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第 148号（2023年 2月号） 

今月のトピック 

1. ミャンマー ： ①： ノミニー株主及びノミニー取締役に関する Directive 

②： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～

米国による追加制裁の発表 

2. マレーシア ： 労働組合法の改正の動き 

3. インドネシア ： 雇用創出法に取って代わる法律代行政令の施行

4. シンガポール ： シンガポールにおける Voluntary Carbon Credits の法的性

質について 

5. タイ ： タイ投資委員会の新投資奨励策について 

6. フィリピン ： 個人データ処理システム及びデータ保護担当者の登録に関

する国家プライバシー委員会の通達 

今月のコラム －コロナ後もマスク必須？ハノイの大気汚染事情－ 

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148

号（2023 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。 

※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. ミャンマー

①：ノミニー株主及びノミニー取締役に関する Directive

投資企業管理局（Directorate of Investment and Company Administration：「DICA」）

は、2023年 1月 17 日付けの Directive第 7/2023号（「本 Directive」）において、ノミニー

株主及びノミニー取締役に関する規制を公表しました。 

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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(1) ノミニー株主について 

 

実質的な株式保有者が内資企業やミャンマー人を名目的な株主として会社を設立

するスキーム（いわゆる「ノミニースキーム」）は、現行会社法（Myanmar Companies 

Law）施行前の旧法（Myanmar Companies Act）の時代より、DICA が明確に禁止し

てきました。一方で、ミャンマーでは、外資規制を潜脱するための方法として、一定

数の案件でノミニースキームが採られてきた実態があります。現行会社法の下ではそ

の取扱いについて明確にされてきませんでしたが、本 Directive により、現行会社法

の下でもノミニースキームが禁じられることが改めて明確にされたと言えます。 

 

(2) ノミニー取締役について 

 

他方、ノミニー取締役に関しては、本 Directive の背景や目的が明らかではありま

せん。一部の現地報道では、居住取締役要件を充足する目的で外部業者を取締役に就

任させる対応（「外注スキーム」）を禁じようとしたものであるとする見方も示されて

います。仮に DICA が上記意図を有しているとすると、現地駐在員を国外に退避させ

ている企業等において、居住取締役要件を充足するための有効な手段の一つが禁じら

れることになり、多数の企業に大きな影響が及ぶことが懸念されます。 

弊事務所では複数回にわたり DICA に確認を試みています。得られる回答は質問時

期や対応する職員によって異なる状況ですが、複数の担当者から、本 Directive 発出

に至った背景として、外注スキームで取締役に就任した者が、その委託の趣旨に反し、

取締役としての権限行使を行ったことにより会社と紛争が生じた事案があったとの

説明がありました。そして、本 Directive は、外注スキームを禁じることを意図した

ものではなく、同スキームを採ることのリスクについて注意喚起を行うことを目的と

したものであるとの回答を得ています。 

上記回答は、必ずしも DICA の公式見解として示されたものではありませんが、複

数の担当者から同様の説明がなされていることを踏まえると、DICA がただちに外注

スキームを規制しようとしているとは現段階で断言できないように思われます。こう

いった現状を踏まえると、今後 DICA が具体的にどのような実務運用を行うのかを見

極めた上で、必要に応じ外注スキームの採否につき、改めて検討するというのが現実

的な対応になると考えられます。これまで以上に DICA の動向を注視していく必要が

ありそうです。 

 

②：ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～米国による追

加制裁の発表 

 

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
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えしたとおりです。本稿では、その後の米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。 

米国財務省外国資産管理室（「OFAC」）は、米国時間 2023年 1月 31日、エネルギー

省（Ministry of Energy）の大臣である Myo Myint Oo 氏及びミャンマー石油ガス公社

（Myanmar Oil & Gas Enterprise：「MOGE」）のマネージング・ディレクターである Aung 

Min氏を含む個人 6名と、選挙管理委員会（Union Election Commission）を含む 3つの

組織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。 

MOGE については、2022 年 2月に欧州連合により制裁指定されています。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、以前より米国

による制裁指定が強く求められてきました。今回の OFACによる措置は MOGE の幹部

のみを制裁対象者として指定するものであり、MOGE 自体は制裁対象とされていませ

ん。ただ、国家緊急事態宣言の発出から 2年を経ても事態が改善する兆候が見られない

ミャンマーに対して、更に制裁を強化しようとする米国の姿勢を改めて示したことは明

らかであり、今後の動向が注目されます。 

 

 

 

2. マレーシア： 労働組合法の改正の動き 

 

マレーシアでは 2022 年 10 月 5 日に労働組合法の改正案が下院を通過しました。上

院で可決されれば改正法として成立することとなります。改正点は労働組合の設立・登

録の要件・手続、ストライキ等を実施できる場面の拡大、労働組合局長の権限の拡大及

び労働組合の役職員の責任規定の創設等、多岐にわたりますが、現時点で想定される主

要な改正点について以下のとおりご紹介いたします。 

 

(1) 労働組合の組織の柔軟化 

 

現行法のもとでは労働組合は「特定の組織、業界、職業及び産業における、又は類

似の業界、職業及び産業における」組織と定義されているため、業界横断的な労働組

合が組織されることは想定されていませんでした。改正法案においてはこの制限が撤
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廃されたため、業界横断的な労働組合が組織されることも可能になりました。またこ

れに伴い、一つの事業所において複数の労働組合が組織される可能性も生じています。 

 

(2) 労働組合の登録拒絶・取消の事由の限定 

 

現行法のもとでは、労働組合が登録を受けていない場合には、企業には労働組合の

要求に対する対応の義務は生じないとされています。労働組合局長には労働組合の登

録申請を拒絶する権限が与えられているのですが、改正法案においては、登録を拒絶

できる事由が、①当該労働組合の目的、規則及び設立規約が労働組合法その他の法令

に反していると判断できる場合、又は②当該労働組合の名称が既存の労働組合の名称

と同一又は酷似しており、公衆又は当該労働組合若しくは既存の労働組合の構成員を

欺く効果が生じると考えられる場合、又は異なる人種・宗教・国籍の間での悪意・敵

意を助長すると考えられる場合（労働組合局長が認める名称への変更をした場合を除

く）に限定されることとなり、拒絶の場合にはその理由を書面で通知することが求め

られることとなりました。 

また、労働組合局長が労働組合の登録を取り消すことができる場合も、①労働組合

の解散により労働組合自身から請求された場合、②詐欺又は誤りにより登録証が発行

された場合等の労働組合局長が認める一定の場合、③労働組合の合併や任意清算の場

合、④国家に対する犯罪、テロリズムに関する犯罪、組織犯罪等の一定の犯罪を理由

に起訴された場合などに限定されることとなりました。 

 

改正法案の内容は上院での議論を受けて変更になる可能性もありますが、大きな流れ

としては労働組合を組織しやすくする方向の改正ということができ、マレーシアにおい

て操業している日系企業の皆様としても注視をしておく必要があろうかと存じます。 

 

 

 

3. インドネシア： 雇用創出法に取って代わる法律代行政令の施行 

 

本レター第 116 号（2020年 10月号）でご紹介した雇用創出法（通称オムニバス法）

については、インドネシア憲法裁判所が、2021年 11 月 25日に条件付きで違憲無効と

する判決を下し、政府等に対し 2年以内の違憲状態の是正を命じていました。この違憲

状態を是正するための雇用創出法に関する法律代行政令 2022年 2号（「本法律代行政

令」）が、2022年 12月 30日付けでジョコウィ大統領により公布され、同日施行されて

おり、それに伴い雇用創出法は撤廃されています。 
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インドネシア憲法上、法律代行政令は法律と同等の効力を有する政令とされており、

緊急の特別な事情がある場合において、大統領にその制定権限が与えられています。

もっとも、法律代行政令は、公布直後の人民代表協議会（DPR）会期において当該法律

代行政令を法律とする同意を議会から得なければならず、同意を得られない場合は失効

するものとされています。 

本法律代行政令公布直後の人民代表協議会の会期は 2023年 2月 16日までであった

ところ、同日の人民代表協議会において、本法律代行政令に対する判断を次回以降の会

期に先送りすることが決定されました。インドネシア憲法に則れば、直後の会期で同意

が得られなかった以上、本法律代行政令は無効となるようにも思われますが、報道によ

れば、上記のような先送りがあったとしても本法律代行政令は引き続き有効とみる現地

専門家もいるようで、先行きが不透明な状況となっています。 

本法律代行政令は、基本的に雇用創出法の内容を踏襲していますが、雇用創出法から

改正された点も若干存在します。その中には、アウトソーシングが可能な業務が限定さ

れる可能性を示す改正や最低賃金の計算式に関する修正も含まれているため、それらの

概要について以下に解説します。 

 

(1) アウトソーシングに関する改正 

 

雇用創出法施行前の労働法下においては、業務委託については、委託者への付随

的・補足的な業務のみが委託可能であり、派遣についても、生産活動に直接関連する

中核的な業務について用いることはできず、清掃及び労働者の交通手段の提供を含む

5種類の業務に関してのみ派遣労働者を用いることが認められていました。 

その後、雇用創出法により上記各制約に関する規定が削除されたため、どのような

業務に関してもアウトソーシング（業務委託・派遣という類型が一本化された概念）

が可能とされました。 

ところが、本法律代行政令は、アウトソーシング可能な業務・業種について別途政

令で定める旨規定されています。つまり、（本法律代行政令が議会の同意を得た場合

に）今後施行される政令次第では、アウトソーシング可能な業務が再び限定される可

能性があります。これは、雇用創出法によるアウトソーシング可能な業務の制約に関

する撤廃は、非正規雇用の増加を招きかねないとしてインドネシアの労働組合等から

強い反発を受けていたことをうけ、それを考慮したうえでの改正ともいえそうです。 

 

(2) 最低賃金の計算式に関する修正 

 

本法律代行政令においては、最低賃金の計算式について、従前の労働法・雇用創出

法に基づく計算式を若干修正する規定が新たに設けられました。 

具体的には、従前の労働法・雇用創出法上、最低賃金の計算式は、原則として経済

成長率、インフレ率を考慮して定められる必要があるとされていたところ、本法律代
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行政令により、考慮要素に「その他の指標」（詳細については本法律代行政令上明ら

かとされていません。）が追加されたほか、大統領が決定した災害や自然災害以外の

パンデミック等の特定の状況下においては、インドネシア中央政府が、上記原則にと

らわれることなく計算式を決定することができるものとされています。 

 

現地報道によれば、本法律代行政令については、現在数多くの労働組合（国営電力公

社である PLNの労働組合を含む。）等から違憲審査の請求を受けている模様であり、引

き続き動向を注視する必要があります。 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. シンガポール： シンガポールにおける Voluntary Carbon Credits

の法的性質について 

 

2022年 11月に、国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）より、フランス、日本、

シンガポールにおける Voluntary Carbon Credits（「VCCs」）の法的性質についての検討

を行ったレポート「The Legal Nature of Voluntary Carbon Credits：France, Japan and 

Singapore」が公表されました。そこで本稿では、シンガポールにおける VCCs の法的

性質について、主に同レポートの内容をもとに概説します。 

 

(1) VCCsの法的性質を検討する意義 

 

VCCs は、特に法的に裏付けられた仕組みのもとで創出されるものではなく、その

法的な位置づけは不明確な点が多い上、法域によっても異なると考えられます。その

法的性質は、VCCs の創出や譲渡に関する法的ルール、担保設定の可否、倒産時にお

ける取扱いなど、現実の取引における様々な場面で影響を及ぼします。 

また、VCCs の法的性質が明確になり、こうした種々の法的問題の解決が図られる

ことは、VCCs の安定性や流動性の向上にもつながり、更なる市場の拡大に寄与する

ことも期待されます。 

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 

 +65-6593-9757（シンガポール） 

 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 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043326/20201020-112005.pdf
mailto:tetsu.takeuchi@mhm-global.com
mailto:zaki.shahab@mhm-global.com
mailto:daisuke.hanamura@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。 
© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

7 
 

(2) VCCsの法的性質に関する検討 

 

(a) 法令上の取扱い 

 

シンガポールにおける財産権（Property）は、Conveyance and Law of Property Act 

1886において定義されていますが、この財産権の定義自体は、VCCs の法的性質を

決定づけるにあたって決定的な役割を果たすものではありません。 

また、シンガポールにおける Carbon Credits に関連する法律としては、Carbon 

Pricing Actが存在します。Carbon Pricing Actの下では、一定の水準を充足する企業

等に炭素税が課され、当該企業等は炭素税を National Environment Agency から購入

した Carbon Credits（「Fixed-Price Carbon Credits」）で支払うことを義務付けられ

ています。 

Fixed-Price Carbon Credits は、Carbon Pricing Actの下で許容される範囲におい

て、譲渡や売却が可能であり、財産権的な性質を有することが示唆されていますが、

法令に基づき発行されるものであるため、法令上の裏付けがない VCCs とは本質的

に異なります。 

しかしながら、2022 年 11 月 8 日付けで、シンガポールの国会において Carbon 

Pricing Actの改正が可決されており、改正後の Carbon Pricing Actの下では、VCCs

のうち一定の要件を充足したものは、Eligible International Carbon Credits として位

置づけられ、Fixed-Price Carbon Credits に代えてこれらの VCCs の償却を行うこと

により、一定の限度で炭素税を支払うことが可能とされています。 

現段階では、どのような VCCs が Eligible International Carbon Credits に該当する

かは未定ですが、Fixed-Price Carbon Credits と Eligible International Carbon Credits

とを合わせて「carbon credit」として定義し、両者を同様に取り扱う今回の法改正

は、VCCs の法的性質を議論するにあたって、重要な示唆を有すると考えられます。 

なお、日本では、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）

において、京都クレジットや J-クレジット等のいわゆる政府系の Carbon Credits の

活用が可能ですが、VCCs の活用は現時点では認められていません。もっとも、同

法における温室効果ガス排出量の算定や本年から導入される予定の GX リーグにお

ける排出量取引制度等において、VCCs を含め、どのような Carbon Credits の活用

を認めるべきかは検討中の状況にあり、今後の議論の動向が注目されます。 

 

なお、Carbon Pricing Act とその改正の内容については、本レター第 144 号（2022

年 11月号）で概説していますので、そちらもご参照ください。 

 

(b) 判例法上の取扱い 

 

National Provincial Bank v Ainsworth [1965] A.C. 1175においては、「ある種の権利



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

8 
 

又は利益が、財産権又は財産に影響を及ぼすことのできる法的権利として認められ

るためには、定義可能で、第三者が識別可能で、その性質上第三者が引き受けるこ

とのできるものであり、ある程度の永続性や安定性を有する必要がある」（筆者翻訳）

と判示されています。 

また、財産権に関する処分禁止の仮処分（Proprietary Injunction）に関する事例で

はあるものの、CLM v. CLN and others [2022] SGHC 46 では、上記判例法のルール

を適用し、ビットコインやイーサリアム等の暗号資産に対して、財産権を認める旨

の判示がなされています。 

したがって、VCCs についても、上記判例法のルールの下で、一種の無形財産と

しての財産権が認められる可能性はあります。 

 

(3) まとめ 

 

シンガポールの判例法上は、市場において取引の対象として扱われる無形財産につ

いては、広く財産権の対象として認める柔軟性を有していると考えられますが、権威

ある公式の声明が出るまでは、シンガポールにおける VCCs の法的性質に関して、な

お不確実性があることは否めません。 

しかしながら、2021 年には、シンガポールにおける国際的なカーボンクレジット

取引所である Climate Impact X（CIX）が始動し、また、前述のとおり、改正後の Carbon 

Pricing Act において一定の VCCs の利用が認められるなど、シンガポールにおける

VCCsの重要性は増しているといえます。今後の動向に注目が向けられるところです。 

 

（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 

 

※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. タイ： タイ投資委員会の新投資奨励策について 

 

タイでは、先端技術の導入等による創造的・革新的な産業を創出し、高所得国入りす

弁護士 川村 隆太郎 

 +65-6593-9754（シンガポール） 
 ryutaro.kawamura@mhm-global.com 

 

 

 

弁護士 鮫島 裕貴 

 +65-6593-9761（シンガポール） 

 yuki.sameshima@mhm-global.com 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065903/20221121-113706.pdf
mailto:ryutaro.kawamura@mhm-global.com
mailto:yuki.sameshima@mhm-global.com
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ることを目標とした基本計画「Thailand 4.0」が推進されており、その一環として、タ

イ投資委員会（Board of Investment。「BOI」）がこれまでに数次にわたり、特定の奨励

対象事業に対し、一定の税務恩典（法人税等の減免）及び非税務恩典（土地保有の許可

等）を付与しています。 

この流れの中で BOIは、2022年 12月 8日、合計 17の布告（Announcement）を発

出し、投資奨励に関する基準の整理や新たな恩典の付与を行うこととしました。これら

の布告は、2023年 1月 3日から発効しており、その概要は以下のとおりです。 

 

 申請プロジェクトの対象業種及びその重要度ごとにグループ分けされ、従来最上

位だった「Group A」（8年の上限額のない法人税免税をはじめ、そのほか税務・

非税務恩典を伴う）の上に、「Group A1＋」（10～13年の上限額のない法人税免除

をはじめ、そのほか税務・非税務恩典を伴う）を新たに設置、及び既存の GroupB1

及び B2（法人税の免税はなく、製造輸出製品に使用される原材料輸入税の免税（B1

はさらに機械輸入税の免税）及び非税務恩典のみ適用される）を廃止し、これら

を Group B（基本的に法人税の免税はなく、製造輸出製品に使用される原材料輸

入税の免税、機械輸入税の免税及び非税務恩典のみ適用される）に統一

（No.8/2565） 

 2023年 1月 3日以降の申請に関する投資奨励対象業種及び申請条件の改訂、及び

新たな投資奨励対象業種の追加（2023年 1月 3日以前に奨励の申請を行ったもの

の、いまだ税務恩典を享受していないプロジェクトについて、同年 6月 30 日まで

に BOI にレターを提出することにより、改訂後の投資奨励対象業種及び条件の下

での恩典を享受することができる）（No.9/2565） 

 技術開発、人材開発、事業者育成に関連する事業計画に対する恩典の追加（投資

額の 200％を限度とする法人税免除等）（No.10/2565） 

 過去 15年以内に同一法人の下で 3つ以上のプロジェクトにつき奨励を受け、かつ

承認された投資額（土地費用及び運転資金を除く）の合計が計 10 億バーツ（約

39 億円）以上の者で、新たな事業の投資額（土地費用及び運転資金を除く）が 5

億バーツ（19億 5,000万円）以上の場合に、事業活動の内容により 3年又は 5年

（ただし、通算して 8年を超えない限度）の法人税免除（No.12/2565） 

 一定業種を除く Group A1, A2及び A3の企業で、事業の所在地が Southern Border 

Provinces 又は Special Economic Development Zoneにあって、BOIから承認を

受けてから 12 か月以内の実際の投資額が 1億バーツ（約 3億 9,000万円）以上の

事業について、法人税免除期間の終期から 5 年以内の期間で法人税率を半分に引

き下げ（No.14/2565） 

 スマート・サステイナブル事業に関し、既存の事業について、これまで BOI の投

資奨励を受けてきたか否かにかかわらず、100 万バーツ（約 390 万円）以上の投

資（土地費用及び運転資金を除く）を行っている事業、又は新規プロジェクトに

ついて、当該事業が Group B に属する場合における法人税及び機械輸入税の免税
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（No.15/2565） 

 そのほか、中小企業に対する投資奨励策（No.16/2565）、東部経済回廊（Eastern 

Economic Corridor （EEC））所在で、Group A1+, A1, A2, A3 及び A4に該当の事

業に対する投資奨励（No.17/2565）、そのほか所在地域ごとの投資奨励

（No.22/2565） 

 

以上のとおり今般の改正では、新規の事業だけでなく、既存の事業で BOIの諸恩典を

享受してきたものであっても、新たな恩典を享受できる可能性のあるものとなっていま

す。なお、これらの恩典に対する申請期限は、その内容により 2023 年 6 月末か 2023

年 12 月末までとなっており、また、一定の事業は対象外とされている点には注意が必

要です（NO. Por.4/2565）。 

今後もタイ政府は、Thailand 4.0 を推進するため、新たな政策の実行を予定している

ものと思われ、本レターにおいても、引き続き動向を注視し、随時最新情報の提供を行っ

てまいります。 

 

 

 

6. フィリピン： 個人データ処理システム及びデータ保護担当者の登録

に関する国家プライバシー委員会の通達 

 

2022 年 12 月 5 日、フィリピンの国家プライバシー委員会（National Privacy 

Commission）は、個人データ処理システム及びデータ保護担当者の登録に関する通達

（NPC Circular No. 2022-04：「本通達」）を発行しました。本通達は、2023年 1月 11

日付けで施行されています。 

本通達は、一定の要件を満たす企業について、個人情報管理者（Personal Information 

Controller）又は個人情報処理者（Personal Information Processor）に、個人データ処

理システムやデータ保護担当者（Data Protection Officer）の登録義務を課しており、本

通達が適用される企業は、2023年 7月 10日までに対応する必要があります。 

本通達の概要は、以下のとおりです。 

 

(1) 個人データ処理システム及びデータ保護担当者の登録 

 

フィリピンに所在する設備を利用し、又はフィリピンに事務所等を有する、個人情

弁護士 秋本 誠司 

 +66-2-009-5166（バンコク） 

 seiji.akimoto@mhm-global.com 

 

弁護士 西村 良 

 +66-2-009-5169（バンコク） 
 makoto.nishimura@mhm-global.com 

 

 

弁護士 白井 啓子 

 +66-2-009-5130（バンコク） 
 keiko.shirai@mhm-global.com 

 
 
 
 
 

mailto:seiji.akimoto@mhm-global.com
mailto:makoto.nishimura@mhm-global.com
mailto:keiko.shirai@mhm-global.com
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報管理者又は個人情報処理者は、以下の要件のいずれかを満たす場合には、個人デー

タ処理システム1及びデータ保護担当者を国家プライバシー委員会に登録する義務が

あります（本通達 5条）。 

 

(a) 250名以上を雇用する者 

(b) 1,000名以上のセンシティブ個人情報を処理する者 

(c) データ主体の権利及び自由に対してリスクを及ぼしうる者 

 

なお、上記の義務的登録の要件に該当しない者は、自発的に登録を行う場合を除き、

国家プライバシー委員会に対し、義務的登録要件に該当しない旨の宣誓書を提出する

必要があります（本通達 6 条）。 

 

(2) 登録情報の概要 

 

個人情報管理者又は個人情報処理者が、個人データ処理システム及びデータ保護担

当者の登録を行う際に、国家プライバシー委員会に提出する情報は以下のとおりです

（本通達 12条）。 

 

(a) 個人情報管理者又は個人情報処理者の名称、及びデータ保護担当者等の氏名、連

絡先等 

(b) 個人データ処理システムの概要2 

(c) 公開のモバイル又はウェブアプリケ―ション 

(d) 自動意思決定オペレーション又はプロファイリングに関する事項3 

 

(3) 登録証及びシール 

 

登録を完了した個人情報管理者又は個人情報処理者に対し、登録証（Certificate of 

Registration）が発行されます。登録証は、発行から 1 年間有効であり、有効期間完

了 30日前より更新することができます（本通達 14条、18条）。 

また、登録を完了した個人情報管理者又は個人情報処理者に対しては、登録完了を

示す標章が発行され、個人情報管理者又は個人情報処理者は当該標章をオフィスの入

口等の目立つ場所やウェブサイトに掲載する必要があります。 

 
1 個人データ処理システムとは、個人データの収集や処理を行う体制、手続、又は、処理の目的、成果

物等について伝達や登録を行うシステムをいいます（2022 年データプライバシー法施行規則 1 章 3 条

(e)）。 
2 個人データ処理システムの概要には、システムの名称、情報処理の根拠、処理の目的、処理が個人情

報管理者又は個人情報処理者により実施されているか、システムの外部委託先の名称等、データ主体の

区分、個人データの受領者、安全管理措置の概要、データのライフサイクルの概要、個人データのフィ

リピン国外への移動の有無、データ共有契約の有無等が含まれます。 
3 当該事項には、個人データ処理の根拠（データ主体の同意等）、個人データの保存期間、自動処理の

方法及びロジック、データ主体に関する処理データに基づいて想定される決定等が含まれます。 
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上記のとおり、フィリピンにおいて個人データを処理する企業は、2023年 7 月 10日

までに、本通達に従って対応を行う必要があるため、本通達の内容を確認の上、準備を

進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

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

 

 

mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
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今月のコラム－コロナ後もマスク必須？ハノイの大気汚染事情－ 

 

ベトナムでは全国的にニューノーマルへ移行してから暫く経ち、街はコロナ前と変わ

らない賑わいを見せていますが、ベトナム人のマスクの着用率は引き続き高いように見

受けられ、特にバイクを運転する際は多くの人たちがマスクを着用しています。 

 

これは、感染症対策というよりも、ベトナムで

は大気汚染が深刻であり、その対策として多くの

ベトナム人にとってはマスクを着用したうえで

バイクに乗るのが常識となっていることによる

ものと思われます。とりわけ首都のハノイでは、

地形や気候等の影響もあってその大気汚染の状

況が特に深刻とされており、その大気汚染指数

（Air Quality Index：AQI）が健康に有害とされ

るレベルを超えたといった話題が度々ニュー

スとなっています。 

 

大気汚染の要因は様々ですが、車やバイクによ

る排ガスの影響が大きいと言われており、ハノイ

市では、2030 年以降ハノイ中心部へのバイク乗

り入れの禁止を実施することが決定されている

ようです。とはいえ、現状、ベトナムにおいてバ

イクは必須の移動手段となっていますので、これ

が実現するかどうかは公共交通機関がどの程度

整備されるかにかかっているといえそうです。 

 

 

ハノイでは、現在計 10路線の都市鉄道を

整備することが計画されていますが、本稿

執筆時現在開通しているのは 1 路線のみで

あり、完成までにはまだまだ時間を要しそ

うです。鉄道の早期整備によって移動の利

便性が高まり、また大気汚染の改善にも資

することが待ち望まれます。 

 

 

（弁護士 大西 敦子） 

（↑）当事務所ハノイオフィス付近の道路の様子。 

（↑）もともとハノイの冬は曇天の日が多いので

すが、この空気のせいもあってかこの時期のハノ

イの空は常にどんよりとしています。 

（↑）2021年 11月に開通した 2A号線。 
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セミナー・文献情報 

➢ 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・12月）』 

視聴期間  2022年 11月 2日（水）～2023年 3月 31日（金）配信 

講師    岡田 淳、田中 浩之、竹内 哲、森 規光、西尾 賢司、細川 怜嗣、

北山 昇 

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」にてご視聴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  『【オンライン】実務担当者のための日本・グローバルの個人情報

保護規制入門講座』 

開催日時  2023年 3月 2 日（月）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

NEWS 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2023にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2023 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、

Leading Individuals、Next Generation Partners または 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）、ベトナム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 

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/2023/64.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/64.html
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・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 

・Restructuring and insolvency 

・Risk management and investigations 

・Tax 

・TMT 

 

Firms to watch 

・Shipping 

 

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 

・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、稲生 隆浩 

・Risk management and investigations: 藤津 康彦、梅津 英明 

・Tax: 酒井 真 

・TMT: 林 浩美、岡田 淳 
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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 

・Restructuring and insolvency: 片桐 大 

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

・Tax: 小山 浩、栗原 宏幸 

 

Rising Stars 

・Antitrust and competition: 竹腰 沙織 

・Intellectual property: 桑原 秀明 

・Labour and employment: 濵 史子 

・Private wealth: 安部 慶彦 

・Projects and energy: 野間 裕亘 

 

THAILAND 

分野 

Tier 1 

・Projects and energy 

 

Tier 2 

・Banking and finance 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Restructuring and insolvency 

 

Tier 3 

・Insurance 

・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 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

17 
 

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 1 

・Projects 

Tier 2 

・Corporate and M&A 

 

弁護士 

Next Generation Partner 

・Corporate and M&A: 井上 淳 

・Projects: キンチョー・チー 

 

VIETNAM 

分野 

Tier 2 

・Real estate and construction 

 

Tier 4 

・Corporate and M&A 

 

（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 


