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第 142号（2022年 9月号） 

 

 

今月のトピック 

1. タイ ： 民商法改正草案（吸収合併の創設等） 

2. ベトナム ： ベトナムにおけるデータ保存義務を定める政令 53号の制定 

3. インド ： 個人情報保護法制の全体像と個人情報保護法案の撤回 

4. ミャンマー ： ①： ミャンマー中央銀行による外国為替管理の強化～外国

送金規制及び強制兌換措置に関する続報 

  ②： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～

英国による追加制裁 

  ③： 倒産法の運用開始に向けたアップデート～DICA への

届出様式の公表 

5. シンガポール ： シンガポールにおけるスマートネーション構想：金融分野に

おける AIの活用 

 

今月のコラム －シンガポールの海－ 

 

 

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142

号（2022 年 9 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. タイ： 民商法改正草案（吸収合併の創設等） 

 

これまで長らく国会で審議されてきたタイ民商法（Civil and Commercial Code：「民

商法」）の改正草案（「本改正草案」）について、今般上院・下院の双方で承認がなされ

ました。本改正草案は、今後、国王の承認を経た上で官報によって告示されることにな

り、告示から 90 日後に施行される予定です。以下では、本改正草案の重要と思われる

点について概説します。 

 

(1) 吸収合併の創設 

 

従前、民商法においては、会社の合併のスキームとして新設合併（合併当事会社の

全てが消滅して新会社を設立）のみが定められており、吸収合併（合併当事会社の一

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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方が他方を吸収して存続）は許容されておりませんでした。そのため、タイにおける

M&A 取引においては、新設合併と事業譲渡が主な選択肢となっておりましたが、本

改正草案により新たに吸収合併が創設されるため、今後 M&A 取引やグループ内組織

再編における活用が期待されます。 

 

(2) 合併に反対する株主の株式買取制度の創設 

 

これまで特別決議事項である新設合併については、出席株主の 4分の 3以上の賛成

があれば行うことができ、これに反対する少数株主の保護を図る制度はありませんで

した。本改正草案により、新設合併（及び新たに創設される吸収合併）に反対する少

数株主の株式買取制度が認められることになります。 

株主総会において新設合併・吸収合併に反対する株主（「反対株主」）がいる場合、

新設合併・吸収合併を行おうとする会社は、反対株主が保有する株式の買取者を手配

する必要があります。株式買取価格について当事者間で合意が得られない場合には、

鑑定人が任命され、当該鑑定人の評価額が最終的な買取価格となります。 

買取価格の決定後、買取の申し出から 14日以内に株式譲渡手続が完了しない場合、

新設合併・吸収合併の手続は進行し、反対株主は新会社（新設合併の場合）又は存続

会社（吸収合併の場合）の株主となります。 

 

(3) 最低株主数 

 

従前、民商法においては、会社の「株主が 3名未満」となった場合、裁判所が当該

会社に対する解散命令を下すことができるとされていました。したがって、この解散

命令を回避する目的で、例えば日系企業のタイ子会社については、最低 3名の株主が

必要であることを前提に、親会社以外にも、関連会社や個人（役員や従業員等）が株

主となり、3名を維持することが実務上一般的でした。本改正草案では、解散命令を

下すことができる事由が「株主が 1名の場合」へと変更されましたので、最低株主数

については 2名を維持することで良いことになりました。よって、上記のようなケー

スでは、親会社以外の株主は 1 名で足りることになります。また、これと関連して、

会社設立時の発起人についてもこれまで 3名必要とされていたのが、2名で充足する

ことになります。 

 

(4) 株主総会招集通知の新聞公告 

 

これまでは、非公開会社であっても、株主総会開催に際しては招集通知の各株主へ

の個別送付に加え、新聞公告の掲載も必要とされておりましたが、本改正草案により、

無記名式の株券を発行している会社（タイの日系企業においてはほとんどみられませ

ん。）でない限り、株主総会開催のための招集通知の個別送付は引き続き必要である
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ものの、新聞公告の掲載は不要となります。 

 

(5) 株主総会の定足数 

 

株主総会の定足数について、発行済株式数の資本の 4分の 1以上を有する株主の出

席と定める民商法の規定に加え、判例上、「会議」であることを前提に複数の株主又

は代理人が出席する必要があるとされていました。本改正草案は、その判例を明文化

し、2名以上の株主又はその代理人の出席が必要であることが民商法上に明記される

ことになります。 

 

(6) 電子的方法による取締役会の開催 

 

2014年 6月の暫定政権下での布告及び 2016年 9月の商務省告示、さらに 2020年

4 月の緊急勅令及び 2021 年のデジタル経済社会省告示に基づき、一定の要件の下で

電子的方法による会議を開催することが認められていましたが、民商法にはこれに関

連する規定は存在していませんでした。また、特に取締役会の開催については取締役

本人が出席する必要があることとの関係でも、電子的方法による会議が民商法上許容

されるのか、これまではその解釈において不透明な部分がありました。本改正草案に

より、附属定款に別段の定めがない限り、電子的方法による取締役会開催可能である

旨が明記されたため、電子的方法により出席した取締役も定足数の計算に含められる

ことが明確になりました。 

 

（ご参考） 

本レター第 112 号（2020年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042667/20200720-112955.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ベトナム： ベトナムにおけるデータ保存義務を定める政令 53号の

制定 

 

ベトナムでは、本レター第 88号（2018年 7月号）にてお伝えしたとおり、サイバー

セキュリティ法案が 2018 年に可決され、2019 年 1 月 1 日より施行されています。サ
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イバーセキュリティ法では、ベトナムで一定のサービスを提供する企業は、一定のデー

タをベトナムで保存する義務を有することが規定され、かつ、要件を充たす企業はベト

ナムで支店又は駐在員事務所を設立することを義務付けられています。他方、こうした

ベトナムにおけるデータ保存義務の詳細は政令で定められると規定されていることか

ら、政令が出されるまでの間、実質的にデータ保存義務を果たしていた企業はあまり見

られないというのが現状でした。 

2022 年 8 月 15 日、サイバーセキュリティ法の施行規則を定める政令 53 号

/2022/ND-CP（「政令 53 号」）が出され、上記のベトナムにおけるデータ保存義務につ

いても、その詳細が明らかとなりました。この義務は、2022年 10月 1日から施行され

ることと規定されています。 

 

(1) ベトナムにおけるデータ保存義務の対象となるデータ（「本件データ」） 

 

政令 53 号では、ベトナムにおける保存義務の対象となるデータは、概要、以下の

とおり規定されています。 

 

⚫ ベトナムにおけるサービス利用者の個人情報に関するデータ：当該サービス利用

者を特定できるデータ 

⚫ ベトナムにおけるサービス利用者が作成したデータ：ユーザーアカウント名、ク

レジットカード情報、E メールアドレス、IP アドレス等のサービス利用者による

サービス利用やサービス利用のためのネットワーク機器及び情報に関するデー

タ等 

⚫ ベトナムにおけるサービス利用者の関係性に関するデータ：サービス利用者の友

人やグループ等、サービス利用者が接続又は交流する他者との関係に関するデー

タ 

 

(2) ベトナム国内事業者に課されるデータ保存義務 

 

ベトナムの法律に従い設立又は登録され、ベトナムに本店を置くベトナム国内事業

者は、サイバーセキュリティ法に規定する以下の 2要件を充たす場合には、本件デー

タをベトナム国内に保存する義務があります。ベトナム国内事業者である限り、例え

ば日本企業のベトナム子会社もこの義務を負うことに留意が必要です。 

 

⚫ ベトナムにおいて通信ネットワーク上のサービス、インターネット上及びサイ

バースペース上で付加価値サービスを提供すること 

⚫ サービス利用者の個人情報、利用者の関係性、又は利用者が作成した情報の収集、

利用、分析又は加工に関与すること 
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(3) 海外事業者に課されるデータ保存義務 

 

概要、以下の全てを充たす場合には、外国の法律に基づき設立又は登録された海外

事業者がベトナムでデータを保存する義務が生じるとされており、国内事業者の場合

と比べると、限定されています。 

 

⚫ ベトナムにおいて以下のサービスのいずれかを提供する場合：通信サービス、

データストレージサービス、ベトナムにおける利用者向けに国内及び国際ドメイ

ンの提供サービス、E コマースサービス、オンライン決済サービス、仲介決済サー

ビス、サイバースペースにおける交通サービス、ソーシャルネットワーキング及

びソーシャルメディアサービス、オンラインゲームサービス、メッセージ・電話・

ビデオコール・E メール・オンラインチャット等のサービス 

⚫ 警告を受領したにもかかわらず適正な措置を取らなかった場合：上記サービスが

サイバーセキュリティ法の違反行為のために利用され、政府当局が違反行為を通

知し、協力等を要請したにもかかわらず、当局の措置に協力等をしなかったこと 

 

海外事業者は、上記要件に該当し、政府当局からベトナムにおけるデータ保存を要

請された場合、12 か月以内にデータ保存を行う必要があります（データ保存の期間

は政府当局から要請された期間となりますが、24 か月以上と規定されています。）。

また、ベトナムにおける事業又はサービスを終了するまでの間、ベトナムに支店又は

駐在員事務所を開設・維持する必要があります。 

 

上記のように、海外事業者については、政府当局からの要請を受けたにもかかわらず

措置を取らなかったことがベトナムにおけるデータ保存義務が発生する要件になって

いるため、いつデータ保存義務を遵守すれば良いのかという点は明確であり、遵守が必

要とされる事業者の範囲も限定的と言えます。他方で、国内事業者については、相当広

い範囲でデータ保存義務が課されることになることから、ベトナム国内でオンライン

サービス等を行っている事業者にとっては、非常に影響が大きいことになります。デー

タ保存義務違反の場合の罰則は、違反の性質と法令に従って判断されると抽象的に規定

されており、ベトナム政府がどの程度迅速かつ厳しく政令 53 号を執行するのかという

点は未知数ですが、特に対象となる国内事業者は早期の対応を検討する必要があると言

えます。 

 

（ご参考） 

本レター第 88号（2018年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00031764/20180720-022852.pdf 

本レター第 94号（2019年 1月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00035144/20190122-111834.pdf 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00031764/20180720-022852.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00035144/20190122-111834.pdf
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3. インド： 個人情報保護法制の全体像と個人情報保護法案の撤回 

 

インドにおいては、本稿執筆時現在（2022年 9月現在）、個人情報保護に関する一般

法は存在しておらず、個人情報保護に関する主な法令は、IT法（Information Technology 

Act, 2000）43A 条及び同法の下位規則である 2011 年個人情報保護規則（Information 

Technology（Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data 

or information）Rules, 2011：「2011年規則」）となります。 

具体的には、まず IT 法は、インドの情報技術産業に関する法令であり、個人情報保

護としての適用場面は限定的です。 

また、2011 年規則の内容によれば、同規則の適用対象は、インドにおいて個人情報

を収集・利用する法人等であり、「個人情報」は、自然人に関する情報を指し、直接又

は間接的に、法人等にとって入手可能又は入手可能性のある情報とあわせて、当該自然

人を特定できる情報、と定義されています。さらに、Sensitive personal data or 

information（「センシティブ個人情報」）とは、①パスワード、②銀行口座、クレジット

カード、デビットカード及びその他の支払方法の詳細等の金融情報、③肉体的、生理的、

精神衛生的状況、④性的指向、⑤診療記録・履歴、⑥生体情報、⑦サービス提供のため、

法人等に対して提供された上記各号に関する詳細、⑧適法な契約又はその他の方法に基

づき、法人等が処理又は保管するために上記各号に従って受領した情報、と定義されま

す。概要、2011 年規則では、個人情報の収集・利用に関する法人等の義務、情報提供

者の有する権利、センシティブ個人情報を第三者に開示する際の情報提供者からの事前

同意の取得の義務、センシティブ個人情報の移転に関する制限、プライバシーポリシー

の策定・公表義務、合理的安全措置について規定されています。 

もっとも、2011年規則は、全 8条の規則であり、EUのGDPR（General Data Protection 

Regulation）や日本の個人情報保護法と比較すると非常に簡素なものとなっています。 

このような状況の下、インドではかねてより個人情報保護に関する一般法が待望され

てきました。そうした中、2017年より個人情報保護に関する一般法制定の動きが興り、
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2019年 12月に 2019 年個人情報保護法案（Personal Data Protection Bill, 2019）がイ

ンド下院（Lok Sabha）に提出されました。

2019年個人情報保護法案は、全 98条の構成となっていますが、EUの GDPR を意識

した内容となっており、GDPR 上の Data subject、Controller、及び Processor に相当

するデータ主体（data principal）、データ受託者（data fiduciary）、及びデータ処理者（data 

processor）の定義が設けられていました。その他、一定の域外適用を想定して、デー

タ受託者・データ処理者の義務や、データ主体が有する主要な権利を定め、センシティ

ブ個人情報と重大個人情報に分けて越境移転及びデータローカライゼイションに関す

る規制を規定していました。 

この 2019年個人情報保護法案は、共同国会委員会（Joint Parliamentary Committee）

の審議に掛けられ、2021年 12月、共同国会委員会が、審議の内容を踏まえ、上院・下

院両院に報告書を提出しました。当該報告書には、99 条にも及ぶ 2019年個人情報保護

法案の修正案が添付されていましたが、2019年 12月の 2019年個人情報保護法案を大

きく変更する修正も含まれていたため、その動向が注目されていました。 

本年 2022 年 8 月 3 日、インド政府は突如として 2019 年個人情報保護法案を撤回し

ました。撤回理由は、共同国会委員会から多数の修正意見が入り、現時点での内容・形

態ではおよそ法令として維持しきれない、とインド政府が判断したからとなっています。 

現地の報道によれば、インド政府は近日中に個人情報保護に関する新法案を上程する

予定であるといわれております。 

新法案がどのようなものとなるか、その内容を含め、インドの個人情報保護について

は大きな動きが興っている最中ですので、引き続き注意深く動向を見守る必要がありそ

うです。 

4. ミャンマー

①：ミャンマー中央銀行による外国為替管理の強化～外国送金規制及び

強制兌換措置に関する続報 

ミャンマー国内の外貨不足を受けたミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar：

「CBM」）による外国為替管理措置（「本外為管理措置」）の導入とその後の経過につい

弁護士 小山 洋平 

 03-5220-1824（東京）
yohei.koyama@mhm-global.com

弁護士 御代田 有恒 

 03-6266-8989（東京）
aritsune.miyoda@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:aritsune.miyoda@mhm-global.com
mailto:yoshinori.usui@mhm-global.com
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ては、本レター第 136 号（2022 年 4 月号外）以降の各号においてお伝えしたとおりで

す。本号では、本外為管理措置の 2022年 8月 20日以降の続報をお伝えします。 

 

(1) 輸入取引に関する外国送金規制の例外について 

 

本レター第 141 号（2022 年 8月号）でお伝えしたとおり、CBM は、2022 年 8月

5日付けNotification第36/2022号及び2022年8月16日付けLetter第FE-1/PaKa/1956

号において、輸出業者が輸出取引から得た外貨のうちの 35％（「輸出代金 35％」）に

ついて、30 日間はミャンマーチャットへの転換義務（「強制兌換措置」）の対象とな

らず、輸出業者自身による使用や輸出業者から当該資金を受領した第三者による使用

等、外貨のまま使用することを認める旨を公表しています。 

これに続き、CBMは2022年8月26日付けLetter第FE-1/PaKa/2071号（「Letter2071

号」）において、輸出代金 35％を原資とする外国送金の実施につき、当該送金が、輸

入取引のために行うものである限り、CBM の事前承認を取得する必要はない旨が明

記されています。Letter2071号の規定上は明確ではないものの、「CBM の事前承認」

は、通常の外国送金に関して必要とされる FESCによる事前承認を指しているものと

解され、本外為管理措置のうちの外国送金規制を一部緩和するものと評価できるよう

に思われます。ただ、外貨送金の原資が輸出代金 35％であることを外貨取扱銀行が

どのように確認するのかという点は明らかでなく、Letter2071号に定める外貨送金規

制の例外適用措置が実務上どこまで実行可能なのかは不透明であるように思われま

す。 

 

(2) ミャンマー国民が国外で得た外貨収入の取扱いについて 

 

CBM は、2022 年 8 月 30 日付け Notification 第 39/2022 号（「Notification39 号」）

において、ミャンマー国民がミャンマー国外で得た賃金及び報酬からミャンマー国内

に送金された外貨について、21 日間に限り、自己使用又は第三者への送金に使用す

ることが可能である旨を公表しました。21 日間経過後は外貨取扱銀行への売却が義

務付けられます。 

これはミャンマー国外で就労するミャンマー人からの本国送金を促進することを

意図したものと推測されます。ただ、強制兌換措置の対象外となる期間は 21 日間と

極めて短期間に限られています。また、当該外貨を受領した第三者は強制兌換措置の

対象となり、外貨をそのまま保有することは認められていません。これらの点を踏ま

えると、Notification39 号の意図した目的がどこまで実現されるかについては疑問が

残ります。 
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（ご参考） 

本レター第 131 号（2021年 11月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050418/20211122-110501.pdf 

本レター第 136 号（2022年 4月号外） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064325/20220408-041318.pdf 

本レター第 138 号（2022年 5月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064627/20220520-114800.pdf 

本レター第 139 号（2022年 6月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064989/20220620-023853.pdf 

本レター第 140 号（2022年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065180/20220721-021507.pdf 

本レター第 141 号（2022年 8月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065313/20220822-102318.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～英国による追

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の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。これらに続き、英国財務省（HM Treasury）は、英国時間 2022

年 8月 24日、ミャンマー国軍への資金及び経済的資源の支援の提供を理由に、Sky One 

Construction Company Ltd、International Gateways Group of Companies Limited及び

Star Sapphire Group of Companies の 3 法人を資産凍結措置の対象者に追加しました。 

なお、今回英国が新たに制裁対象者として指定した 3 法人のうち、Sky One 

Construction Company Ltd及び International Gateways Group of Companies Limitedは、

それぞれ、2021年 3月及び 2022年 3月に、米国財務省外国資産管理室（OFAC）から

も制裁対象者として指定を受けています。 

 

③：倒産法の運用開始に向けたアップデート～DICA への届出様式の公

表 

 

ミャンマーにおける会社清算手続等に関して規定する倒産法は、2020 年 3 月に施行

されました。しかし、本レター第 126 号（2021 年 6 月号）でお伝えしたとおり、倒産

法に基づく会社清算手続等の実施に際して必要な倒産実務家（Insolvency Practitioner）

の登録が進んでおらず、倒産法に基づく会社清算手続等は実施できない状態にあります。 

そのような状況の下、投資企業管理局（「DICA」）は、2022年 9月 1日、倒産法に基

づく会社清算に際して DICA への届出が求められる事項のうち、清算人の選任及び最終

の決算報告に関する届出のための各様式（Form W-01及びW-09）を公表しました。た

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050418/20211122-110501.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064325/20220408-041318.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064627/20220520-114800.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064989/20220620-023853.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065180/20220721-021507.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065313/20220822-102318.pdf
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だ、これらの様式上も、倒産実務家として登録を受けた者が清算人に就任していなけれ

ば、そもそも手続が進められないことが前提になっています。そのため、今回の DICA

の動きにより倒産法の実務に何か目立った進捗があるということにはならず、会社清算

手続等を適法に行うためには、倒産実務家の資格証明書の発行を待つ必要があるという

状態に変わりはないと言えます。倒産実務家の資格証明書の発行がいつ行われるのか、

引き続き当局の動向を注視していく必要がありそうです。 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. シンガポール： シンガポールにおけるスマートネーション構想：金

融分野における AIの活用 

 

シンガポールでは、2014年以来、リー・シェンロン首相の主導のもと、スマートネー

ション構想が推し進められています。スマートネーション構想とは、デジタル技術を応

用してスマートシティ化を推し進め、市民生活、政府サービス、ビジネス、交通機関、

保健衛生等の幅広い分野において変革をもたらすことを目的とした一連の政策です。ス

マートネーション化は金融分野でも推し進められており、その一環として、シンガポー

ル金融管理局（Monetary Authority of Singapore：「MAS」）は、2022年 6月、金融機関

のリスク管理に「NovA!」と呼ばれる AIが初めて使用されたことを公表しました。以下

では、NovA!開発の経緯とその機能について紹介します。 

 

(1) 金融分野におけるスマートネーション 

 

MAS は、2021 年 8月、スマートネイション・デジタル政府局（Smart Nation and 

Digital Government Office）下にある国家 AI課（National AI Office）と共同で、The 

National Artificial Intelligence (AI) Programme in Finance（「金融分野における国家人

工知能プログラム」）と呼ばれる構想を発表しました。このプログラムは、金融分野

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 
 takeshi.mukawa@mhm-global.com 

 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-9253654（ヤンゴン） 

 03-6266-8566（東京） 

 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 
 kana.manabe@mhm-global.com 

 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf
mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
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において、AI の活用による生産性向上や新規雇用の創出、AI 関連技術の向上、適切

な AIの管理を通じた社会における AIの受容等、幅広い事項を目的としており、同プ

ログラムの下では様々な計画が実施されています。 

このような計画のうちの 1 つが「NovA!」であり、NovA!は金融関連のリスクを判

定するために AI技術を活用するプラットフォームであると説明されています。NovA!

は、テマセクグループの Aicadium 社を中心に、シンガポールのフィンテック企業や

銀行によって開発が進められてきました。 

 

(2) NovA!の機能 

 

NovA!は、開発の初期段階では、環境関連のリスク判定に特化したものとなってお

り、サステナビリティ・リンク・ローン（「SLL」）のオリジネーション、引受け、サー

ビシングの場面における ESG 関連のリスク判定に用いられることが想定されていま

す。具体的には、NovA!は以下のような使われ方をされるとされています。 

 

⚫ オリジネーションの場面では、金融機関は、NovA!を使用することにより、どの

不動産関連事業を営む借主候補が持続可能性に関するメトリクスを改善できそ

うかを、借主候補の過去の環境関連のパフォーマンスを同業他社と比較すること

により特定することができます。 

⚫ 引受けの場面では、NovA!が生成する産業別のサステナビリティ・パフォーマン

ス・ターゲット（「SPT」）の指標を活用することで、借主候補ごとに適切な

SPTを設定することができます。 

⚫ サービシングの場面では、NovA!を用いて実際の持続可能性パフォーマンスに関

する数値と借主候補による自己申告内容を比較することにより、いわゆるグリー

ンウォッシュ（環境に配慮しているように装うこと）を検知することができます。 

 

上記のような場面では、金融機関は種々のデータを収集・分析する必要があります

が、NovA!では自然言語処理技術を使用して関連する情報を自動的に抽出するため、

NovA!を活用することにより、データの収集・分析に要する様々なコストを圧縮でき

ることが期待されています。 

 

現時点では、NovA!は引き続き試作段階にありますが、早ければ 2023 年の中頃には

NovA!の詳細が明らかにされる予定です。AIの活用は様々な分野において叫ばれて久し

いですが、NovA!の開発はシンガポールにおける AIの活用の先進的な例として注目に値

すると思われます。今後 AIの活用が進むことにより、データ関連等の分野での法整備・

規制もあわせて変容していくことも考えられ、引き続きその動向を注視する必要があり

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。 

 

 

 

 

 

 

 

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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今月のコラム－シンガポールの海－ 

 

シンガポールが世界史の舞台に登場するのは、インド・中国貿易ルートにおける寄港

地を探していたイギリス東インド会社のスタンフォード・ラッフルズ卿が 1819 年にシ

ンガポール島を発見したときに遡ります。シンガポールはマラッカ海峡の南、そして東

南アジア海峡の真ん中に位置しており、イギリスはそのようなシンガポールの地理的優

位性を生かして、シンガポールを自由貿易港とする政策を採用しました。その結果、シ

ンガポールは世界各地から交易船が集まる港として発展してきました。 

それからおよそ 200年たった現在においても、シンガポールには世界各地からの船舶

が集まってきており、海に面した弊所シンガポールオフィスの窓から海を見ると、タン

カー、貨物船やクルーズ船等の様々な船舶が、真向かいに位置するインドネシアとの間

の狭い海峡を通過しているのが見て取れます。このような景色を見るたびに、シンガ

ポールの地理的な優位性や船による物流の規模の大きさを肌で感じることができます。 

そんなシンガポールをより体感できる場所

として、筆者のお気に入りスポットが、イース

ト・コースト・パークです。イースト・コース

ト・パークは文字通りシンガポール島の東側に

位置する海岸沿いにある公園で、およそ 15 キ

ロメートルの海岸線を有しています。イース

ト・コースト・パークのビーチ沿いからは、わ

ずか数百メートル先にシンガポール港を目指しずらりと並ぶ船舶を一望することがで

き、筆者はイギリス統治時代から変わらない（と思われる）景色を見ながら歴史ロマン

に浸っています。 

このイースト・コースト・パークは観光客よりも、家族や友人と過ごす地元の人々で

賑わっています。足を運んでいる人は、ビーチバレーをしたり、釣りやバーベキュー（右

下写真のようなバーベキュースペースがある。）をしたり、子どもと一緒に敷地内の遊

具（左下写真）で遊んだり、思い思いの時間を過ごしています。シンガポールのビーチ

といえばセントーサ島が有名ですが、シンガポールに滞在の際はイースト・コースト・

パークにも足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

（弁護士 大林 尚人） 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『改正個人情報保護法を踏まえたグローバルデータ侵害（漏えい等）

の実務対応～増加傾向にあるサイバー攻撃に備えて、押さえておく

べき実務内容を解説～』 

視聴期間  2022年 10月 3日（月）10:00～2022年 11月 4日（金）17:00 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『Q&A で学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策～「新しい働き方」

の税務面・法務面を詳細に解説致します～』 

開催日時  2022年 10月 17日（月）14:00～17:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ 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』 

開催日時  2022年 10月 20日（木）12:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社情報機構 

 

➢ 論文    「タイ法では電子署名は有効か？タイで電子契約を行う際に注意す

るべきポイントは？」 

掲載誌          BUSINESS LAWYERS 

著者    細川 怜嗣、パヌパン・ ウドムスワンナクン 

 

➢ 論文    「タイのスタートアップ企業への出資・買収におけるスキームの設

計と法務デューディリジェンスの留意点」 

掲載誌          BUSINESS LAWYERS 

著者    細川 怜嗣、パヌパン・ ウドムスワンナクン 

 

➢ 論文    「タイにおけるモバイルゲームの現状と、モバイルゲームをリリー

スする場合の法的留意点」 

掲載誌           BUSINESS LAWYERS 

著者    細川 怜嗣、パヌパン・ ウドムスワンナクン、ティラパット・ソム

バットサタポンクル 
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NEWS 

➢ 岡田 淳 弁護士、パヌパン・ウドムスワンナクン 弁護士が ALB Asia Super 50 

TMT Lawyers 2022に選出されました 

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）Asia 2022 年 7・8 月合併号にて、岡田 淳 弁護士及びパヌパン・ウ

ドムスワンナクン 弁護士が ALB Asia Super 50 TMT Lawyers 2022に選出され

ました。 

 

➢ IFLR1000’s 32nd edition にて高い評価を得ました 

当事務所と当事務所の弁護士が日本において高い評価を受けております。さらに

タイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、シ

ンガポール及びベトナムにおいても以下の分野と各オフィスに所属する弁護士

が上位グループにランキングされ、高い評価を受けております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Banking 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

・Capital markets : Structured finance and securitisation 

・M&A 

・Private equity 

・Project development 

・Project finance 

  

THAILAND 

Tier 1 

・Banking and finance 

・Project development 

Tier 2 

・M&A 

・Restructuring and insolvency 

Tier 3 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 
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MYANMAR 

Tier 2 

・Financial and corporate 

Tier 3 

・Project development 

 

VIETNAM 

Other notable 

・Financial and corporate 

 

（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 


