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第 145号（2022年 12月号） 

今月のトピック 

1. シンガポール ： 暗号資産に関する規制案の公表

2. フィリピン ： BOT 法施行規則の改正 

3. タイ ： 長期滞在者（LTR）ビザの導入 

4. ミャンマー ： FATF による高リスク国指定を受けた現地当局の対応～不動

産エージェントの登録制度の導入 

5. インドネシア ： 金融オムニバス法案の動向

6. マレーシア ： マレーシア証券取引所によるサステナビリティ情報開示に

関する新しいルール 

今月のコラム －2023年、インドの人口、世界一へ－ 

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145

号（2022年 12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。 

※本レターに記載した円建て表記は、ご参照のために、各現地通貨を現在の為替レー

トで換算したものとなります。

1. シンガポール： 暗号資産に関する規制案の公表

シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore：MAS）は、2022年 10

月 26 日に、一般投資家の保護に重点を置いた暗号資産の取り扱い事業者に対する規制

案とステーブルコインに関する新しい規制案として、それぞれ「デジタル・ペイメント・

トークンに関する規制」及び「ステーブルコインの発行や仲介事業に関する規制」を公

表しました。そこで本レターではそれらの概要を取り上げます。 

なお、当該規制案に対するパブリックコメントが同年12月21日まで募集されており、

それを踏まえて新規制が施行される見込みとなっています。 

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) 暗号資産の取り扱い事業者に対する規制 

 

「デジタル・ペイメント・トークンに関する規制」案の内容は下表のとおりです。

なお、紙面の都合上、規制案として公表されている全ての内容を網羅していない点に

ご留意ください。 

 

一般投資家のリス

ク理解度の評価等 

⚫ 一般投資家がトークンの価格の急激な変動、トーク

ンの消失など一定のリスクに関する十分な知識を

有していることを事業者がサービス提供前に把握

すること（そのための十分な情報・リスク開示） 

⚫ 提供サービス参入等における一般投資家へのイン

センティブの付与の禁止 

⚫ 一般投資家に対するトークン購入のための信用枠

やレバレッジの提供の禁止 

事業上の規制 ⚫ 投資家の資産と事業者の資産との分別管理 

⚫ 事業者が営む他の事業との利益相反を回避する措

置等の実施 

⚫ プラットフォームに関するポリシーの開示 

⚫ 投資家からの苦情の適切な処理体制の構築 

技術上の規制 ⚫ 現在、銀行等の金融機関に適用されている技術的な

規制（システム障害からの速やかな復旧や当局への

通知・報告等）の暗号資産の取り扱い事業者に対す

る適用 

 

(2) ステーブルコインに関する規制 

 

「ステーブルコインの発行や仲介事業に関する規制」案において、発行可能なス

テーブルコインは、シンガポールドルと他の 10 通貨（豪ドル、英ポンド、カナダド

ル、ユーロ、日本円、ニュージーランドドル、ノルウェークローネ、スウェーデンク

ローナ、スイスフラン、米ドル）と紐づけられたものに限られるとされています。な

お、ノンバンクによるステーブルコインの発行も可能とされていますが、一定額を超

えるステーブルコインを発行する場合はライセンスを取得する必要があるとされて

います。 

また、ステーブルコインの発行者への、ステーブルコインと紐づく通貨建てでのス

テーブルコイン額面金額 100％以上の準備資産（Reserve Assets）の確保の義務付け

や、当該準備資産と発行者の資産との分別管理が求められる内容等となっています。 

 

MAS は、一般・個人投資家による仮想通貨を含むデジタル・ペイメント・トークン
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への投資・取引は現段階ではいまだリスクが高いとして警告を発するとともに、一般大

衆への広告について規制を設けるなどやや慎重な姿勢を見せており（なお、本広告規制

について、本レター第 134 号（2022 年 2 月号）をご参照ください。）、今回の「デジタ

ル・ペイメント・トークンに関する規制」案もこの流れを汲むものといえます。 

ただ他方で、MAS は、仮想通貨の中でも法定通貨と連動するステーブルコインにつ

いては、シンガポールにおける暗号資産エコシステムにおける取引を活性化・促進する

ための革新的デジタルツールとして好意的に捉え、一般投資家へのリスク対応と技術革

新・導入促進のバランスを見定めようとしており、「ステーブルコインの発行や仲介事

業に関する規制」案もその一つのステップといえそうです。 

 

（ご参考） 

本レター第 134 号（2022年 2月号） 

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

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

2. フィリピン： BOT法施行規則の改正 

 

2022年 9月 15 日、Build-Operate-Transfer Law（「BOT 法」）（共和国法 6957号及び

7718号）の施行規則（Implementing Rules and Regulations：「BOT 法施行規則」）が改

正され、同年 10月 12日に施行されました。BOT法は、民間セクターによる PPP プロ

ジェクトへの参画等について定める法律です。 

本年 4 月に制定された BOT 法施行規則に対し、民間セクターより様々な意見が出さ

れていたところ、今般、これらの意見に対応する目的で BOT 法施行規則が改正されま

した。改正の概要は以下のとおりです。 

 

(1) 重大な不利益となる政府行為（MAGA）の範囲の拡大 

 

改正前は、重大な不利益となる政府行為（Material Adverse Government Action：

「MAGA」）について、地方政府の行為、規制を行う行政機関の行為、立法や司法の

行為等が MAGA の範囲から除外されていました。MAGA は、PPP 契約において民間

弁護士 細川 怜嗣 

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

 

弁護士 大林 尚人 

 +65-6593-9764（シンガポール） 
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セクターに対する政府の補償責任等を発生させる原因となる事象です。このような

MAGA の範囲については、民間セクターが過度にリスクを負担することになるとして

批判的意見があったところ、改正後は、上記の除外は削除されています。 

 

(2) 契約上の料金等の補償 

 

改正後の BOT 法施行規則においては、プロジェクトにより建設された施設の利用

料金等について、PPP 契約に定められた金額と政府が承認する金額が異なる場合には、

民間セクターは、PPP 契約に定められた方法で当該差額を回収できる旨が定められて

います。改正前は、PPP 契約に金額が定められていたとしても、政府が当該金額を承

認しない場合、民間セクターは当該差額について不測の損害を被る懸念がありました

が、改正後はこのような懸念への対応がされています。 

 

(3) プロジェクトを規制する政府の行為に対する仲裁 

 

改正前の BOT 法施行規則においては、プロジェクトを規制する政府の決定や行為

は、仲裁の対象とならない旨が規定されていました。改正後は、この規定は削除され

ており、政府の決定や行為も仲裁の対象となります。 

 

(4) その他 

 

上記の他、改正後の BOT法施行規則においては、BOT 法の対象プロジェクトの拡

大、入札者の資格要件（経験、財務状況等）の緩和、非公募提案（Unsolicited Proposal）

の要件や手続の緩和等も行われています。 

 

上記のとおり、改正後の BOT 法施行規則は、改正前と比べて民間セクターにとって

望ましい軌道修正が行われており、今後、より多くの民間セクターが PPP プロジェク

トに参画することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

3. タイ： 長期居住者（LTR）ビザの導入 

 

タイ投資委員会（BOI）は「ポテンシャルが高い外国人」を呼び込むため、税制やそ

の他の様々な恩典が付与される「長期居住者ビザ」（Long-Term Resident Visa：「LTR

弁護士 園田 観希央 
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ビザ」）を導入し、2022年 9 月 1日から申請が可能となりました。以下、LTRビザの概

要について説明します。 

 

(1) LTRビザの対象者及び資格要件 

 

「ポテンシャルが高い外国人」は、以下の 4 つのカテゴリーに分けられています。

なお、LTRビザ保有者の配偶者及び扶養家族も LTRビザを申請することが可能です。 

 

カテゴリー 申請時の資格要件 

(a) 世界の富裕層 

（Wealthy Global Citizen） 

資産状況及び投資 

⚫ 全世界で 100万米ドル（約 1億 3,600万円）

以上の資産を保有していること、かつ 

⚫ 過去 2年間における年間個人所得が 8万米

ドル（約 1,090万円）以上であること、か

つ 

⚫ 50万米ドル（約 6,800万円）以上のタイ国

債への投資、海外直接投資、又はタイの不

動産への投資をしていること。 

健康保険 

⚫ 5万米ドル（約 680万円）以上の治療費を

保障する医療保険、若しくはタイ国内にお

ける治療費を保障する社会保険に加入し

ていること、又は 10 万米ドル（約 1,360

万円）以上の銀行預金があること。 

(b) 富裕層年金生活者 

（Wealthy Pensioner） 

年齢等 

⚫ 50歳以上で退職者であること。 

資産状況及び投資 

⚫ 年間個人所得が 8 万米ドル以上であるこ

と、又は 

⚫ 年間個人所得が 8万米ドル未満 4万米ドル

（約 550万円）超の場合、25万米ドル（約

3,400 万円）以上のタイ国債への投資、海

外直接投資、又はタイの不動産への投資を

していること。 

健康保険 

⚫ 5 万米ドル以上の治療費を保障する医療保

険、若しくはタイ国内における治療費を保

障する社会保険に加入していること、又は
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10万米ドル以上の銀行預金があること。 

(c) タイを拠点とするリモートワー

ク専門家 

（Work-From-Thailand 

Professional） 

個人所得 

⚫ 過去 2年間における年間個人所得が 8万米

ドル以上であること、又は 

⚫ 過去 2年間における年間個人所得が 8万米

ドル未満 4万米ドル超の場合、修士号以上

の学歴保持者、知的財産権の保持者、又は

シリーズ A の資金調達（スタートアップの

成長フェーズの資金調達。）を受けている

者であること。 

現在の雇用主（タイ国外の雇用主） 

⚫ 上場会社、又は創業 3年以上で過去 3年間

の合計収入が 1億 5千万米ドル（約 200億

円）以上であること。 

経験 

⚫ 過去 10 年間において現職の関連分野で 5

年以上の実務経験があること。 

健康保険 

⚫ 5 万米ドル以上の治療費を保障する医療保

険、若しくはタイ国内における治療費を保

障する社会保険に加入していること、又は

10万米ドル以上の銀行預金があること。 

(d) 高度な技能を有する専門家

（High-Skilled Professional） 

個人所得 

⚫ 過去 2年間における年間個人所得が 8万米

ドル以上、又は 

⚫ 過去 2年間における年間個人所得又は退職

前の年間個人所得が 8万米ドル未満 4万米

ドル超の場合、科学技術分野における修士

号以上の学歴保持者、又はタイにおける担

当業務関連の専門家であること。 

※ただし、タイ政府機関での就労者は個人

所得要件を免除。 

現在の雇用主 

⚫ タイ国内外の企業、又はタイ国内の高等

教育機関、研究機関、特定分野訓練機関、政

府機関。ただし、タイの国家指針「タイラン

ド 4.0」の下、指定されている 14 ターゲット

産業に限る（例：次世代自動車産業、スマー
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ト・エレクトロニクス産業、ロボット産業等）。 

経験 

⚫ ターゲット産業における 5 年以上の実務

経験があること。（ただし、対象業種において

博士号以上の学歴保持者、又はタイ政府機関

に就労する申請者は、本要件は免除。） 

健康保険 

⚫ 5 万米ドル以上の治療費を保障する医療

保険、若しくはタイ国内における治療費を保

障する社会保険に加入していること、又は 10

万米ドル以上の銀行預金があること。 

 

(2) LTRビザ保有者の恩典 

 

LTRビザ保有者には、更新可能な 10年ビザ（初回は 5 年）の付与、ビザ取得要件

である外国人 1 人に対する 4人のタイ人雇用義務の免除、空港でのファーストトラッ

クの利用や出国時の再入国許可の取得が不要、ワンストップサービスセンターにおけ

るビザ・ワークパーミットの円滑な取得等の恩典が付与されます。なお、税制の恩典

については、「高度な技能を持った専門家」にのみ適用され、他のカテゴリーについ

ては、海外での収入の免税という恩典のみが付与される点に留意が必要です。 

 

以上のように、ビザ・ワークパーミットのハードルとなっていた、タイ人雇用義務免

除や 2つの異なる行政機関（入国管理局及び労働省）での煩雑な手続きが回避できるこ

とで、ターゲット産業の企業等が、積極的に技術者をタイに送り込むことができように

なることから、本制度には一定の意義があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 秋本 誠司 
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4. ミャンマー： FATFによる高リスク国指定を受けた現地当局の対応

～不動産エージェントの登録制度の導入 

 

本レター第 144 号（2022 年 11 月号）でお伝えしたとおり、OECD の金融作業部会

（Financial Action Task Force：「FATF」）は、現地時間 2022年 10月 21日、ミャンマー

を高リスク国（ブラックリスト国）に指定したことを発表しました。 

ミャンマーでは、反マネーロンダリング法（Anti-Money Laundering Law：「AMLL」）

において、類型的にマネーロンダリング取引（「ML 取引」）に関与する可能性が高い事

業である、銀行や保険会社等の金融機関や、不動産エージェント、弁護士、会計士等を

「報告機関（Reporting organization）」に指定し、顧客デューディリジェンスの実施や、

ML 取引が疑われる場合の当局への報告等を義務として定めています。FATF の高リス

ク国指定を受け、ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar）を含む監督当局は、

AMLL上の報告機関が ML取引対策として採るべき措置に関するガイドライン等を公表

しており、ミャンマー国内での対応が急遽進められています。 

こうした動きの一環として、ミャンマー内務省（Ministry of Home Affairs）は、2022

年 11月 9日付けで、報告機関の 1つである不動産エージェントの登録に関するDirective

第 1/2022号（「本 Directive」）を公表しました。本 Directive では、一定のフィーを徴収

して譲渡及びリース等の不動産取引の仲介等を行う者を「不動産エージェント（Real 

Estate Agent）」と定義し、不動産エージェントは、所定の手続により当局への登録を行

わなければならない旨を規定しています。本 Directive 上、外資企業が不動産エージェ

ントとして登録するためには、①内資企業との合弁形態であること、及び②ミャンマー

投資委員会（Myanmar Investment Commission）の投資許可（「MIC 許可」）を取得して

いること、という要件を満たす必要があると読める規定が置かれています。不動産エー

ジェント事業の実施に際して内資企業との合弁形態を採ることが必須となると、ミャン

マー投資法（Myanmar Investment Law）に規定されていない新たな外資規制が本

Directive において導入されることになります。また、不動産エージェント事業に関して

MIC 許可を取得している例は存在しないものと思われます。このように、本 Directive

は外資による不動産エージェント事業の実施に大きな影響を与えることが懸念されま

す。なお、同様の規定は、2018年にドラフトが公表された不動産サービス法（Real Estate 

Service Law）にも盛り込まれていましたが、関係各所からの反対を受けて廃案となっ

た経緯があります。 

本 Directive に関しては、ML取引対策としての意味に加え、今後のミャンマーにおけ

る外資規制・投資規制の在り方という意味でも今後の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 144 号（2022年 11月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065903/20221121-113706.pdf 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065903/20221121-113706.pdf
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5. インドネシア： 金融オムニバス法案の動向 

 

インドネシアにおいて、現在、金融分野の発展及び強化に関する法案（「金融オムニ

バス法案」）が国会に付議されています。 

金融オムニバス法案は、世界的なインフレ、不況、地政学的な不透明感等の問題を乗

り越えるため、金融分野の発展・強化を通じた、包括的、持続可能かつ公平な国家経済

の実現をその目的としています。 

具体的には、金融オムニバス法案においては、雇用創出法と同様のオムニバス形式に

基づき、金融分野の各法律（銀行法、保険法、資本市場法、通貨法等を含む 15の法律）

をまとめて改正する方法によって、金融業界全体にガバナンスを効かせ、監督官庁間の

連携体制を整え、金融システムのセーフティネットを設けることが予定されています。 

金融オムニバス法案の内容は多岐にわたり、かつ、国会における審議状況に応じて今

後も内容の変更が想定されますが、本稿では、現状の法案で予定されている事項のうち、

重要と思われる点をいくつか簡単にご紹介します。 

 

(1) デジタルルピアの導入 

 

金融オムニバス法案上、経済の急速なデジタル化に対応すべく、通貨法を一部改正

し、貨幣・硬貨に加え、中央銀行の発行するデジタル通貨（CBDC）としてのデジタ

ルルピアを導入することが予定されています。 

インドネシア中央銀行がデジタルルピアを発行する際には、金融情勢、支払手段と

しての実用性、情報セキュリティ、不正防止措置等の様々な要素を考慮しなければな

らないとされています。 

 

(2) 銀行業に関する新規制枠組み 

 

金融オムニバス法案上、銀行法を一部改正し、①銀行業において、他の金融サービ

ス事業者に対する顧客情報へのアクセス付与等を可能にする情報技術を利用するこ

と（当該アクセス付与については、当該顧客の承認が必要）、また、②商業銀行にお

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 

 
 

mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
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いて、一定の条件の下、デジタルバンクとして事業活動を行うこと（物理的な支店の

ネットワークに加え、情報技術ネットワークを通じた事業活動を行うこと）を明示的

に認めること等が予定されています。 

 

(3) 暗号資産の監督権限の移管 

 

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、現在、インドネシア先物取引監督庁（BAPPEBTI）が暗号資産について

も規制・監督しています。そうした中、金融オムニバス法案上、暗号資産に関する監

督省庁をインドネシア先物取引監督庁からインドネシア金融庁に移管することが予

定されています。 

インドネシアにおいては、現時点では暗号資産に関する規制が十分に整備されてい

る状況ではないため、今後、本規定が維持されたまま法案が可決されれば、インドネ

シア金融庁による、顧客を含む利害関係者の保護につながる新たな法規制の制定も期

待されます。 

 

上記は、金融オムニバス法案の内容のごく一部の紹介となります。本法案の動向につ

いては引き続き注視が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

6. マレーシア： マレーシア証券取引所によるサステナビリティ情報開

示に関する新しいルール 

 

2022年 9月 26 日、マレーシア証券取引所は、既存の大企業が対象となっている市場

（「Main Market」）及び新興企業が対象となっている市場（「ACE Market」）の上場基準

においてサステナビリティに関する情報開示の要求水準を高めることを決定しました。

主要な点を以下に紹介します。 

 

現在の上場基準のもとでは、Main Market 及び ACE Marketに上場する企業は、サス

テナビリティ報告書に以下の事項を含めなければならないとされています。 

 

(a) サステナビリティに関し全ての上場企業にとって重要なものとして共通に定めら

れている事項及び指標 

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 
 

mailto:tetsu.takeuchi@mhm-global.com
mailto:daisuke.hanamura@mhm-global.com
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(b) 気候関連財務情報開示タスクフォースの推奨に従った、気候変動関係の情報開示 

(c) 少なくとも直近 3 事業年度にわたっての、開示の対象となっている各指標及びこ

れに対応する目標のデータ並びに（所定の様式に従った）当該データ及び対応す

る達成目標の要約 

(d) サステナビリティ報告書が内部監査人により監査されていること又は一定の基準

に従い報告書が保証を受けていること 

 

上記マレーシア証券取引所の新しいルールについては、開示の対象となる事項に応じ、

施行時期が異なっています。早いものについては 2023 年 12月 31日以降に終了する事

業年度に関するサステナビリティ報告書から適用となりますが、遅いものについては

2026 年 12 月 31 日以降に終了する事業年度に関するサステナビリティ報告書まで適用

されない予定です。 

 

 

 

 

 

 

弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 
 aki.tanaka@mhm-global.com 

 

 

mailto:aki.tanaka@mhm-global.com
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今月のコラム－2023年、インドの人口、世界一へ－ 

 

世界人口デーである今年の 7月 11日、国連が 3年ぶりに「世界人口予測 2022」を公

表しました。 

これによりますと、今年、2022 年時点で世界一の人口は、依然中国で、14 億 6,000

万人であるところ、第 2位のインドは、僅差の 14億 1,200万人で、来年、2023 年には、

遂に中国を抜いてインドが世界一の人口となる、とのことでした。 

国連の予測では、インドの人口はその後も増え続け、2050年には 16億 6,800万人と

なり、13 億 1,700 万人の中国を大きく引き離すと見られています。インド政府自体は

人口抑制策を進めていますが、医療や衛生の改善によりインドの乳幼児死亡率が低下し、

結果として人口増加が続く、との分析です。 

私のインド駐在時代を振り返ってみても、

写真のように地方の観光地に行った際にカメ

ラを向けると若者が鈴なりになって集まって

くることが度々あった記憶があります。イン

ドの若年層の厚さ（エネルギー）を肌で感じ

た次第です。 

 

 

ちなみに、この写真は、ムンバイに駐在していた私が初めてインド国内旅行をした際、

ラジャスタン州にあるクンバルガル城という当時世界遺産に登録されたばかりの城塞

で撮った写真です。「なぜ、タージ・マハルでも、デリーでもなく、ラジャスタン州？」

と思われるかもしれませんが、当時インドの世界遺産の写真を何とはなしに眺めていた

ときに目に飛び込んできた、私が大好きな日

本のとある有名な冒険活劇的アニメ映画の雰

囲気そのままのチットールガル城というラ

ジャスタン州の城塞（クンバルガル城と同時

に世界遺産登録されました。）を「是が非でも

この目で見たい！」と思ったからでした。「何

とかあの写真と同じ構図で写真を。。」とあれ

やこれや城塞内を散々歩き回って遂に同じス

ポットを発見して撮影したのが右の写真です。 

この写真を無事撮ることができた一方、その日の夜には高熱を出し、でも何とか一晩

で自力で治したり、と自身初のインド国内旅行はなかなかに思い出深い旅行でもありま

した。 
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というわけで、落ち着きそうで、しかしなかなか落ち着かなかった 2022 年も残りわ

ずかとなって参りました。「with コロナ」の方向に世界が動く中、人と人との繋がりも、

そんな様相の下でようやく少しずつ元に戻りつつある、そんな感触を持っております。 

 

来るべき 2023 年が皆様にとってより一層素晴らしい一年となりますように。 

どうぞよいお年をお迎えください。 

（弁護士 臼井 慶宜） 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  【オンデマンド配信セミナー】『グローバルデータコンプライアン

ス～世界各国のデータ保護法の最新動向～（2022年 11 月第 1弾）』 

視聴期間  2022年 11月 2日（水）～2023年 1月 31日（火）配信 

講師    田中 浩之、森 規光、西尾 賢司、細川 怜嗣 

主催    森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHMマイページ」にてお申込みを受け付けており

ます。MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の

上でお申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『「ビジネスと人権」 今、企業に求められる取組み～経産省ガイド

ラインやウイグル強制労働防止法等の国内外の急激な動きの中で

舵を取る～』 

視聴期間  2022年 12月 5日（月）10:00～2023年 2月 6日（月）17:00配信 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『【危機管理類型別ミニウェビナー】不正・不祥事への初動対応の

ポイント（全 7回シリーズ）第 1回「海外贈収賄」』 

視聴期間  2022年 12月 9日（金）～2023年 1月 9日（月）配信 

講師    山内 洋嗣、御代田 有恒 

主催    森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHMマイページ」にて本セミナーのアーカイブ動

画を公開しております。MHMマイページのご登録がお済みでない方は、こち

らより新規登録の上でお申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『web3の基礎とコンテンツ利活用の諸論点』 

開催日時  2023年 1月 16日（月）14:30～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    電子情報技術産業協会（JEITA） 

 

➢ 論文    「メタバースの展望と法的課題」 

掲載誌          金融・商事判例 No.1654 

著者    増田 雅史 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18596.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18596.html
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/501.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/501.html
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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NEWS 

➢ 名古屋オフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 名古屋オフィスは、この度、2022 年 12 月 12 日より、

大名古屋ビルヂングの 23階から 29階に移転することとなりましたのでご案内申

し上げます。 

 

 

（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 


