化を発表しました。これまでも、

10 人以上の従業員を雇用している雇用主は、6 か月以内に合計 5 人以上の従業員を整理

解雇した場合、影響を受ける（5 人目以降の）従業員に整理解雇の通知を行った日から

5 日以内に本届出をすることが義務づけられていました。しかし、2021 年 11 月 1 日以

降は、1 人でも従業員を整理解雇したときは、整理解雇の通知を行った日から 5 日以内

に本届出をすることが義務づけられます。本届出の対象は、正社員だけでなく、契約期

間が 6 か月以上の契約社員も含むことに留意が必要です。本届出義務の強化は、MOM、

シンガポール全国労働組合会議（Singapore National Trade Union Congress）、シンガ

ポール全国使用者連合（Singapore National employers Federation）、及びその他の政府

雇用支援機関が、影響を受けた従業員に求職及び再就職支援や、必要なトレーニングを

提供できるようにすることを目的としています。 

 

なお、MOM によると、整理解雇とは余剰人員の削減や、組織再編による従業員の解

雇を指し、雇用主が清算手続に入る場合や、破産管財人等による管理を受ける場合も含

まれるとされています。また、すみやかに欠員を補充する計画がないまま雇用契約を解

除した場合も、整理解雇と推定されます。 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047208/20210120-121228.pdf
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※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. フィリピン： 企業結合に対する自発的な調査の再開 

 

2020 年 9 月 15 日に施行された Bayanihan to Recover as One Act （共和国法 

No.11494：「Bayanihan 法」）では、企業結合規制に関するフィリピン競争委員会による

自発的な調査を一時的に停止する措置が定められておりましたが、2021 年 9 月 15 日を

もってこの一時停止措置は終了しました。 

本レター第 116 号（2020 年 10 月号）でお知らせしたとおり、COVID-19 の影響を受

けたフィリピン経済を回復させる目的で制定された Bayanihan 法においては、①企業結

合に関する事前通知義務の金額基準の緩和（2020 年 9 月 15 日から 2 年間）及び②フィ

リピン競争委員会による自発的な調査の一時的な停止（2020 年 9 月 15 日から 1 年間）

が定められています。 

このうち②が 2021 年 9 月 15 日をもって終了し、2021 年 9 月 16 日以後、フィリピ

ン競争委員会は、企業結合の事前通知義務がない取引についても自発的に調査を行うこ

とができます。Bayanihan 法により、企業結合に関する事前通知が必要となる金額基準

は、500 億フィリピンペソ（現在の為替レートで約 1,110 億円）に引き上げられており

ますが（金額基準の詳細については本レター第 116 号（2020 年 10 月号）をご参照くだ

さい。）、今後は 500 億フィリピンペソ（現在の為替レートで約 1,110 億円）を下回る企

業結合であってもフィリピン競争委員会は自発的に調査を行うことができます。 

フィリピン競争委員会が、企業結合の事前通知が不要な取引に対して実際に調査を行

うかは、今後の動向を注視する必要がありますが、今後、フィリピンで企業結合を行う

場合には、競争に与える影響等を踏まえ、より慎重に対応することが必要となります。 

 

（ご参考） 

本レター第 116 号（2020 年 10 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043326/20201020-112005.pdf 

 

 

 弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

 03-6266-8595（東京） 
 mikio.sonoda@mhm-global.com 

 

 

弁護士 細川 怜嗣 

 +65-6593-9467（シンガポール） 
 reiji.hosokawa@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 

弁護士 内田 義隆 

 +65-6593-9463（シンガポール） 
 yoshitaka.uchida@mhm-global.com 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043326/20201020-112005.pdf
mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
mailto:reiji.hosokawa@mhm-global.com
mailto:megumi.arima@mhm-global.com
mailto:yoshitaka.uchida@mhm-global.com
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5. ミャンマー 

 

①：外国為替管理に関する規制の動向 

 

ミャンマー国内では、外貨不足とそれに伴う急激なチャット安の進行が深刻な問題と

なっている点は、本レター第 129 号（2021 年 9 月号）でお伝えしたとおりです。こう

した情勢を受けて、ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar：「CBM」）は、2021

年 10 月 3 日付け Notification 第 35/2021 号において、輸出取引で得た外貨建て収益は、

取引から 30 日以内に国内通貨へ転換しなければならない旨を公表しました。2021 年 9

月 3 日付け Notification 第 33/2021 号では 4 か月とされていた国内通貨への転換義務の

履行期間が、短縮されたことになります。 

このように CBM は外貨の使用に関して統制を強めています。公式には公表されてい

ませんが、SNS 上で流通している CBM の letter によれば、CBM はミャンマー国内にお

ける外貨での送金について、その使途を確認するよう銀行に対して求めているようです。

こうした CBM の姿勢を受け、一部の現地銀行ではインターネットバンキングを用いた

外貨による送金を受け付けず、使途に関する徴憑を店頭に持参して小切手を用いて送金

処理を行う必要が生じています。事務処理の工夫によりインターネットバンキングを通

じた送金も早晩可能になることが期待されますが、これが長期化すれば、特に現地に駐

在員を置かない企業のオペレーションに影響が生じることも予想されます。 

また、商業省貿易局（Ministry of Commerce, Department of Trade）は、2021 年 9 月

30 日付け Announcement において、自動車輸入に関する輸入ライセンスと自動車販売

のためのショールームのライセンスの発行を 2021 年 10 月 1 日から一時的に停止する

ことを公表しました。これは、当該 Announcement 上、輸入代金の支払による外貨流出

を減らすためのものとされています。 

9 月下旬に急激に進行したチャット安は 10 月以降若干改善されているとの報道もあ

りますが、外貨不足については引き続き予断を許さない状況が続いています。今後も、

外国為替関係の様々な規制が打ち出される可能性があることから、引き続き CBM を始

めとする関係省庁の動向を注視する必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 129 号（2021 年 9 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050100/20210921-115623.pdf 

 

②：会計年度の変更 

 

CBM は、2021 年 9 月 7 日付け Letter 第 134/2021 号（「本 Letter」）において、銀行

を含む金融機関に対し、現行の会計年度は、2021 年 10 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日

までの 6 か月間とし、2022 年以降は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までに会計年度を変

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050100/20210921-115623.pdf
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更する旨を通知しました。本 Letter 自体は、CBM の監督下にある金融機関宛に発出さ

れたものであり、その他の民間の会社又は個人を名宛人とするものではありませんが、

金融に限らず全ての事業について、同様に変更後の会計年度に移行することが必要とな

る可能性が高いと考えられます。 

2021 年 2 月の国家緊急事態宣言以降、中央省庁を NLD 政権以前の状態に戻す形の省

庁再編が漸次進められてきましたが、今回の会計年度の変更も同様の動きと見ることが

できるように思われます。 

 

（ご参考） 

本レター第 78 号（2017 年 11 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00027914/20171121-041937.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. インドネシア： デジタルバンクに関する OJK 規則の公布 

 

(1) OJK 規則第 2021 年 12 号の公布 

 

インドネシアでは、2021 年 7 月 30 日付けで金融庁（OJK）規則 2021 年 12 号（「本

規則」）が公布され、同年 10 月 30 日付けで施行される予定です。本規則は、従前、

従来型の商業銀行に関する規則が定められていたインドネシア銀行規則 2009 年 11

号（同 2011 年 13 号による改正を含む。）（「旧規則」）に取って代わるものであり、

商業銀行一般に適用される事項とともに、デジタルバンク（Bank Digital）に関する

事項が定められています。 

本レターでは、デジタルバンクに関する規定の要点を簡単にご紹介します。 

 

(2) デジタルバンクの概要 

 

本規則上、デジタルバンクとは、主に電子的方法によりサービスを提供し、かつ、

本社以外の事業所を有しない又は本社以外に限定的な事業所のみを有する、インドネ

シアで設立される銀行と定義されています。 

 

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/00027914/20171121-041937.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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(3) 設立方法・各種要件等 

 

デジタルバンクは、①新規設立による方法、又は②既存の銀行をデジタルバンクに

転換する方法のいずれかにより設立できるとされています。 

 

(a) 許認可要件 

 

本規則上、従来型の商業銀行と同様、デジタルバンクについても、その設立・運

営にあたっては、設立段階において基本承認（Persetujuan Prinsip）を、また運営

段階において事業許可（Izin usaha）を、それぞれ取得する必要があるとされてい

ます（従来型の商業銀行に必要な許認可に関しては、上記許認可の発行主体がイン

ドネシア銀行から OJK に変更された点を除き、旧規則から変更されていません。）。 

上記基本承認及び事業許可の取得要件は、従来型の商業銀行を設立する場合、デ

ジタルバンクを設立する場合、いずれも基本的には同様ですが、従来型の商業銀行

の場合、基本承認取得のために最低資本金額の 40％（4 兆ルピア（現在の為替レー

トで約 319 億円））のデポジットが必要とされているのに対し、デジタルバンクの場

合は 30％（3 兆ルピア（現在の為替レートで約 239 億円））で足りること等、デジ

タルバンクと従来型の商業銀行とで取得要件が異なるものもあります。 

 

(b) 最低資本金要件及び株式保有上限 

 

また、本規則上、デジタルバンクに関して、従来型の商業銀行と同様、最低資本

金額として 10 兆ルピア（現在の為替レートで約 798 億円）が必要とされています

（なお、旧規則上、従来型の商業銀行の最低資本金額は 3 兆ルピア（現在の為替レ

ートで約 239 億円）とされていました。）。 

また、デジタルバンクの一株主が保有することが可能な株式保有比率の上限は、

従来型の商業銀行と同様、原則として、銀行又は銀行以外の金融機関は 40％、金融

機関以外の法人は 30％、個人は 20％とされています（なお、外資規制については、

外国資本比率上限は 99％とされていますが、一株主が保有することが可能な株式保

有比率については、別途 OJK からの承諾を得ない限り、上記記載の株式保有比率上

限の適用を受けます。）。この点は、本規則施行後も引き続き適用のある OJK 規則 2

016 年 56 号において規定されています。 

 

(c) その他の特別な要件 

 

さらに、本規則上、デジタルバンクの運営に必要な特別な要件として、以下の各

事項をそれぞれ満たす必要があるとされています。 
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① サービスを提供するにあたり、革新的かつ安全なテクノロジーを有すること 

② 堅実かつ持続可能なデジタルバンクの事業モデルを運営する能力を有すること 

③ 十分なリスクマネジメント機能を有すること 

④ IT 分野の知見を有する取締役の選任を含む十分なガバナンス機能を有し、OJK

によるフィット・アンド・プロパーテストにおいて必要とされる能力を有する

こと 

⑤ 顧客情報を保護する措置を講じること 

⑥ デジタル金融エコシステムの確立及び金融包摂に貢献すること 

⑦ 本社として物理的なオフィスを少なくとも 1 つ有していること 

 

(4) 本規則上不明瞭な点 

 

本規則の制定により、銀行業の新たな形態としてデジタルバンクが導入されること

が明らかになりましたが、以下のとおり、まだ不明瞭な点が残っています。 

まず、デジタルバンクが提供できるサービスの具体的内容は本規則において定めら

れていません。OJK 規則上、従来型の商業銀行が提供できるサービスの一部として「d

igital banking services」という概念が従来から存在し、電子サービスを用いた銀行取

引等（口座管理、取引承認、資金運用を含む。）が認められていました。本規則によ

り、デジタルバンクという新たな銀行形態が導入されることになりますが、デジタル

バンクが提供可能なサービス内容と、上記 digital banking services の相違点につい

ては必ずしも明確ではありません。 

また、既存の従来型の商業銀行が、（デジタルバンクに転換するのではなく）従来

型の商業銀行としての事業を継続しながら、同時にデジタルバンクのライセンスを取

得することが可能かは、法文上必ずしも明確ではありません。 

 

インドネシアでは銀行口座を有しない国民も多い一方、スマートフォンやインターネ

ットの普及率は高いことから、従来型の金融システムにアクセスできなかった層に対し

てテクノロジーを活用して金融サービスを提供し、金融包摂を図るという点はかねてか

らのインドネシア政府の課題であり、これまでも様々なフィンテック企業が多種多様な

解決策を提供しているところです。デジタルバンク事業は、そのような動きを更に加速

させるものとして期待されており、金融機関、インドネシア国内外の大手ユニコーン企

業含め近時非常に注目されている事業といえます。今後、更なる規則の制定を含め、実

務動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 
 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

 

弁護士 シャハブ 咲季 

 03-6212-8389（東京） 

 zaki.shahab@mhm-global.com 

 

弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
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今月のコラム－2019 年熱気球の旅（古都バガン）－ 

 

約 2 年前の 2019 年 7 月、世界三大仏教遺跡の一つとされる古都バガンの遺跡群が、

ミャンマーで 2 件目の世界遺産に登録されました。同地では、新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）の世界的流行まで、遺跡群を熱気球から眺める外国人観光客向けアク

ティビティが人気を博していました。本コラムでは、その体験談をご紹介いたします。 

 

熱気球に乗ったのは、2019 年 11 月 24 日。この

時期は乾季に当たるため、雨は降らず比較的落ち

着いた気候でした。熱気球に乗る朝は早起きが必

要です。熱気球業者の車がホテルに迎えに来たの

は、夜明けもまだ遠い午前 5 時頃、熱気球に乗り

込む会場に着いたのは、午前 5 時 15 分頃でした。

参加者達は、真っ暗な平野の隅に置かれた長テー

ブルに座り、肌寒い朝の空気の中、蝋燭の明かり

を頼りにパンとコーヒーを頂きます。 

午前 6 時頃になると空が白み出し、準備が慌た

だしさを増します。熱気球での最大の見所の一つ

は、遺跡上空から見る日の出直後の幻想的な景色

だからです。参加者達は、熱気球を膨らませるバ

ーナーの音に期待を膨らませていきます。熱気球

が膨らむと、熱気球に乗り込みます。バーナーの出力を上げると、熱気球は、すぅーっ

と音もなく浮かび上がり、地平線から顔を出そうとしている柔らかい朝日の中に滑り出

して行きます。 

 

その先では、見渡す限り、緑に覆われた大地と赤

茶けた仏塔（パゴダ）の数々が、日の出前の柔ら

かい朝日に包まれています。やがて日の出の時刻

になると、それまでとはまた異なる幻想的な光景

が訪れ、その後、遺跡群全体が朝の光に包まれて

いきます。 

 

現在のミャンマーは、夜明け前の深い闇の中に

ありますが、いつかきっと、大きな空へと浮かび

上がり、光に包まれた日々が訪れるであろうと信

じています。 

（弁護士 石塚 司） 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『今、日本企業に求められる「ビジネスと人権」の実務対応 ～ウイグ

ル・ミャンマー等の最新動向も含めて～』 

視聴期間  2021 年 10 月 21 日（木）10:00～2021 年 12 月 21 日（火）17:00 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『【オンライン】Q&Aで学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策』 

開催日時  2021 年 10 月 21 日（木）14:00～16:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『Business post usual? Transformation of doing business in the Asia 

Pacific region』 

開催日時  2021 年 10 月 26 日（火）8:00～9:00（BST） 

講師    羽深 宏樹 

主催    The Asia Pacific Regional Forum of the International Bar  

Association (IBA) 

 

➢ 論文    「＜特集 2 コロナ禍を契機に見直したい 海外子会社への“新”

法務対応＞海外コンプライアンス違反への初動対応－初期的な事

実調査、証拠保全、関連する法規制の検討」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 11 月号 

著者    山内 洋嗣、御代田 有恒、山内 裕雅（共著） 

 

NEWS 

➢ asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて高

い評価を得ました 

asialaw Profiles による asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law 

firms and lawyers にて当事務所及び当事務所のバンコクオフィス（Chandler 

MHM Limited）は Outstanding として紹介され、以下の分野で高い評価を得まし

た。 

また当事務所のヤンゴンオフィス（Myanmar Legal MHM Limited）も各分野で高

い評価を得ております。 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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. 

14 
 

Japan 

Practice Areas 

Outstanding 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Competition/Antitrust 

・Construction 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Regulatory 

 

Highly Recommended 

・Intellectual property 

・Private equity 

・Restructuring and insolvency 

・Tax 

 

Industry Sectors 

Outstanding 

・Banking and financial services 

・Consumer goods and services 

・Energy 

・Real estate 

 

Highly Recommended 

・Media and entertainment 

 

Recommended 

・Infrastructure 

・Insurance 

・Technology and telecommunications 

 

Thailand  

Practice Areas 

Outstanding 

・Banking and finance 
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・Corporate and M&A 

 

Highly Recommended 

・Construction 

・Labour and employment 

・Restructuring and insolvency 

 

Recommended 

・Capital markets 

・Dispute resolution 

Industry Sectors 

Outstanding 

・Banking and financial services 

・Energy 

・Infrastructure 

 

Highly Recommended 

・Consumer goods and services 

・Industrials and manufacturing 

・Real estate 

 

Recommended 

・Aviation and shipping 

・Insurance 

・Technology and telecommunications 

 

Myanmar  

Practice Areas 

Highly Recommended 

・General business law 

 

Industry Sectors 

Highly Recommended 

・Energy 

 

Recommended 

・Infrastructure 

・Real estate 
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➢ 当事務所の弁護士が asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms 

and lawyers にて高い評価を得ました 

asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて、

当事務所の弁護士及び当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）の

弁護士が高い評価を得ました。 

 

Japan 

Banking & Finance 

・Elite practitioner: 佐藤 正謙 

・Distinguished practitioner: 石川 直樹、青山 大樹 

・Notable practitioner:岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

 

Capital Markets 

・Elite practitioner: 鈴木 克昌 

・Distinguished practitioner: 尾本 太郎 

・Notable practitioner: 藤津 康彦、根本 敏光 

 

Competition & Antitrust 

・Distinguished practitioner: 伊藤 憲二 

 

Corporate M&A 

・Elite practitioner: 石綿 学 

・Distinguished practitioner: 棚橋 元、大石 篤史 

・Notable practitioner: 土屋 智弘、松村 祐土、戸嶋 浩二、松下 憲 

 

Dispute Resolution 

・Distinguished practitioner: 関戸 麦 

・Notable practitioner: 岡田 淳 

 

Energy 

・Distinguished practitioner: 小林 卓泰 

 

Intellectual property 

・Distinguished practitioner: 三好 豊 

・Notable practitioner: 田中 浩之 
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Investment funds 

・Elite practitioner: 三浦 健 

・Distinguished practitioner: 竹野 康造、大西 信治 

 

Labour & Employment 

・Distinguished practitioner: 高谷 知佐子 

 

Private equity 

・Elite practitioner: 石綿 学 

・Distinguished practitioner: 棚橋 元 

 

Real estate 

・Distinguished practitioner: 小澤 絵里子 

 

Restructuring & Insolvency 

・Elite practitioner: 藤原 総一郎 

・Distinguished practitioner: 稲生 隆浩 

 

Tax 

・Distinguished practitioner: 大石 篤史 

 

Thailand  

Banking & Finance 

・Elite practitioner: ジェッサダー・サワッディポン 

・Distinguished Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

・Notable practitioner: スパトラー・サターポンナーノン、デイビット・ベック

ステッド 

・Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

 

Corporate/M&A  

・Distinguished Practitioner: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Notable practitioner: 秋本 誠司 

 

Real estate 

・Rising Star: タナナン・タマキァット 

 

➢ IFLR Asia Best Lawyers 2021 に当事務所の弁護士が選出されました 

International Financial Law Review （IFLR）による IFLR Asia Best Lawyers 2021
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において、当事務所の佐藤 正謙 弁護士、小林 卓泰 弁護士、鈴木 克昌 弁護士

がアジアにおける Best Lawyers として選出されました。 

なお、Chandler MHM（バンコクオフィス）からはジェッサダー・サワッディポ

ン 弁護士、スパトラー・サターポンナーノン 弁護士が選出されております。 

 

➢ ALB Japan Law Awards 2021 にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの国際的法律雑誌である ALB（Asian Legal 

Business）による ALB Japan Law Awards 2021 において、当事務所は以下のカ

テゴリーにて受賞しました。 

 

INDIVIDUAL CATEGORIES 

・Dealmaker of the Year： 鈴木 克昌 

 

Firm Categories 

・Real Estate Law Firm of the Year 

・Tax and Trusts Law Firm of the Year 

 

Deal Categories 

・Debt Market Deal of the Year 

-  Loans and Preferred Stock Financing for Showa Denko’s Acquisition of Hitachi 

Chemical 

・Technology, Media and Telecommunications Deal of the Year 

-  NTT's Acquisition of NTT Docomo 

 

➢ asialaw Awards 2021 にて受賞しました 

asialaw Profiles 主催の asialaw Awards 2021 の授賞式が 2021 年 9 月 30 日にオ

ンラインで行われ、当事務所及び当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM 

Limited）は以下のカテゴリーにて受賞しました。 

詳細は、asialaw Profiles に掲載されております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JURISDICTIONAL FIRMS OF THE YEAR 

- Japan Firm of the Year 

 

CLIENT SERVICE EXCELLENCE AWARDS 

- Firm of the Year – Japan 
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REGIONAL AWARDS - Legal expertise awards 

- Regulatory Firm of the Year 

 

REGIONAL AWARDS - Industry expertise awards 

- Banking and Financial Services Firm of the Year 

 

EDITOR’S CHOICE IMPACT DEAL AND CASE AWARDS 

- Impact Deal/Case of the Year 

- Nissan Motor $8 billion and €2 billion debt offerings 

- Softbank Group $11 billion follow-on global offering 

- NTT $40 billion buyout of NTT Docomo 

 

Chandler MHM Limited 

JURISDICTIONAL FIRMS OF THE YEAR 

- Thailand Firm of the Year 

 

CLIENT SERVICE EXCELLENCE AWARDS 

- Lawyer of the Year – Thailand： スパトラー・サターポンナーノン 

 

EDITOR’S CHOICE IMPACT DEAL AND CASE AWARDS 

- Impact Deal/Case of the Year 

- Thai Airways restructuring 

 

➢ 一橋パートナーズ法律事務所との包括業務提携のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所と一橋パートナーズ法律事務所（代表弁護士 瀬野 克

久）は 2021 年 10 月 1 日をもって、船舶金融その他の船舶関連取引（船舶関連

事業者の M&A、経営破綻、事業承継等を含む）に関し、包括業務提携を開始い

たしました。一橋パートナーズ法律事務所は、殊に船舶金融その他の船舶取引の

分野において日本有数の実績を誇る法律事務所であり、当事務所におきましては、

わが国の基幹産業である船舶取引の分野において従来にも増した高水準のリー

ガルサービスを提供させていただく所存です。 

 

➢ 栗原 宏幸 弁護士がアジア太平洋法律家協会（LAWASIA）Taxation & Customs 

Committee 役員に就任しました 

 

➢ 河井 聡 弁護士が第一東京弁護士会国際仲裁に関する委員会 委員に就任しまし

た 

 
（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 


