
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。 
© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

1 

第 134号（2022年 2月号） 

今月のトピック 

1. フィリピン ： 外資規制緩和の最新動向（小売自由化法の改正） 

2. インドネシア ： 暗号資産に関する法令の動向

3. タイ ： 決済手段としての暗号資産等の利用を規制する告示案 

4. シンガポール ： 暗号資産に関する一般大衆保護のための規制ガイドライン

の発行（広告規制等） 

5. マレーシア ： 知的財産に関する法律の改正動向 

6. ミャンマー ： ①： 国家緊急事態宣言の 6か月間の延長 

②： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～

米国・英国による追加制裁の発表等 

③： VPNの利用を許可制とするサイバーセキュリティ法案

の公表 

今月のコラム －ベトナムのカカオ事情－ 

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134

号（2022 年 2 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. フィリピン： 外資規制緩和の最新動向（小売自由化法の改正）

2022年 1月 6日、小売業に対する外資規制を緩和する法律（Republic Act No. 11595）

が公布され、同月 21日に発効しました（「本改正」）。フィリピンにおいては、長年にわ

たり小売業に対する外資規制の緩和が議論されていましたが、本改正により小売業に対

する外資規制は大きく緩和されました。 

本改正の概要は以下のとおりです。なお、本改正の施行規則（Implementing Rules and 

Regulations）が今後定められる予定であり、本改正の詳細な内容については、当該施

行規則もあわせて確認する必要があります。 

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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本改正の概要 

 改正前 改正後 

最低払込資本額 250万米ドル 

（現在の為替レートで約 2

億 8,900万円） 

2,500万フィリピンペソ 

（現在の為替レートで約

5,620万円） 

1店舗当たり投資額 

（注） 

（原則） 

1 店舗当たり 83 万米ドル

（現在の為替レートで約

9,580万円） 

 

（高級品等の販売に特化） 

1 店舗当たり 25 万米ドル

（現在の為替レートで約

2,890万円） 

（2店舗以上営業する場合） 

1,000万フィリピンペソ 

（現在の為替レートで約

2,250万円） 

 

外国小売業者の資格要件 - 純資産額が 2 億米ドル以

上（現在の為替レートで

約 231億円）（ただし、高

級品等の販売に特化して

いる場合は純資産 5,000

万米ドル以上（現在の為

替レートで約 57億 7,000

万円）） 

- フィリピン国外で 5 つ以

上の支社若しくはフラン

チャイズがあること又は

少なくとも 1 つ以上の支

店において出資金が

2,500万米ドル以上（現在

の為替レートで約 28 億

9,000万円） 

- 小売業者として 5 年以上

の実績 

- フィリピン人が小売業に

従事可能な国に所在 

- フィリピン人が小売業に

従事可能な国に所在 

株式公開の要件 小売業を営む現地法人に対

する外資の出資比率が

80％を超える場合、事業開

始から 8 年以内に最低

（撤廃） 
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30％の株式を市場におい

て公開 

その他  - フィリピン産商品の取扱

いの促進 

- フィリピン人の優先的な

雇用 

（注）投資額は有形又は無形の資産の総額で判断し、資産には建物、備品、設備、在庫、

共有施設等を含みます。なお、共有施設の額は各店舗に割り当てられます。 

 

本改正の概要は、上記のとおりです。小売業のフィリピン進出の障害となっていた多

くの要件が撤廃又は緩和されたことに伴い、今後、小売業の進出が活発化する可能性が

あります。 

 

なお、フィリピンの外資規制については、小売業以外にも、2022 年 2 月 2 日に公共

サービス法（Public Service Act）の改正法案が上院と下院で承認され、現在、大統領の

署名を待っている状況です。公共サービス法が改正されれば、通信、空港、鉄道、高速

道路、有料道路、海上輸送等に対する外資規制が緩和される予定であり、関連する多く

の産業分野に影響があります。公共サービス法の改正法の動向については、今後も引き

続き本ニュースレターでお知らせいたします。 

 

（ご参考） 

本レター第 126 号（2021年 6月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

2. インドネシア： 暗号資産に関する法令の動向 

 

インドネシアにおいても近時ブロックチェーン技術を用いた暗号資産に関する取引

が急増しています。インドネシアにおいては暗号資産に関する規則が十分には整備され

ている状況ではありませんが、本稿では、インドネシアにおける現時点の暗号資産に関

する法規制の概要を簡潔に紹介いたします。 

 

 

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

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

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf
mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com


 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4 
 

(1) 暗号資産に関する法規制概要 

(a) インドネシアでは、暗号資産とは、暗号技術、ネットワーク情報技術、分散型台

帳技術を用いたデジタル資産であり、新ユニットの発行、取引の認証、保護につ

いて第三者による介入を受けない、無形のコモディティと定義されています（先

物取引監督庁規則 2021年 8 号）。 

(b) インドネシアにおいては、暗号資産は価値が変動するコモディティの一種として

扱われており、インドネシア先物取引監督庁（BAPPEBTI）が暗号資産の現物取

引についても規制しています（商業大臣規則 2018年 99号）。なお、インドネシ

アの現行法令上、暗号資産を決済手段として用いることは禁止されています（イ

ンドネシア中央銀行規則 2021年 23号）。 

(c) 上記のとおり、暗号資産取引については、インドネシア先物取引監督庁が監督官

庁であるため、現時点ではインドネシア金融庁（OJK）やインドネシア中央銀行

の監督が及ばない形になっています。インドネシア金融庁も、暗号資産は価値が

変動するコモディティであることから、暗号資産取引に関わる顧客を含む市場参

加者に注意を促しており、近時、金融サービス機関による暗号資産取引の仲介及

び促進を禁止する旨を公表しています。 

(d) 現時点でのインドネシアの暗号資産取引に関するその他の主要な規則として、イ

ンドネシア先物取引監督庁が規定する、①取引可能な暗号資産を定める同庁規則

2020年 7号（BitcoinやEther等も取引可能な暗号資産として列挙されています。）

のほか、②暗号資産取引に関連する当事者（暗号資産取引所、暗号資産取引業者、

先物クリアリング機構、暗号資産保管業者）についてのライセンス等を定める同

庁規則 2021 年 8号が存在します。②の規則においては、各関連当事者の最低資

本金や専門的な知識を有する有資格者の配備等の詳細がライセンス取得のため

の要件として記載されています。しかし、本稿執筆時点では、これらの暗号資産

取引に関連する当事者として正式なライセンスを取得している例はなく、これか

ら暗号資産取引市場関係者含め暗号資産取引環境の整備が期待されるところで

す。 

 

(2) NFT に関する状況 

 

ある個人が自撮り写真を NFT 化して売買を行うことで高額な利益を上げたこと等

も報道され、近時、インドネシアでも NFT（Non-Fungible Token）取引が注目を集

めており、NFTマーケットプレイスも既にいくつか存在しています（Enevti/TokoMal

l 等）。 

他方で、上記暗号資産同様、NFTに関するルールの策定はまだ十分ではありません。

NFT に関する特別法がないことは勿論のこと、NFT は、ブロックチェーン上で発行

されるトークンのうち、固有性を有し、それぞれが区別可能なデジタル資産と一般的

に考えられているので、上記インドネシアにおける暗号資産の定義にも該当するとも
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読めそうです。 

しかし、先物取引監督庁は、NFTは暗号資産に該当せず、上記暗号資産に関する規

制とは別に NFT に関する特別な規則を策定する旨を表明しています。 

NFTに関しては、その暗号資産該当性のほか、著作権法、電子商取引法、税法等の

各種論点がありますが、現時点では十分な議論がなされていない分野であるため、今

後の実務動向については引き続き注視が必要です。 

 

 

 

 

 

 

3. タイ：決済手段としての暗号資産等の利用を規制する告示案 

 

2022年 1月 6日、タイの証券取引委員会（Securities and Exchange Commission：

「SEC」）は、暗号資産その他のデジタル資産（「暗号資産等」）の決済手段としての利

用を促進する行為に対する規制を定める告示案（「本告示案」）を内部承認しました。本

告示案は、2022年 2月 8日まで公聴会に付されていましたが、本稿執筆時点では、SE

Cが本告示案の正式な制定及び施行を検討中となっています。本稿では、本告示案の定

める規制内容の概要を解説します。 

 

(1) 背景事情及び適用対象 

 

タイにおいては、日本同様、暗号資産等は法定通貨には含まれないものとされてい

ますが、近年、暗号資産等を商品又はサービスの対価の支払いに利用させるサービス

が複数登場しています。もっとも、暗号資産等は、その価値の変動幅が大きく、所有

者に不測の損害を生じさせる可能性があるほか、暗号資産等を利用した決済に関する

仕組みそれ自体についても法規制が存在しないために安定性が確保されておらず、ま

た多用された場合には国全体の経済情勢にも影響を及ぼす可能性があります。 

本告示案は、以上のような懸念を背景に、暗号資産等に関する緊急勅令に規定する

以下の事業者（「本対象事業者」）に対する規制を定めています。 

 

(a) Digital Asset Exchange（デジタル資産取引所） 

(b) Digital Asset Broker（暗号資産等の取引を媒介し、手数料等を得るブローカー） 

(c) Digital Asset Dealer（自己リスクで暗号資産等の取引を行うディーラー） 

(d) Digital Asset Advisory Service（暗号資産等への投資を助言するアドバイザー） 

(e) Digital Asset Fund Manager（第三者の暗号資産等への投資を運営するファンド

マネジャー） 

弁護士 竹内 哲 

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

 

 

 

 

mailto:tetsu.takeuchi@mhm-global.com
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(2) 本告示案の定める規制の概要 

 

本告示案上、本対象事業者は、暗号資産等を決済手段として利用する行為を支援及

び推奨してはならないものとされています。具体的には、本対象事業者は以下のよう

な行為等を行ってはならないものとされています。 

 

⚫ 暗号資産等が決済手段として利用可能である旨を広告その他に表示すること 

⚫ 暗号資産等による支払いのための技術的なシステム（QRコード等）を提供する

こと 

⚫ 暗号資産等を単価として商品又はサービスの価格を表示する仕組みを導入する

こと 

⚫ 商品又はサービスの対価の支払いに利用された暗号資産等を当該商品又はサー

ビスの提供者がタイバーツに変換するための仕組みを導入すること 

⚫ 商品又はサービスの提供者が対価の支払いを暗号資産等で受けるための電子ウ

ォレットを提供すること 

⚫ 支払いのために暗号資産等を第三者の暗号資産口座に送付するための仕組みを

提供すること 

 

また、本対象事業者は、利用者が暗号資産口座を商品又はサービスの対価の支払い

に利用していることを発見した場合には、当該利用者に対して、利用規約違反である

旨を通知するとともに、サービスの提供停止又は利用者の暗号資産口座の凍結等、必

要な対応策を検討しなければならないものとされています。 

 

本告示案が今後施行された場合、本対象事業者が現在行い又は検討している事業内容

に影響を及ぼす可能性があるため、特に本対象事業者は本告示案の検討及び施行状況を

注視することが必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. シンガポール： 暗号資産に関する一般大衆保護のための規制ガイド

ラインの発行（広告規制等） 

 

いわゆる暗号通貨の取引が世界で活発に行われるようになって久しいところですが、

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 

タイ弁護士 パヌパン・ウドムスワンナクン 

 +66-2-009-5152（バンコク） 
 panupan.u@mhm-global.com 

 
 

mailto:hidetomo.futami@mhm-global.com
mailto:yusuke.iwasawa@mhm-global.com
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シンガポールの金融当局（Monetary Authority of Singapore：MAS）は、従来より暗号

通貨の取引は一般的にリスクが高く、一般大衆がこれを行うのは不適切であるという立

場を採ってきました。もっとも、実際には暗号通貨に関する一般大衆向けの広告は、オ

ンライン上のものや街中の物理的な広告を含めシンガポールでも広く見られていたと

ころであり、また暗号通貨を取引できる ATMも存在していたところです。 

このような状況を踏まえ、MAS は、2022年 1月 17日、「デジタル決済トークンサー

ビスの公衆への提供に関するガイドライン（Guidelines on Provision of Digital Payment 

Token Services to the Public：「本ガイドライン」）を発行しました。本稿では、本ガイ

ドラインの概要を紹介します。 

 

(1) 暗号通貨に関する規制の概要 

 

シンガポールにおいて暗号通貨に関するサービスを規制している法令は、決済サー

ビス法（Payment Services Act 2019）です。同法では、デジタル決済トークン（digital 

payment token、いわゆる暗号通貨等のことを指します：「DPT」）の売買及び DPTの

取引を促進する業務のことを「デジタル決済トークン業務（digital payment token 

service）」と定義して一定の規制を課しています（なお、2022年 1月に決済サービス

法の改正案が成立しており、同改正案が施行されると暗号通貨に関するカストディ業

務の提供等もデジタル決済トークン業務に含まれることになります。）。 

本ガイドラインは、原則として決済サービス法に基づいてライセンスが付与されて

いるデジタル決済トークン業務の提供業者及びデジタル決済トークン業務を提供し

ている銀行その他の金融機関に適用されるものとされています。 

 

(2) 本ガイドラインの規制目的及び内容 

 

決済サービス法上のデジタル決済トークン業務に対する規制は、主にマネーロンダ

リングやテロ組織への資金提供の防止、技術上のリスクの観点から課されているもの

でした。これに対して、本ガイドラインは主に消費者・一般大衆の保護の観点からの

規制を課しています。具体的には、①広告規制及び②デリバティブ取引規制の観点か

らの規制が定められていますが、それぞれの概要は以下のとおりです。 

 

(a) 広告規制 

 

本ガイドラインでは、デジタル決済トークン業者が以下のような広告をすること

を禁止しています。 

 

⚫ デジタル決済トークン業務をシンガポール国内の公共の場所又はシンガポール

の一般大衆向けのメディアで宣伝すること（これには、地下鉄等のシンガポール
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の公共交通機関における広告や、第三者のウェブサイト・ソーシャルメディアで

の広告（いわゆるポップアップ広告）、公共イベント等での広告が含まれます。） 

⚫ 第三者をしてシンガポールの一般大衆向けにデジタル決済トークン業務の宣伝

をさせること、又は一般大衆にデジタル決済トークン業務を宣伝するために第三

者（いわゆるソーシャルメディアでのインフルエンサーや第三者のウェブサイト

等）と協働して宣伝キャンペーンをすること 

 

なお、公共の場所に ATMを設置してデジタル決済トークン業務を提供することは、

上記で規制されるデジタル決済トークン業務の一般大衆への宣伝に該当するとされ

ています。 

他方で、デジタル決済トークン業者の自社のウェブサイトや携帯アプリ、公式ソ

ーシャルメディアアカウント等での広告は可能となります。ただし、このような媒

体での広告においても、デジタル決済トークン取引のリスクを矮小化するような表

現は許されておらず、決済サービス法で求められているリスク開示を遵守する必要

がある点に留意する必要があります。 

 

(b) デリバティブ取引規制 

 

また、本ガイドラインでは、デジタル決済トークン業者は、デジタル決済トーク

ンを原資産としたデリバティブ取引（差金決済取引や先物取引等）を、MAS の規制

が及ばない派生・代替商品であるとして宣伝や誘引をしてはならないとしています。

ただし、証券先物法（Securities and Futures Act 2001）に基づいて許可されている

業者による誘引、又はこのような業者による取引所での取引は許容されるとされて

います。 

もっとも、証券先物法に基づく許可を得ている業者は現在 4 社しかありません。

本ガイドラインで上記のような形で規制を施した趣旨は、デジタル決済トークン業

者によって提供されるデリバティブ商品が MAS の監督・規制下にある（したがって

消費者保護が図られている。）と一般大衆が誤解することを防ぐためとも考えられて

いるようです。実際、デジタル決済トークン業者は、自社と関連のあるデリバティ

ブ商品が MAS によって監督・規制されていると顧客に誤解させないようにするため、

あらゆる必要な手段を尽くさなければならないとされています。 

 

本ガイドラインが実際にどのように運用されるかは今後の実務を見守る必要があり

ますが、本ガイドラインの発行後、デジタル決済トークン業者がデジタル決済トークン

向け ATM を撤去したという事例も報告されているようです。デジタル決済トークン業

者としては、本ガイドライン遵守のため、積極的に広告の見直し等を行うことが求めら

れていると言えそうです。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

5. マレーシア： 知的財産に関する法律の改正動向 

 

マレーシアでは、2021 年 12 月に、The Patents (Amendment) Bill 2021（「特許法

改正案」）及び The Copyright (Amendment) Bill 2021（「著作権法改正案」）がそれぞ

れ上院・下院を通過しており、知的財産関係の法律の整備が進んでいます。これらの法

律案は公布を経て効力を生じる予定です。それぞれの改正案の着目すべき点についてご

紹介いたします。 

 

(1) 特許法改正案 

 

(a) 強制実施許諾の導入：公衆衛生に関する TRIPS 協定におけるマレーシアのコミ

ットメントを反映する観点から、特許法改正案により、同協定 31 条の 2 の加盟

国の義務に沿う形で、医薬品の生産、輸入及び輸出のための強制実施許諾の制度

が導入されました。これによると、たとえ特許権者と第三者との間で排他的な実

施許諾契約がなされていたとしても、マレーシア知的財産公社の登録官は強制実

施許諾を与えることができ、この場合特許権者は契約違反の責任を免れるとされ

ています。 

(b) 特許権登録後の異議申立て：特許法改正案において、特許の付与の公告がなされ

てから一定期間内であれば、利害関係人は登録に対する異議申し立てを行うこと

ができる制度が導入されています。 

(c) ブダペスト条約との整合性：微生物に関する発明については、微生物を容易に入

手できず、出願書類上の記載のみから発明を再現できないことがあるため、特許

出願の際に微生物を所定の機関に寄託し、第三者が発明を再現できるよう当該微

生物を第三者に分譲するという特許寄託制度が存在します。特許手続上の微生物

の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約において、この微生物の寄託につい

て、国際寄託当局において寄託すれば、特許出願を行う各国で改めて寄託する必

要がないという制度が整備されています。マレーシアもブダペスト条約に加盟で

きるようにするため、特許法改正案において、この制度に対応するための規定が

導入されています。 

弁護士 細川 怜嗣 

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

 

 

弁護士 内田 義隆 

 +65-6593-9463（シンガポール） 
 yoshitaka.uchida@mhm-global.com 
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(2) 著作権法改正案 

 

(a) 罰則の強化：近年の海賊版対策の一環として、①海賊版が掲載されているオンラ

イン上の場所へのアクセス情報を提供・共有すること、②ストリーミング技術の

開発、輸入、販売又は賃貸により著作権侵害を行ったり助長したりすること、③

違反者の処罰を免れさせる意図をもって、意図的に違反行為に関する証拠を滅失

させたり、虚偽と知りながら又は信じながら違反行為についての情報を提供した

りすることが、新たな処罰対象行為として追加されました。 

(b) マラケシュ条約との整合性：盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のあ

る者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約にお

いて、障害者による著作物の利用を促進するため、一定の行為は著作権による保

護の例外とされています。マレーシアもマラケシュ条約に加盟するため、著作権

法改正案において、印刷物の判読に障害のある者の利用に提供する目的に限り、

こうした障害者が利用可能なフォーマットで著作物を複製することについては

著作権による保護の例外となることが追加されました。 

 

 

 

 

 

 

6. ミャンマー 

 

①：国家緊急事態宣言の 6か月間の延長 

 

本レター第 120 号（2021年 2月号外）においてお伝えしたとおり、ミャンマーでは、

2021 年 2 月 1 日に、国家緊急事態宣言（「本宣言」）が発出されました。ミャンマーの

2008 年憲法上、国家緊急事態の期間は当初 1 年間とされており、事態の収束が見られ

ない場合には、大統領又は国防安全保障評議会（National Defence and Security Council）

は、国軍司令官による期間延長の申立てを受けて、6か月間の延長を 2回まで行うこと

が可能とされています。本宣言の発出から 1 年を迎える 2022 年 1 月 31 日、国防安全

保障評議会は、Announcement 第 1/2022 号において国家緊急事態の期間を 6 か月間延

長する旨を発表しました。 

本宣言の発出の背景として、2020年に実施された総選挙における不正により、連邦・

国民の分裂及び国家主権の喪失が引き起こされたことが理由として挙げられており、ミ

ャンマー国軍司令官兼暫定政府首相であるミン・アウン・フライン氏は、2023 年 8 月

までに総選挙を改めて実施する旨を明言しています。総選挙の実施が 2023年 8月とな

る場合、2022 年 8 月に国家緊急事態の期間が更に 6 か月延長されることになる見込み

弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 
 aki.tanaka@mhm-global.com 
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です。総選挙に向けては、アウンサン・スー・チー氏の率いる国民民主連盟（NLD）の

取扱いや比例代表制を含む新たな選挙制度の導入等の国軍の動向に国内外の注目が集

まっており、真に民意を反映した形の選挙が行われるかが大きな課題となると見られて

います。 

 

（ご参考） 

本レター第 120 号（2021年 2月号外） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047293/20210201-042135.pdf 

 

②：ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～米国・英国に

よる追加制裁の発表等 

 

2021 年 2 月 1 日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言発出後の対ミャンマー経済

制裁の概要については、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）以降の各号においてお伝

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について

の続報をお伝えします。 

 

(1) 米国による制裁 

 

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、米国時間 2022 年 1月 31日、ミャンマー

の連邦司法長官（Union Attorney General）、連邦最高裁判所長官（Chief Justice of 

Union Supreme Court）及び汚職防止委員会委員長（Chairman of Anti-Corruption 

Commission）を含む個人7名のほか、国防省傘下の防衛調達局（Directorate of Defense 

Procurement）及び現地企業 1 社を米国による資産凍結措置等の対象者（Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons）のリストに追加しました。 

 

また、これに先立って、米国の国務省、財務省、商務省、労働省、国土安全保障省

及び通商代表部の 6 省庁は、米国時間 2022 年 1 月 26 日、ミャンマー関連の事業を

営む者に対する注意喚起のための勧告（「本勧告」）を連名で公表しました。本勧告で

は、軍事政権との関連が深くリスクの高い事業として、国有企業、宝飾及び貴金属事

業、不動産及び建設事業並びに武器及び軍装備品関連事業を挙げ、人権侵害やマネー

ロンダリング等への関与の可能性と、それによる金融、レピュテーション、法律の各

面での重大なリスクを指摘するとともに、事業の実施に際しては適正なデュー・デリ

ジェンスを実施することを要請しています。 

本勧告は法的な拘束力を有するものではありませんが、ミャンマーの軍事政権に対

して厳しい態度を表明している米国政府が、ミャンマー関連の事業を実施することに

関してどのような問題意識を有しているかという観点から参考になるものと思われ

ます。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047293/20210201-042135.pdf
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(2) 英国による制裁 

 

英国財務省（HM Treasury）は、英国時間 2022年 1月 31日、連邦司法長官、汚職

防止委員会委員長及び連邦選挙管理委員会委員長（Chair of Union Election 

Commission）の個人 3名を資産凍結措置及び渡航禁止措置の対象者に追加しました。 

 

（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 

本レター第 124 号（2021年 4月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf 

本レター第 125 号（2021年 5月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf 

本レター第 126 号（2021年 6月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf 

本レター第 127 号（2021年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf 

本レター第 129 号（2021年 9月号） 

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

本レター第 132 号（2021年 12月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050592/20211220-112653.pdf 

 

③：VPNの利用を許可制とするサイバーセキュリティ法案の公表 

 

サイバーセキュリティ法（Cyber Security Law）については、本レター第 121 号（2

021年 2月号）及び第 122 号（2021年 3月号）においてお伝えしたとおり、昨年 2月

に制定に向けた動きがありましたが、当時行われたパブリックコメント手続でその内容

について激しい批判が寄せられたこともあり、一旦棚上げとなったと見られていました。

今般、2022年 1月 13日付けで改定後の法案（「本法案」）が公表され、同月 28 日まで

の期限でパブリックコメントの手続に付されるなど、改めて制定に向けた動きが採られ

ています。 

本法案では、昨年の公表時に批判を浴びた内容がほぼそのまま維持されていることに

加え、新たにインターネット上でのセキュリティを確保した仮想専用線（Virtual Privat

e Network：「VPN」）の利用を運輸通信省の許可制とし、その違反に関する罰則として

1 年以上 3 年以下の禁錮刑又は 500 万ミャンマーチャット（現在の為替レートで約 32

万円）以下の罰金刑（併科あり）を規定しています。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050100/20210921-115623.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050592/20211220-112653.pdf
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VPNの利用を許可制とする規制の導入は、国軍政権に反対する勢力による VPN接続

を利用した会員制交流サイト（SNS）へのアクセスとそれを通じた抗議活動の抑制を意

図したものと見られています。他方で、VPN を利用したインターネット接続は、国内

外の民間企業によるミャンマーでの事業活動においても広く利用されている実態があ

ります。本法案により VPN の許可制が導入された場合、これらの事業活動に多大な影

響を与えることが懸念されるため、在ミャンマー米国商工会議所や欧州商工会議所等の

欧米の商工団体が連名で本法案に反対する声明を公表するなど、その内容には批判が寄

せられています。パブリックコメントを受けて、本法案がどのような取扱いとなったの

かは本稿執筆時点で明らかではありませんが、当局の動向を今後も引き続き注視してい

く必要がありそうです。 

 

（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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今月のコラム－ベトナムのカカオ事情－ 

 

皆様はカカオの実をご覧になったことはありますか。あまりイメージにないかもしれ

ませんが、ベトナムの概ね南半分はカカオベルトというカカオ栽培に適したエリアに位

置しており、世界全体の生産量に占める割合は僅かながら、良質なカカオの産地として

知られています。 

 

ベトナムのカカオが注目を集めるようになっ

たのは、2013年、チョコレートの祭典、サロン・

ドゥ・ショコラでインターナショナル・カカオ・

アワードのカカオ・オブ・エクセレンスを受賞

したことがきっかけとされており、2016年には、

国際ココア機関（ICCO）によって、ファイン・

フレーバー・カカオにも認定されています。ベ

トナム産カカオで作られたチョコレートは、少

しフルーティーな感じの味わいがあるのが特

徴的です。 

 

魅力あるベトナムのカカオですが、他の農産

物に比べて収益性が低いこと等から、カカオ栽

培を行う農家は多くないのが現状のようです。 

カカオ農家の低収入は、アフリカの主要生産

国を中心に既にチョコレート業界全体で認識

されている問題であり、持続可能なカカオ調達

に向けて改善すべき課題の一つとされていま

すが、ベトナムにも同様の課題があるといえそ

うです。 

近年では、サステナブルな動きに貢献し得る

ものとして、従来の大量生産型とは一線を画す

る Bean to Barのチョコレート等もトレンドと

なっていますが、ベトナムにも、カカオ農家と

密接に繋がり、高品質なベトナム産カカオにこ

だわってチョコレートを作る生産者があり、注

目されています。そんなストーリーのあるベト

ナム産カカオのチョコレート、ぜひ皆様にも味

わっていただければと思います。 

（弁護士 大西 敦子） 

（↑）カカオパルプと呼ばれる白い果肉。

この中に種子（カカオ豆）が入っています。 

 

（↓）これを発酵・乾燥・焙煎した後、粉

砕して外皮等を取り除いたものがカカオ

ニブ。チョコレートの原料となります。 

（↑）ベトナム産カカオで作られたチョ

コレート。パッケージのデザインも凝っ

ています。 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『アクティビスト株主対応における外為法の実務〜立案担当者が教え

る日本企業からみた外為法のポイント〜』 

開催日時  2022年 2月 28日（月）13:30～16:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 2回 経済安全保障を読み解

く主要 11分野 ――貿易管理編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022年 3月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 本     『詳解 外為法 貿易管理編――外国法令も踏まえた理論と実務』 

出版社    株式会社商事法務 

著者    大川 信太郎 

 

 

NEWS 

➢ ベトナム・ハノイオフィス開設及び当事務所ベトナム・プラクティス体制強化の

お知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、ベトナム・ハノイ市に現地オフィスを開設し、2022

年 1月より業務を開始いたしました。併せて、当事務所ベトナム・プラクティス

の更なる体制強化も行っておりますので、ご報告いたします。 

 

当事務所は、2018 年 8 月にホーチミンオフィスを開設して以来、パートナーの

江口 拓哉 弁護士と西尾 賢司 弁護士が常駐し、これまでも、数多くのベトナム

進出案件（拠点の新規設立、M&A、ジョイント・ベンチャー等）、不動産・イン

フラ開発案件や現地でのベトナム法務全般（紛争解決・不正調査、事業運営に関

する日常法務等）を幅広く手掛けてまいりました。 

 

近時のベトナムの急速な経済発展を受けて、日本を含む諸外国からのベトナムへ

の投資・進出数は益々増加しており、現地におけるリーガル・サポートの必要性

とその種類は更なる広がりをみせています。そこで、当事務所としては、政治の

中心地でありベトナム北部の中心都市でもあるハノイにも拠点を設けることで、

一層幅広い分野及び地域において、クライアントの皆様により身近なリーガル・

サービスを提供できる体制を整えることが急務と判断致しました。 

 

ハノイオフィスには、パートナーの武川 丈士 弁護士と岸 寛樹 弁護士が駐在し、
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ベトナム人パートナーのハ・ティ・ヅゥン弁護士と共に執務します。武川弁護士

は、2012 年にシンガポールオフィスを、2014 年にヤンゴンオフィスを開設し、

当事務所の ASEAN諸国におけるリーガルプラクティスを切り拓いてきたパイオ

ニアです。両オフィスでの役割に加え、今後はハノイオフィスを拠点にベトナ

ム・プラクティスの更なる発展に尽力する予定です。岸弁護士は 2017 年からバ

ンコクオフィスにて執務し、ASEAN 諸国における幅広い知見と経験を有する弁

護士です。さらに、ハ・ティ・ヅゥン弁護士は、ベトナムにおける外資企業の支

援に豊富な経験を有するベトナム人弁護士であり、2021年 11月にベトナム人パ

ートナーとして当事務所に加入しました。今後は、上記 3名を中心に更にハノイ

オフィスの体制を拡充し、ホーチミンオフィスとも連携しつつ、現地法のサポー

トに幅広く対応できる体制を整備します。 

 

また、ホーチミンオフィスにおいても、パートナーの眞鍋 佳奈 弁護士及びオー

ストラリア人アソシエイトのニルマラン・アミルタネサン弁護士が新たに駐在す

ることを予定しているほか、さらに、2022 年 2 月より、新たなベトナム人パー

トナーとしてフック・グエン弁護士が加入しました。眞鍋弁護士は、2014 年か

らシンガポール・ヤンゴンの両オフィスにて活躍してきた国際紛争・コンプライ

アンスを専門とし、ASEAN 諸国における事業支援にも豊富な実績を有する弁護

士です。両オフィスでの役割に加え、今後はホーチミンオフィスを拠点に紛争・

コンプライアンスといった分野を含むベトナム・プラクティスの強化に取り組む

予定です。ニルマラン・アミルタネサン弁護士は、ヤンゴンオフィスにおいて東

南アジア・南アジア案件を幅広く取り扱ってきた豊富な実績を有するオーストラ

リア人弁護士です。そして、フック・グエン弁護士は、ベトナムの大手法律事務

所においてパートナーを務め、とりわけベトナムの不動産開発事業においてベト

ナム国内有数の実績と経験を有するベトナム人弁護士です。このように、ハノイ

オフィス開設と併せ、当事務所ベトナム・プラクティスのより一層の体制の拡大

強化を行ってまいります。 

 

当事務所は、時代の変化や多様化するリーガルニーズに応えつつ最良のクライア

ント・サービスを提供することを使命と自覚しており、以上の体制強化が当該使

命を果たすことにも資するものと考えております。今後とも、上記弁護士らを中

心に、クライアントの皆様の信頼と期待に応え、依頼者の Firm of Choice であり

続けられるよう、森・濱田松本法律事務所ベトナムオフィス一丸となって取り組

んでまいる所存です。 

 

令和 4年 2月 

森・濱田松本法律事務所 
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（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 

Email: mhm_info@mhm-global.com 

 

ハノイオフィスの概要 

森・濱田松本法律事務所 ハノイオフィス（Mori Hamada & Matsumoto Vietnam 

Hanoi Office） 

Level 19, Tower 02, Capital Place Hanoi, 29 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, 

Hanoi, Vietnam 

TEL: +84-24-3267-4100／FAX: +84-24-3267-4120 

 

 

（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 

mailto:mhm_info@mhm-global.com
https://www.mhmjapan.com/ja/offices/vietnam.html
https://www.mhmjapan.com/ja/offices/vietnam.html
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