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第 135号（2022年 3月号） 

今月のトピック 

1. ベトナム ： 温室効果ガスの排出抑制とオゾン層の保護に関する政令の

施行 

2. タイ ： バイオ循環型グリーン（Bio-Circular-Green）経済の進展 

3. インド ： COVID-19関連の会社法分野の最新アップデート 

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

よる追加制裁 

今月のコラム －シンガポールの家探し－ 

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135

号（2022 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. ベトナム： 温室効果ガスの排出抑制とオゾン層の保護に関する政令

の施行

2022 年 1 月、温室効果ガスの排出抑制とオゾン層の保護に関する政令（Decree 

No.06/2022/ND-CP：「政令 6号」）が公布・施行されました。 

政令 6号は、環境保護法（Law on Environmental Protection）に基づいて、温室効果

ガスの排出抑制やオゾン層の保護に関する取り組みの具体的な内容について規定する

ものであり、ベトナムにおいてビジネスを行う上で留意すべき規制が含まれています。

本稿ではその主要な内容についてご紹介します。 

(1) 温室効果ガスインベントリの対象施設

政令 6 号では、年間の温室効果ガス排出量が CO2 換算で 3,000 トン以上、又は以

下の 4項目のいずれかに該当する施設が、温室効果ガスインベントリ（温室効果ガス

の排出量と吸収量の一覧表）の対象となる施設（「対象施設」）として定義されていま

す。具体的な対象施設は 2年ごとに定められるものとされ、2022年 1月 18 日付け首

相決定（Decision No.01/2022/QD-TTg）では、全 1,912施設が指定されました。 

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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(a) 年間の総エネルギー消費量が1,000石油換算トン以上の火力発電所及び工業生産

施設 

(b) 年間の総燃料消費量が 1,000石油換算トン以上の貨物輸送会社 

(c) 年間の総エネルギー消費量が 1,000石油換算トン以上の商業ビル 

(d) 年間の処理能力が 65,000トン以上の固体廃棄物処理施設 

 

(2) 温室効果ガスインベントリの実施、温室効果ガス排出量の削減計画の策定等 

 

政令 6号のもとで、対象施設は、主に以下の各対応を取ることが義務づけられてい

ます。ただし、これらの対応が、対象施設に関わるいずれの当事者（所有者、管理者

等）の責任の下で行われるべきものであるかについては必ずしも明らかでなく、今後

の解釈運用の定着が待たれます。 

 

(a) 2023 年以降 2 年ごとの 3 月 1 日までに、関係当局のガイドラインに基づき、前

年の当該対象施設の運転情報及び当該対象施設に関する温室効果ガスインベン

トリに関する情報を提供すること。 

(b) 2024 年以降 2 年ごとに温室効果ガスインベントリを実施し、①実施年の翌年 3

月 1日までに、温室効果ガスインベントリ報告書を作成して人民委員会へ提出し

評価を受けること、②実施年の翌年 12 月 1 日までに、温室効果ガスインベント

リ結果報告書を作成し天然資源環境省（the Ministry of Natural Resources and 

Environment：MONRE）へ提出すること。 

(c) 2025年 12 月 31日までに、2026年から 2030年までの温室効果ガス排出量削減

計画を策定し、関係当局へ提出すること。 

(d) 2027 年以降毎年 3 月 1 日までに、前年の温室効果ガス排出量削減に関する報告

書を作成し、関係当局へ提出すること。 

 

(3) 温室効果ガス排出量枠の割当てと国内炭素クレジット市場の設立 

 

政令 6 号では、上記(2)の各対象施設における温室効果ガスインベントリの結果や

温室効果ガス排出量削減の実施状況に基づいて、各対象施設に対し、2026年から2030

年までの期間、温室効果ガス排出量枠が割り当てられることとされています。 

なお、この温室効果ガス排出量枠や炭素クレジットの取引を行うための市場として、

国内炭素クレジット市場を設立することが定められており、2025 年以降の試験運用

開始、2028 年以降の正式運用開始を目指し、各種規則等の制定が進められることと

されています。 

 

以上のほか、政令 6号では、オゾン層破壊物質の輸出入又は製造等を行う企業に対す

る新たな規制も導入されています。上記のような環境対策の強化は、規制対象となる企
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業のみならず、当地におけるビジネス全体のあり方にも影響を及ぼし得るものであり、

引き続き動向を注視していく必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. タイ： バイオ循環型グリーン（Bio-Circular-Green）経済の進展 

 

タイは、2021 年以来、バイオ循環型グリーン（Bio-Circular-Green）経済（「BCG 経

済」）を国家戦略として掲げており、また、同年 11月に開催された国連気候変動枠組条

約第 26回締約国会議（COP26）においては、2050年までにカーボンニュートラル、2

065年までに二酸化炭素排出量ネットゼロを達成目標とするなど、環境保護や循環型経

済への取組みを強化しています。本稿では、タイが国家戦略として掲げる BCG 経済の

概要及び具体的な施策の内容を概説します。 

 

(1) BCG経済の概要 

 

BCG 経済とは、バイオ経済（Bioeconomy）、循環経済（Circular Economy）及び

グリーン経済（Green Economy）を統合した概念であり、生物資源の利活用、資源の

管理・再利用、及び経済発展と天然資源の保護の調和による持続的発展を目指す経済

モデルです。このような経済モデルは、国連が提唱する持続的な開発目標（SDGs）

の概念とも軌を一にしており、今後重要性を増すものと考えられます。 

 

タイ政府は、BCG経済について、以下の 4つの戦略的重点分野を設定しています。 

 

(a) 農業と食品（Agriculture and Food） 

(b) 医療及び健康（Medical and Wellness） 

(c) バイオエネルギー、生体材料、生化学（Bioenergy, Biomaterial and Biochemical） 

(d) 観光と創造的経済（Tourism and Creative Economics） 

 

タイ政府は、上記の戦略的重点分野を中心に、BCG 経済の進展を図るべく、首相

を議長とする BCG政策委員会（BCG Policy Board of Directors）及び高等教育科学研

究革新大臣（Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation）を議

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 

 +84-24-3267-4102（ハノイ） 
 hiroki.kishi@mhm-global.com 

 

 

弁護士 大西 敦子 

 +84-28-3622-2614（ホーチミン） 

 atsuko.onishi@mhm-global.com 
 

mailto:takuya.eguchi@mhm-global.com
mailto:kenji.nishio@mhm-global.com
mailto:hiroki.kishi@mhm-global.com
mailto:atsuko.onishi@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 
 

長とする BCGモデル実行委員会（BCG Model Implementation Committee）を設置し

ており、これらの会議体が BCG経済モデルの推進に関する役割を担っています。 

 

(2) 具体的な施策 

 

タイでは、BCG経済の実現に向け、既存法令の改正や新法令の制定等に関する様々

な施策が検討されており、例えば、現時点では詳細は不明であるものの、食品医薬品

局（Food and Drug Administration）が、リサイクルプラスチックの利用を促進する観

点から、食品包装基準の改正を検討しています。また、エネルギー省（Ministry of 

Energy）は、廃棄物発電（Waste to Energy）やそれにより発電された電力の買取り

に関する施策を進めています。 

このほかに、BCG経済に関連する経済活動については、タイ投資委員会（Board of 

Investment of Thailand）からの投資奨励が取得可能なケースもあり、投資奨励を取得

した場合、その内容に応じて、法人税及び機械・原材料・研究開発材料等に関する輸

入関税の減免、外資規制の緩和、外国人による土地所有規制の緩和等の恩典を受ける

ことができます。近年の例としては、2020 年に、植物工場（Plant Factory）に関す

る事業が新たに投資奨励の対象となり、5年間の法人税の免除を含む恩典が付与され

ました。このほか、同年には、投資奨励対象業種のうち、①植物、野菜、果物、花の

品質選別、包装、保存、②冷蔵・冷凍倉庫、又は冷蔵・冷凍倉庫及び冷蔵・冷凍運輸、

③動物用飼料・飼料成分の製造、④スマートシティ地域・関連システム開発事業等に

ついて、高度技術を利用する場合又は ISOその他の国際標準規格を取得した場合等に

付与される恩典を（そうでない場合と比較して）引き上げる、若しくは投資奨励の取

得要件に環境負荷に関する要件を設定するなどの改定も行われています。 

 

以上のとおり、タイにおいては、BCG 経済モデルの推進の観点から様々な法令・制

度の改正及び策定がなされており、今後同様の動きはさらに加速することが予想されま

す。これらはタイへの投資及びタイでの事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があるた

め、引き続き最新動向を注視することが必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

3. インド： COVID-19関連の会社法分野の最新アップデート 

 

インドでは、昨年末からオミクロン型変異株による感染が再拡大し、今年の 1月半ば

には、1 日あたりの新型コロナウイルス新規感染者数が 30 万人を超える状態にまで至
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りました。1月下旬以降は、新規感染者数は減少傾向にありますが、このような感染状

況も理由の一つとなり、インドでは、会社法分野において改正がなされましたので、以

下のとおりそれらの概要をご紹介します。 

 

(1) ビデオ会議の方法による定時株主総会の開催の許容 

 

インド会社法上、ビデオ会議の方法による株主総会の手続については規定が置かれ

ていないところ、2021 年 12 月 14 日付けのインド企業省の通達により、2022 年 3

月 31日までに終了する会計年度のための定時株主総会は、2022年 6月 30 日までの

間、ビデオ会議の方法により開催することを許容しました。もっとも、当該通達は、

定時株主総会の開催の延期自体を許容するものではなく、あくまでビデオ会議の方法

による開催の許容とその期間が 2022 年 6 月 30 日までであるということを述べてい

るに過ぎない点には留意が必要です。 

 

(2) ビデオ会議の方法による臨時株主総会の開催の許容の期間延長 

 

インド企業省は、従前、臨時株主総会について、2021年 12月 31日までの期限で、

ビデオ会議の方法により開催することを許容していましたが、2021年 12月 8日付け

の通達により、その期限を 2022年 6月 30日まで延長しました。 

 

(3) 年次報告書の提出遅延に対する遅延金免除の延長 

 

インドにおいては、全ての会社は、Form MGT-7の形式に沿って、定時株主総会開

催から 60日以内に Registrar of Company（会社登記局）に年次報告書を提出するこ

とが義務付けられており、提出の遅延に対しては、遅延金が課されることとなってい

ます。もっとも、2020 年度（会計年度末：2021 年 3 月 31 日）の年次報告書につい

ては、従前、当該遅延金が 2021年 12月 31日までの期間に限り免除されていました。

この期間は、その後 2022年 2月 28日まで伸長されていたところ、さらに、2022 年

2 月 14 日のインド企業省の通達により、2022 年 3 月 31 日まで延長されることとな

りました。この結果、2020 年度（会計年度末：2021 年 3 月 31 日）の年次報告書の

提出は、本来の提出期限から 1年近くに亘り延長されたこととなります。 

 

インドにおいて、新型コロナウィルスの感染状況はピークアウトしたと見られていま

すが、日印間の渡航には、緩和されたとはいえ引き続き規制が設けられており、日印間

の往来が減少している状況です。1日も早く状況が改善することが期待されます。 
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4. ミャンマー： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～

EUによる追加制裁 

 

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、その後の欧州連合（「EU」）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。 

EU理事会は、現地時間 2022年 2月 21日、国家緊急事態宣言後に組織された国家行

政評議会（State Administration Council：「SAC」）のメンバー、SACにより任命された

閣僚（投資・対外経済関係省の大臣である Aung Naing Oo氏を含む。）及び連邦選挙管

理委員会のメンバー、計 22 名の個人を資産凍結及び渡航禁止措置の対象として追加す

ることを決定しました。また、同時に 4つの法人及び団体を資産凍結措置の対象に指定

しています。 

法人及び団体としては、国軍との密接な関係を理由に、ミャンマーの財閥である Htoo 

Group of Companies 及び International Group of Entrepreneurs（IGE）Company Limited

が制裁対象者として指定されています。国営企業では、天然資源・環境保全省（Ministry 

of Natural Resources and Environmental Conservation）傘下の第 1鉱山公社（No. 1 

Mining Enterprise ）及び電力・エネルギー省（Ministry of Electricity and Energy）傘下

のミャンマー石油ガス公社（Myanma Oil and Gas Enterprise：「MOGE」）が制裁対象

者として追加されたことが注目されます。特に、MOGE については、天然ガスの輸出

を通じたミャンマー政府の主要な外貨獲得源の一つとされており、欧米諸国による制裁

指定を求める声が従前より高まっていました。本稿執筆時点において、MOGE を制裁

対象者として指定しているのは EUのみであるものの、今後米国や英国も追随すること

となるのか、各国の動向が注目されます。 

 

（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 

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 

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
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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 

本レター第 134 号（2022年 2月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00063987/20220221-102537.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 

 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050100/20210921-115623.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050592/20211220-112653.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063987/20220221-102537.pdf
mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
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今月のコラム－シンガポールの家探し－ 

 

筆者はとかく海外での家関連の運がありません。 

海外生活を始めて早 4年となりましたが、その幕開けから波乱でした。人生最初の海

外生活はオーストラリアだったのですが、深夜 1時に空港から大学院の寮に辿り着いた

ところ「予約できていない。」と言われ、夜の帳の下りたメルボルンの街に大荷物と共

に放り出されました（結局、まともな部屋が空くまで、3か月ほどバス・トイレ共用の

狭い部屋に住んでいました。）。その後、シンガポールに移ってからも、夜に仕事から帰

宅したところ電子錠の電池切れで家に入れず、電池を探してコンビニを渡り歩いたり、

隣の部屋の住人がゴミを捨てずに長期旅行に出かけたため、ほぼ毎日名前も言うことも

おぞましいあの虫（通称 G）の襲撃を受ける、等々、家関係のトラブルは止むことを知

りません。約 30 年暮らした日本では住まいのトラブルらしいトラブルは全くなかった

にもかかわらず。 

このように運のない私ですが、つい先日大家から「家賃を 30％上げる。」と非情な通

知があったため、ここ最近はやむを得ず新しい家探しをしていました。運のない私の家

探しの体験談にどこまで汎用性があるかは分かりませんが、これからシンガポールで家

探しをする方の役に立つ点もあるのではないかと思いましたのでご紹介します。 

 

(1) どこで探すのか？ 

 

日本で賃貸住宅を探す場合、大手

の不動産仲介会社のウェブサイト

や、街中の実店舗に赴いて、いくつ

か物件の内見をしてから決めると

いうことが多いと思います。 

一方、シンガポールでは、日本の

大手の不動産仲介会社のようなと

ころはあまりありません。基本的には大家側の個人エージェントが情報サイト

（PropertyGuru等）に個々の物件を掲載しており、気になる物件があれば、借主側か

ら情報サイトに載っているエージェントの連絡先に連絡を取るということになりま

す 

なお、情報サイトにはエージェント宛に送信する「お問い合わせフォーム」があり

ますが、ここから連絡をしてもまず返事はありません。シンガポールでメジャーな

WhatsApp（メッセンジャーアプリ）等から連絡をする必要があります。 
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(2) 内見では何を見るべきか？ 

 

シンガポールの大家は、いかに空家の期間を短くするかということに心血を注いで

いる、と聞いたことがあります。そのため、まだ前の住人が居住している中で内見を

するというケースが多いです。特に部屋が前の住人の荷物でいっぱい、というような

場合には、どのような部屋なのか、なかなかイメージが湧きづらいですが、そこは心

眼で見抜きましょう。個人的に注目すべきと思っている点はごみを捨てるダストシュ

ートの位置（これが部屋の中にあるとあの虫が出る原因となり得る。）と水回り（シ

ンガポールは年中湿度が高いせいか、築年数の割に痛んでいる物件が少なくない。）

です。 

なお、内見中は大家側のエージェントが隣で見張っているため、前の住人に物件の

悪い点を聞きにくい雰囲気がありますが、偶然にも日本人が前の住人の場合は、日本

語でいろいろと聞き出せるというメリットがあります（私は 10 軒くらい内見をしま

したが、うち 2 軒は前の住人が日本人でした。）。 

 

(3) 大家との交渉はどうするのか？ 

 

一昔前までは、情報サイトに載っているままの家賃で借りるようなことは少なく、

大家も数百ドル程度の値引きに応じてくれることが一般的でした。しかし、シンガポ

ールではコロナによる工事の遅延が原因で新築物件の供給が滞っており、現在は賃貸

住宅のマーケットが非常に大家有利になっているといわれています。そのため、大家

が一切の値引きに応じないことも少なくありません。 

もっとも、特に日本人は家を比較的きれいに使い、家賃もきちんと支払うという評

判があるのか、大家側から比較的人気があるようなので（内見時に国籍を聞かれるの

が一般的です。）、ある程度の家賃交渉はしてみるべきというのが個人的な意見です。

どうしても値引きに応じないということであれば、新しいソファやマットレスを入れ

てもらうといった方向で交渉するというやり方もあるかもしれません。 

 

以上が私の体験談ですが、何か皆さまのご参考になることがあれば幸いです。なお、

本コラムの執筆時点で、私は無事物件が見つかっており、申込金の支払いまでは完了し

ていますが、ここはシンガポール。賃貸借契約の締結までは安心できないと思っていま

す。 

 

（弁護士 内田 義隆） 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『【九州大学法科大学院 六本松法学継続教育オフィスセミナー】

アドバンスド企業法務「コンプライアンス」』 

開催日時  2022年 3月 24日（木）13:30～16:00 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『第 4844 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「今、日本企業に求め

られる「ビジネスと人権」の実務対応のポイント」』 

開催日時  2022年 4月 14日（木）13:30～16:30 

講師    御代田 有恒 

主催    株式会社 FNコミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『経済安全保障推進法案：今後の議論のポイントと企業実務へのイン

パクト』 

開催日時  2022年 4月 14日（木）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 3回 経済安全保障を読み解

く主要 11分野 ――投資管理編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022年 4月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「＜企業法務＞ウイグル人権問題をめぐる最新動向と各種規制の体

系的理解」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.34 No.3 

著者    梅津 英明、鈴木 幹太、沈 暘 

 

➢ 論文    「日本の輸出管理制度を人権の観点から読み解く―外為法で人権の

観点からの輸出管理は可能か」 

掲載誌   NBL No.1213 

著者    大川 信太郎 

 

NEWS 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて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各分野にて Hall of Fame、
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Leading Individuals、Next Generation Partners 又は Rising Stars の高い評価を得

ました。さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）においても以下の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

所属する弁護士が各分野にて高い評価を得ております。 

 

JAPAN 

分野 

Tier 1 

・Antitrust and competition 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Fintech 

・Intellectual property 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 

・Restructuring and insolvency 

・Risk management and investigations 

・Tax 

 

Tier 2 

・TMT 

 

弁護士 

Hall of Fame 

・Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

・Corporate and M&A: 石綿 学 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子 

・Tax: 大石 篤史 

 

Leading Individuals 

・Antitrust and competition: 伊藤 憲二 

・Banking and finance: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 
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・Capital markets: 尾本 太郎 

・Corporate and M&A: 棚橋 元、大石 篤史、松下 憲 

・Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦 

・Fintech: 増島 雅和、堀 天子 

・Intellectual property: 三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳 

・Investment funds: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

・Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

・Projects and energy: 小林 卓泰、石川 直樹、岡谷 茂樹 

・Real estate and construction: 佐藤 正謙 

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

・Risk management and investigations: 藤津 康彦、梅津 英明 

・Tax: 酒井 真 

・TMT：岡田 淳 

 

Next Generation Partners 

・Antitrust and competition: 藤田 知也 

・Banking and finance: 末廣 裕亮、白川 佳 

・Capital markets: 田井中 克之 

・Dispute resolution: ダニエル・アレン 

・Private wealth: 小山 浩 

・Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮 

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

・Tax: 栗原 宏幸、小山 浩 

 

Rising Stars 

・Fintech: 古市 啓 

・Labour and employment: 濵 史子 

・Projects and energy: 野間 裕亘 

・Restructuring and insolvency: 片桐 大 

 

THAILAND 

分野 

Tier 1 

・Projects and energy 

 

Tier 2 

・Banking and finance 
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・Corporate and M&A 

 

Tier 3 

・Dispute resolution 

・Labour and employment 

・Real estate and construction 

 

弁護士 

Hall of Fame 

・Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 

・Projects and energy：ジェッサダー・サワッディポン 

 

Leading Individuals 

・Banking and finance: ジョセフ・ティスティウォン 

・Projects and energy: ジョセフ・ティスティウォン 

 

MYANMAR 

分野 

Tier 2 

・Corporate and M&A 

・Projects 

 

弁護士 

Next Generation Partner 

・Corporate and M&A: 井上 淳 

 

➢ Chambers Asia Pacific Awards 2022のショートリストに掲載されました 

Chambers & Partners による Chambers Asia Pacific Awards 2022 において、当

事務所がOutstanding Firm for Pro Bono部門のショートリストに掲載されました。

また、当事務所パートナーの竹野 康造 弁護士がOutstanding Contribution Award

のショートリストに掲載されました。 

 

➢ Chambers Global 2022にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2022 にて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。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）

及び中国においても以下の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 
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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 1) 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking & Finance (Band 2) 

・Corporate/M&A (Band 2) 

・Projects & Energy (Band 1) 

 

MYANMAR（Myanmar Legal MHM Limited） 

・General Business Law (Band 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

・Banking & Finance: Domestic 

佐藤 正謙、青山 大樹、小林 卓泰 

・Capital Markets: Domestic 

鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光、田井中 克之 

・Capital Markets: Domestic: J-REITs  

藤津 康彦、尾本 太郎 

・Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives  

佐藤 正謙、江平 享 

・Corporate/M&A: Domestic 

棚橋 元、石綿 学、松村 祐土、大石 篤史、小島 義博、林 宏和、松下 憲 

・Corporate/M&A: Foreign Expertise based abroad in Myanmar 

武川 丈士 

・Dispute Resolution: Domestic  

関戸 麦、飯田 耕一郎 

・Dispute Resolution: International 

ダニエル・アレン 
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・Intellectual Property: Domestic 

三好 豊、岡田 淳 

・Intellectual Property: Foreign Expert for China 

小野寺 良文 

・International Trade 

石本 茂彦、梅津 英明 

 

CHINA 

・Intellectual Property (International Firms): Foreign Expertise based abroad in 

Japan 

小野寺 良文 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking & Finance 

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 

アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Projects & Energy 

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 

 

MYANMAR（Myanmar Legal MHM Limited） 

・General Business Law 

キンチョー・チー、武川 丈士、ウィン・ナイン 

 

 

（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 


