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1．【インド】日印社会保障協定の発効 

 

日本とインドは、2012 年 11 月 16 日に日印社会保障協定を締結しており、同協定は 2013 年 12 月 4 日に国会

で承認を受けていたが、この度、2016 年 10 月 1 日付で、同協定が発効した。 

 

日本側から見た、同協定の発効による主な効果は、以下のとおりである。 

 

① 日本とインドでの社会保険料の二重負担が解消された 

② （年金受給資格の基準となる年金の最低加入期間について）日本とインドで社会保険料を支払っていた期間

が通算されるようになった 

③ 日本の年金窓口で、インド側で支払っていた社会保障料に対応するインドの年金の受給申請その他の手続が

可能となった 

 

特に①は、最も重要かつ実質的意義の大きい変更であり、これにより、インド現地の日系企業と日本人駐在員のイ

ンド側での社会保障料の負担が大幅に軽減された。 

上記①から③について、その具体的な効果の内容は、それぞれ以下に述べるとおりである。 

 

(1) 社会保険料の二重負担の解消 

 

日印社会保障協定の発効前は、日本から派遣された日本人駐在員は、現地日系企業が、インドの社会保障制

度の基本法令の１つである「1952 年被雇用者積立基金雑則法（Employees’  Provident Funds and 
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Miscellaneous Provision Act, 1952）」に基づく社会保障制度への加入義務を負う会社の場合、インドでも同法に

基づく社会保障制度に加入しなければならず、日本とインドにおける社会保険料の二重払いの問題が生じていた

が、同協定の発効により、これが解消された。 

実務的には、最も重要かつ大きな影響のある変更点であると思われる。 

 

具体的には、 

 

(a) 日本からインドへの派遣期間が 5 年間を超えない日本人駐在員については、日本の社会保障制度に加入

していれば、インドの社会保障制度に加入する必要はなく、したがってインドで社会保険料を納める必要はな

くなった。 

 なお、協定発効日（2016 年 10 月 1 日）において、既にインドに派遣され、就労している日本人駐在員につ

いては、当該協定発効日を起算点として、5 年間を計算することになる。 

 

(b)  また、派遣期間が 5 年間を超える場合でも、日印間の社会保障当局の個別合意があれば、3 年間まで延

長が認められるようになった（こちらも、既にインドに派遣され、就労している日本人駐在員については、起算

点は、協定発効日となる）。 

 

(c)  さらに、派遣期間が 5 年間（あるいは 8 年間）を超える場合であっても、日本人駐在員の月額給与が 1952

年被雇用者積立基金雑則法の適用対象となる被雇用者の月額給与基準額（本ニュースレターの日付現

在は、15,000ルピー）を超えており、したがって同法上の社会保障制度に加入できない場合には、日本の制

度のみに継続的に加入すれば足りることとされた。 

 

上記(c)について、日本からインドに派遣される日本人駐在員で、月額給与が15,000ルピー（約23,000円程度）

以下という人は通常はいないと思われるため、日本人駐在員のほとんどは、1952 年被雇用者積立基金雑則法

の適用対象となる被雇用者の月額給与基準額を超える月額給与を受領していることになり、よって同法の社会

保障制度には加入できないことになる。 

そうすると、今後、（インドの大幅な物価上昇等の理由により）1952年被雇用者積立基金雑則法の適用対象とな

る被雇用者の月額給与基準額が、日本人駐在員が通常会社から支給される程度の月額給与を超えるという事

態が発生しない限り、日本人駐在員は、インドでの駐在期間が5年間あるいは8年間を超えたとしても、インドにお

いて社会保障料を支払う必要はない（＝事実上、無期限に社会保険料を支払う必要が無い）ということになる。 

 

したがって、今後、インドに駐在する日本人駐在員の給与水準や、1952 年被雇用者積立基金雑則法の適用対

象となる被雇用者の月額給与基準額にきわめて大きな変動が無い限り、日本人駐在員は、インドに駐在する期

間にかかわらず、日本において社会保険に加入しており、かつ日本側で適用証明書の発給（延長申請によるもの

を含む）を受け続ける限りにおいて、インドで社会保険料を支払う必要はないということになり、これによりインド現地

の日系企業と日本人駐在員のインド側での社会保険料の負担が軽減されると考えられる。 

 

(2) （年金受給資格の基準となる年金の最低加入期間について）日本とインドで社会保険料を支払っていた期間

の通算 

 

日本で年金を受給するためには、最低 25 年間以上の年金加入期間が必要であり、またインドで年金を受給する

ためには最低 10 年間以上の年金加入期間が必要であるが、日印社会保障協定発効前は、これらは個別に計
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算されており、インドで年金を支払っている期間が日本の年金の最低加入期間に算入されることはなく、また日本

で年金を支払っている期間がインドの年金の最低加入期間に算入されることはなかった。 

そのため、たとえば、日本で厚生年金に 23 年間加入している日本人が、その後（日本の厚生年金から脱退の上）

インドで社会保険料を 3 年間支払っていたとしても、日本の年金の最低加入期間の要件を満たさず、日本におい

て年金を受給することはできなかった。 

 

一方、日印社会保障協定発効後は、日本とインドでのそれぞれの年金加入期間が通算されるようになった。 

ただし、以下の点に注意が必要である。 

 

• 年金給付額は、あくまで当該国において支払った年金掛金額に基づいて計算される。そのため、上記の例

では、通算 26 年間で日本の年金の最低加入期間の 25 年という要件は満たすものの、実際の年金給付額

は 23 年分の年金掛金額に基づいて計算されることになる。 

 

• また、日本とインドの双方で社会保険料を支払っている重複期間については、年金加入期間の計算におい

て、二重に計算されない。 

 

(3) 日本の年金窓口で、インド側で支払っていた社会保障料に対応するインドの年金の受給申請その他の手続が

可能に 

 

日印社会保障協定発効前は、日本の年金の受給申請その他の手続は、日本の年金担当窓口に、インドの年金

の受給申請その他の手続は、インドの年金担当窓口に、それぞれ別々に行っていた。 

 

一方、日印社会保障協定発効後は、日本の年金担当窓口で、インドの年金の受給申請その他の手続が可能と

なり、またインドの年金担当窓口で、日本の年金の受給申請その他の手続が可能となった。 

 

(4) 具体的手続＝適用証明書の取得（日本からインドに派遣される駐在員を念頭に） 

 

上記(1)において説明したインドにおける社会保険料の免除を受けるためには、インド渡航前に、日本側で適用証

明書の発給を受ける必要がある。 

適用証明書は、日本の会社が、日本年金機構所定の申請書に必要事項を記入の上、年金事務所に申請する。

年金事務所から適用証明書が発給された後、会社は日本人駐在員にこれを交付し、日本人駐在員はこれを駐

在先のインド法人に提出する。インド法人は、これを必要に応じて、インドの年金当局である Employees’ 

Provident Fund Organization と呼ばれる被雇用者積立基金機関に提出する。 

また、日印社会保障協定の発効前からインドに駐在している日本人については、日本の派遣元の会社において、

上記適用証明書を取得するとともに、（この適用証明書をインドの Employees’ Provident Fund Organization に

提出して）1952 年被雇用者積立基金雑則法上のインドの社会保障制度から脱退する手続をとることになる。 

 

日本年金機構による日印社会保障協定の申請書の一覧は、下記日本年金機構のウェブサイトを参照されたい。 

http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/0826-02.html 

 

 

 

http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/0826-02.html
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（参考） 

日印社会保障協定に関する外務省ホームページ： 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000018.html 

厚生労働省年金局国際年金課・日本年金機構事業企画部国際事業グループによる説明会資料： 

http://www.in.emb-japan.go.jp/files/000184001.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
2．【韓国】「不正の請託及び金品等の授受の禁止に関する法律」の施行 

 

韓国で 2016 年 9 月 28 日に「不正の請託及び金品等の授受の禁止に関する法律」（国民権益委員会の金英蘭

（キム・ヨンラン）委員長の主導で立案されたため、「キム・ヨンラン法」とも呼ばれている。以下「本法」という）が施行

された。本法は、職務との関連性のない公職者等への金品授受等を禁止する汚職防止法であり、処罰範囲が非

常に広いという特徴がある。 

 

1. 適用対象 

 

本法が適用される「公職者等」は、国家公務員や地方公務員等の「公務員」のみならず、公職関連団体（韓国

銀行、公企業等）や公共機関の長と役職員、各級学校の長と教職員、学校法人の役職員、報道機関の代表者

と従業員を広く含む。 

 

2. 公職者等の金品等の授受の禁止 

 

公職者等は、職務に関連するかどうかにかかわらず、同一人から１回に 100 万ウォン（約 9 万円）又は毎会計年

度に 300 万ウォン（約 27 万円）を超える金品等を収受、要求又は約束してはならないとされている。職務関連性

がなくとも一定の金額を授受すれば広く処罰対象となるのが本法の大きな特徴である。 

また、公職者等が「職務に関して」上記金額以下の金品等を収受、要求又は約束することも禁止されている。 

さらに、公職者等の配偶者が、公職者等が授受することが禁止される金品等（以下「授受禁止金品等」という）を

収受、要求又は約束することも禁止されている。 

公職者等やその配偶者に授受禁止金品等を提供し、その提供を約束し又は意思表示をした者も処罰対象となり、

法人の両罰規定も定められている。 

 

金品等の授受の禁止には、以下のような例外が認められている。 

 

① 公共機関が公職者等に支給したり、上級公職者等が慰労等の目的で下級公職者等に提供する金品等 

② 円滑な職務遂行、社交儀礼又は扶助の目的に提供される食物、贈り物、慶弔費で以下の価額の範囲内の

金品等 

 

弁護士 琴浦 諒 

 

弁護士 大河内 亮 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000018.html
http://www.in.emb-japan.go.jp/files/000184001.pdf
mailto:ryo.kotoura@amt-law.com
mailto:ryo.okochi@amt-law.com
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食物 3 万ウォン（約 2700 円） 

贈り物 5 万ウォン（約 4500 円） 

慶弔費 10 万ウォン（約 9000 円） 

（注）ただし、食物、贈り物を一緒に授受する場合、合算して 5 万ウォン。食物・贈り物・慶弔費を一緒に授受

する場合、合算して 10 万ウォン 

③ 私的取引による債務の履行等の正当な権原によって提供される金品等 

④ 公職者等の親族が提供する金品等 

⑤ 公職者等の職員互助会等の社会団体等が定める基準に基づいて構成員に提供する金品等 

⑥ 公職者等の職務に関連する公式行事で主催者が参加者に通常の範囲内で一律に提供する交通、宿泊、

飲食物等の金品等 

⑦ 不特定多数の者に配布するための土産や販促品又は競争ㆍ抽選を通じて受ける報酬や商品等 

⑧ 法令、基準又は社会常規に基づいて許容されている金品等 

 

3. 不正の請託の禁止 

 

本法は、公職者等に対して、入札、競争等に関する職務上の秘密を漏えいさせる行為など 15 類型の対象行為

について不正の請託をしてはならないと定めている。 

 

本法は、このように非常に広い処罰範囲を持つ法律であるが、文言が抽象的であり、実際にどの範囲まで例外と

して認められるのか判断が難しいため、企業としては、韓国当局の適用状況を注視し、公職者等の接遇に慎重

な姿勢で臨む必要があろう。 

 

 

 

 

 

 

3．【シンガポール】著作権法の制度変更案に関する意見公募 

 

2016 年 8 月 23 日から同年 11 月 7 日（※）にかけて、シンガポール法務省（Ministry of Law）及びシンガポール

知的財産庁（Intellectual Property Office of Singapore）により、シンガポール著作権法（Copyright Act）の制度変

更案に関する意見公募（以下「本意見公募」という。）が行われている。 

https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/public-consultations/public-consultation-on-proposed

-changes-to-copyright-regime-in-s.html  

（※）当初期間は 10 月 24 日までとされていたが、2 週間延期された。 

 

本意見公募は、シンガポール著作権法の制度変更の方向性に関して意見を公募するものであり、現時点で具体的

な改正案・改正スケジュール等は公表されていないが、今後の改正動向を示唆するものとして参考になる。 

本意見公募では、以下の主要な項目を含む 16 の項目について、意見の公募が行われた。 

 

弁護士 甲斐 淑浩 

  

https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/public-consultations/public-consultation-on-proposed-changes-to-copyright-regime-in-s.html
https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/public-consultations/public-consultation-on-proposed-changes-to-copyright-regime-in-s.html
mailto:yoshihiro.kai@amt-law.com
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1. 著作権の登録制度 

 

現行のシンガポール著作権法の下では、著作者は、著作物の登録等の手続きを要することなく、その創作ととも

に著作権を取得することができる。 

本意見公募では、この原則を変更せずに、著作権者の追跡可能性の向上等を目的として、著作権の譲渡、ライ

センス及び担保設定等に関する任意の登録制度を設けることを提案している。 

 

2. 委託作品の著作権の帰属 (Ownership of commissioned works) 

 

現行のシンガポール著作権法の下では、委託に基づき作成された作品に係る著作権は、別段の定めのない限り、

受託者（創作者）ではなく、委託者に帰属するとされている。 

本意見公募では、現状のルールでは受託者（創作者）が意図せず作品に対する著作権を失うおそれがあるとし

て、委託に基づき作成された作品について、受託者（創作者）に著作権が帰属するように制度を変更することが

提案されている。 

 

3. 氏名表示権 (Right of attribution) 

 

現行のシンガポール著作権法の下では、著作者及び実演家は、作品に対する虚偽の著作者／実演家名の表

示を止めさせる権利を有しているが、積極的に自らの氏名を著作者／実演家名として表示させることを請求する

権利を有していない。 

本意見公募では、著作者及び実演家に対して、その作品に対して自己の氏名を著作者／実演家名として表示

することを請求する人格権を新たに付与することを提案している。 

 

4. 例外の強行規定化 (Exceptions that cannot be restricted by contracts) 

 

現行のシンガポール著作権法の下においては、教育機関による利用等の一定の場合については著作権の効力

が及ばないとされているが、著作権者と利用者との間のライセンス契約（例えば、ソフトウェア使用許諾契約書等）

において、当該一定の場合の利用についても制限する条項がおかれることがある。 

本意見公募において、これら例外事由のうちの一部（フェア・ユース、フェア・ディーリング、教育機関による利用、

ソフトウェアの特定利用及び並行輸入の促進等）については、契約の条項によっても制限できないことを規定する

こと（強行規定化）が提案されている。 

 

5. フェア・ユースの判断要素 (Factors used in determining “fair use”) 

 

現行のシンガポール著作権法の下では、「フェア・ユース」（著作権者の許可を得ずに行える公正な利用）である

か否かの判断にあたって、 

a. 使用の目的・態様 

The purpose and character of the use, including whether the use is commercial in nature or for non-profit 

educational purposes. 

b. 著作物の性質 

The nature of the creative work 

c. 複製される著作物の量又は複製箇所の全体に占める割合 
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The amount of the creative work that has been copied, or whether the part that is copied is substantial 

to the whole of the creative work. 

d. 使用による潜在的な市場に対する影響 

The effect of the use on the potential market for, or value of, the creative work. 

e. 合理的な期間内かつ通常の商業的価格による著作物の取得可能性 

The possibility of obtaining the creative work within a reasonable time at an ordinary commercial price. 

の 5 要素が少なくとも考慮されることが規定されている。 

本意見公募では、現在の技術的背景及びグローバル化の下では、著作物の取得が困難な事情は一般的ではな

いとして、項目 e をフェア・ユースの判断項目から削除することが提案されている。 

 

6. テキスト／データ・マイニング (Text and data mining) 

 

近年のテキスト／データ・マイニング技術の発展を考慮して、本意見公募では、データ分析のための著作物の複

製について、著作権の効力が及ばない例外とすることを提案している。 

 

上記の他にも、本意見公募では、著作権の登録制度、非公開著作物の保護期間、創作者及び出版社/製作者と

の間の関係、及び無名著作物の利用等に関する制度変更の提案が行われた。 

 

 

 

 

 

4．【トルコ】印紙税課税の緩和 

 

2016 年 8 月 9 日、トルコにおいて投資促進に関する法律が施行され、株式譲渡契約書に対する印紙税の課税免

除を含め、トルコにおける印紙税課税が緩和された。トルコ法上、原則として、当事者の署名のある法的に有効かつ

執行可能な合意事項等を記載した書面は広く印紙税の課税文書とされ、印紙税率は、契約書については0.948％

と比較的高率である。そして、トルコ法上、原則として契約当事者は連帯して印紙税の納付義務を負うことから、日

本企業によるトルコにおける M&A において、M&A 契約上の印紙税の負担の取り決めは交渉ポイントとなることが多

かった。この論点は、上記法律の施行により基本的に解消されることとなろう。これを契機として、M&A を通じた日本

企業によるトルコ投資の更なる促進が期待される。 

 

以下、トルコにおける印紙税課税の概要と今般施行された緩和措置を整理する。 

 

1. トルコにおける印紙税課税の概要 

 

トルコにおける印紙税の課税対象は広く、具体的には、トルコ法上、署名のある法的に有効かつ執行可能な書面

で、法的事項（目的、合意事項、了解事項等）を記した全ての書面が印紙税の課税文書とされている。そして、

印紙税額は、書面の性質に応じて、一定の税率によって計算される金額又は固定額とされており、例えば取引

価額の記載のある契約書については、原則として、取引価額（税務当局は、契約書に記載された最大の金額を

取引価額とする傾向があるとされる。）に税率 0.948％を乗じて印紙税額が計算される。印紙税額には上限が設

けられているが、2016 年 10 月時点における上限は、課税対象となる書面の原本一通あたり 1,797,117.30 トル

弁護士 﨑地 康文 
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コリラ（1 トルコリラ＝35 円換算で約 6,300 万円）とされている。 

 

なお、原則として、印紙税はトルコにおいて署名された書面に適用される。しかしながら、海外において署名された

書面についても、当該書面がトルコの当局に提出されたり、トルコの個人又は法人に契約上の地位が譲渡された

り、その他何らかの形でトルコから利益を享受する場合、印紙税が課税される。 

 

印紙税が免除される主な書面は以下のとおりである。 

• 株式その他の証券の配当・利息クーポン 

• 会社の増資に関する書面 

• 国内外の銀行、トルコに恒久的施設のある国外の銀行、並びに外国の信用機関及び金融機関のローン契

約 

• 法人税法上の適格合併、適格会社分割及び適格資産譲渡に関する書面 

 

2. 印紙税課税の緩和 

 

冒頭において述べたとおり、2016 年 8 月 9 日、トルコにおいて投資促進に係る法律が施行され、トルコにおける

印紙税課税が緩和されることとなった。具体的には、同日以降に署名される書面については、概要以下のルー

ルが適用される。 

• 株式会社又は有限会社の株式又は持分の譲渡に係る契約書については印紙税の課税は免除される。 

• 取引価額をベースとする印紙税額に加えて、書面上に記載される賠償額、違約金、支払額からの控除額

等の金額をベースとして印紙税は課税されない。 

• 印紙税は原本１通のみに課税される（したがって、原本を２通作成したとしても１通分しか課税されない。）。 

• 一つの書面上に複数の保証金額の記載がある場合には、最も高い金額をベースとして課税される。 

• 銀行、外国金融機関、国際機関の貸付債権の債権譲渡契約書については印紙税の課税は免除される。 

• 産業登録証（industry registry certificate）を有する製造業の会社による機械の購入に係る契約書につい

ては印紙税の課税は免除される。 

• 船舶の建造、改修、維持、修繕に係る書面については印紙税の課税は免除される。 

 

 
 
 
 
 
 
5．【マレーシア】会社法の改正 
 

現行の会社法（Malaysian Companies Act 1965）を改正する法案が、マレーシア上下院を通過した。現行法施行

後の最大の改正であり、設立から倒産にわたり広範囲での改正がなされることから、実務に及ぼす影響は小さくない

ものと思われる。改正の主なポイントは以下の 4 点である。 

 

① 会社をより魅力的な器にして起業を促進するため、設立や運営を簡素化・現代化した。 

② 株式・資本を改正・簡素化した。 

弁護士 山神 理 

 

弁護士 江本 康能 

 

mailto:michi.yamagami@amt-law.com
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©Anderson Mori & Tomotsune 

9 

 

  

③ コーポレートガバナンスを強化・改正した。 

④ 倒産手続を多様化させた。 

 

1. 設立や運営の簡素化・現代化 

 

• 定款の義務付けの廃止 

現行会社法においては定款の作成が義務付けられていたが、必要な条項は全て改正会社法に規定されてい

るとの考えの下、改正会社法は定款の義務付けを廃止した。もっとも、必要に応じ Constitution という名の規約、

基本法を設けることはでき、強行規定に反しない範囲で別途の規則を設けることができる。改正会社法施行日

現在の既存の定款も、改正会社法に適合させることによって、改正会社法下の Constitution とみなすことがで

きる。 

 

• 株主が一人の会社（一人会社）及び一人取締役の容認 

現行会社法においては、持株会社に全株式が保有される場合を除き、6 か月以上株主が 1 人の状態が続くこ

とを認めていなかった。また、最低 2 人以上のマレーシア在住の居住取締役の設置が必要とされていた。しか

し、より多様な形態を認めるため、改正会社法は一人会社や一人取締役を認めるようになった。 

 

• 株主総会の省略 

現行会社法においては、年に 1 回必ず年次株主総会を開催しなければならないとされていた。改正会社法は、

手続の簡易化のため、非公開会社（private company）においては株主総会の開催義務を免除した。 

 

• 書面決議における全会一致原則の廃止 

現行会社法においては、全株主が署名した場合に限り書面による株主総会決議も有効であると扱われていた

が、1 人でも反対すると書面決議できない問題があった。そこで、改正会社法は、非公開会社においては全会

一致原則を廃止し、過半数の署名をもって書面決議ができることとした。 

 

2. 株式・資本の改正・簡素化 

 

• 額面株式制度の廃止 

現行会社法では額面株式制度が採用されていたが、増資の柔軟化等のため、改正会社法は額面株式制度

を廃止した。 

 

• 健全性テスト（solvency test）の導入 

現行会社法では、定款に定めがある場合において、株主総会特別決議と裁判所による承認があるときには減

資ができるとされる。改正会社法は、迅速な減資を可能とするため、健全性テスト（減資実行直後に支払能力

があること）を満たすことを全取締役が書面で陳述した場合には減資を認めた。自己株式の買戻しや配当の実

施においても類似のテストが適用される。 

 

3. コーポレートガバナンスの強化・改正 

 

• 取締役の定義の拡大 

取締役の定義につき、現行会社法では、その肩書のいかんを問わず取締役全員がその指示に従っている者
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は取締役に含むとしていたが、改正会社法は取締役の過半数がその指示に従っている者については取締役に

含むとして取締役の範囲を拡大した。 

 

• 取締役の報酬 

現行会社法は取締役の報酬の承認について規定を置いておらず、コモンロー（判例法）上、お手盛り防止のた

め取締役は自らの報酬を承認する権限を有しないと解されていた。改正会社法は、公開会社における報酬決

定方法の透明化のため、取締役の報酬及びいかなる手当も株主総会決議による承認が必要とした。非公開

会社の取締役の報酬は原則として取締役会により承認されるとした。 

 

• 取締役の免責及び補償 

現行会社法では、役員、取締役の過失や契約違反による損害について免責することを定める会社の締結に係

る契約は無効であるとされ、訴訟手続で取締役が自身の弁護に成功した場合に限り、訴訟手続に要した全費

用を補償するとしている。改正会社法は、これを進めて、第三者から提起された民事訴訟において取締役の

全責任及び手続費用の補償を定めた。 

 

• 取締役の義務違反に対する制裁の強化 

上記のように、取締役の免責及び補償の範囲を拡大する一方で、改正会社法は、取締役の義務違反に対す

る制裁を強化しており、刑法犯の場合には最高で懲役 5 年又は／及び 500 万リンギ以下の罰金が科せられる

ことになった。 

 

• 監査役の退任 

現行会社法の下では、監査役は後任が決まって初めて辞任できる。しかし、これでは取締役が後任を任命す

るまで監査役として勤務することが強制されてしまうため、改正会社法は、辞任の届出が会社に到達してから

21 日後に辞任の効力が生じるとした。 

 

4. 倒産手続の多様化 

 

現行会社法の下では、支払不能に陥った会社が取り得る手続は、Receivership（財産保全管理手続）、

Wind-up（清算）などに限られていた。改正会社法は、裁判所の関与の程度が強い Judicial Management と、

裁判所の関与が最低限度にとどまる Corporate Voluntary Management を新たに導入することになった。 

 

 

 

 
 
 

  

弁護士 神林 義之 
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◆TOPICS◆ 

【お知らせ】 

 花水康弁護士が下記のセミナーにて講演を行います。 

「シンガポールにおける M&A と 買収ファイナンスの実務」 

日時： 2016 年 12 月 19 日 

主催： 金融ファクシミリ新聞社 

 

 清水亘弁護士が下記のセミナーにて講演を行いました。 

「マレーシアにおける知財エンフォースメントについて」（マレーシア知的財産セミナー） 

日時： 2016 年 9 月 6 日（東京）、8 日（大阪） 

主催： 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 

 清水亘弁護士が下記のイベントのゲストスピーカー及びパネリストを務めました。 

「Intellectual Property Office of Singapore」（IP WEEK） 

日時： 2016 年 8 月 22 日-24 日 

主催： シンガポール知的財産庁(IPOS) 

 

【論文・著書】 

 矢上浄子弁護士が執筆した論文が下記雑誌に掲載されました。 

「アジア諸国における企業結合届出制度」 

（「公正取引」 No.792 （2016 年 10 月号）） 

 



12 

 

  

 

 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わ

せ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。 

 

 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。 

弁護士 花水 康（ ） 

弁護士 龍野 滋幹（ ） 

弁護士 福家 靖成（ ） 

 

 本ニュースレターの配信又はその停止をご希望の場合には、お手数ですが、

までご連絡下さいますようお願いいたします。 

 

 本ニュースレターのバックナンバーは、http://www.amt-law.com/bulletins13.html にてご覧いただけます。 
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