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第 139号（2022年 6月号） 

今月のトピック 

1. フィリピン ： フランチャイズ契約の登録制度の創設 

2. インドネシア ： アポスティーユ認証に関する規則の施行

3. マレーシア ： 企業結合規制の導入に向けた動き 

4. ミャンマー ： ミャンマー中央銀行による外国為替管理の強化～外国通貨

のミャンマーチャットへの転換義務の導入等（続報） 

5. シンガポール ： ノミニー取締役等に関する会社の登録名簿における記録の

規制強化 

6. タイ ： タイ公開会社法の改正 

今月のコラム －インドでは何カレーを頼めばよい？－ 

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139

号（2022 年 6 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. フィリピン： フランチャイズ契約の登録制度の創設

2022年 5月 16 日、フィリピン大統領府は、中小零細企業を保護することを目的とし

て、フランチャイズ契約の登録制度の創設等を定める大統領令（Executive Order 

No.169：「本大統領令」）を公布し、本大統領令は同日施行されました。本大統領令の概

要は以下のとおりです。 

(1) フランチャイズ契約の登録制度の創設

フランチャイザーは、中小零細企業（Micro, Small and Medium Enterprise）をフラ

ンチャイジーとする全てのフランチャイズ契約について、契約締結後 30 日以内に貿

易産業省（Department of Trade and Industry）に登録することが必要とされます。 

なお、中小零細企業とは、以下に分類されるいずれかの企業に該当する企業をいい

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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(a) マイクロ企業：総資産 50,000フィリピンペソ未満 

（現在の為替レートで約 126,000円） 

(b) コテージ企業：総資産 50,001フィリピンペソ～500,000 フィリピンペソ 

（現在の為替レートで約 126,000円～130万円） 

(c) 小企業：総資産 500,001フィリピンペソ～5,000,000フィリピンペソ 

（現在の為替レートで約 130万円～1,260万円） 

(d) 中企業：総資産 5,000,001 フィリピンペソ～20,000,000 フィリピンペソ 

（現在の為替レートで約 1,260万円～5,060 万円） 

 

(2) フランチャイズ契約における必要的記載事項 

 

中小零細企業をフランチャイジーとするフランチャイズ契約は、書面で作成され、

公証を行うことが必要です。また、これに加えて以下の必要的記載事項を定めること

が必要とされます。以下の必要的記載事項を定めたフランチャイズ契約でなければ、

フランチャイズ契約の登録ができません。 

 

(a) フランチャイズの対象となる商品又はサービスの名称と詳細 

(b) 中小零細企業のフランチャイジーに付与される権利（例えば、商標その他のフィ

リピン知的財産庁（IPOPHL）に登録されている知的財産権等の使用権等） 

(c) 中小零細企業のフランチャイジーに課される契約前の費用、初期費用又は継続的

な費用の全ての開示（例えば、フランチャイズ料、販売促進料、ロイヤルティそ

の他関連する料金等） 

(d) フランチャイザーの責任の詳細（支援の種類及び項目の列挙、及び、貿易産業省

へのフランチャイズ契約の提出を含む。） 

(e) 中小零細企業のフランチャイジーの責任の詳細 

(f) 差別禁止条項 

(g) フランチャイズ契約の期間及び更新の条件 

(h) フランチャイズ契約の中途解約、解除又は期間満了の原因及び効力 

(i) 中小零細企業が契約を終了できるクーリングオフ期間に関する規定 

(j) 紛争解決に関する事項（2004年裁判外紛争解決手続法（共和国法 9285 号）にお

ける調停を申し立てることができる規定を含むことが必須） 

(k) フランチャイズ契約違反に対する救済 

 

なお、中小零細企業ではない企業をフランチャイジーとするフランチャイズ契約に

ついては、上記の事項を定めることは義務ではありませんが、上記の事項を定めるこ

とはベストプラクティスとして推奨されています。 

また、フランチャイズ契約において上記の事項を定めている場合には、フランチャ

イザーに対する優遇措置を設けることも検討されています。 
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(3) その他 

 

上記(1)のフランチャイズ契約の貿易産業省への登録、及び、上記(2)のフランチャ

イズ契約への必要的記載事項の記載は、既に締結済みのフランチャイズ契約について

は、フランチャイズ契約を更新する際に遵守する必要があります。 

また、認定されたフランチャイズ協会の会員であるフランチャイザーについては、

①フランチャイズ契約のひな型を貿易産業省に登録すること、及び、②中小零細企業

をフランチャイジーとするフランチャイズ契約において本大統領令が定める必要的

記載事項を定める旨を確約すること、という要件を満たせば、個別フランチャイズ契

約の登録は不要となります。 

加えて、貿易産業省は、本大統領令の施行日から 90 日以内にガイドラインを定め

るとされております。 

 

本大統領令の概要は上記のとおりです。フィリピンにおいては、従前は小売業に対し

て厳しい外資規制が存在したことから、フランチャイズの方式でフィリピン進出を図る

外資系企業も存在していました。今般、小売業の外資規制が大幅に緩和され（小売業の

外資規制の改正については、本レター第 134号（2022年 2月号）をご参照ください。）、

また、本大統領令によりフランチャイズ契約に規制が設けられたことは、外資系企業の

フィリピン進出形態に一定の影響を与える可能性があります。 

フランチャイズの方式でフィリピンに進出する日系企業は、本大統領令を踏まえ、フ

ランチャイズ契約の内容の見直し等を検討する必要があります。 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

2. インドネシア： アポスティーユ認証に関する規則の施行 

 

インドネシアは、2021年、外国公文書の認証を不要とする条約（通称ハーグ条約）（C

onvention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document

s：「認証不要条約」）を批准しており、いわゆるアポスティーユ認証のみで（公印確認

及び領事認証を経ずに）外国公文書を使用するための条件が整っていました。 

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

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

 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00063987/20220221-102537.pdf
mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
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本レターでは、認証不要条約の批准を受けて制定されたインドネシアにおける公文書

のアポスティーユ認証業務に関する法務人権大臣規則 2022年第 6号（「本規則」）につ

いて紹介します。本規則は、インドネシアの公文書を外国で使用する場合の手続細則を

定めるものですが、インドネシアによる認証不要条約の批准により、外国でアポスティ

ーユ認証を受けた公文書をインドネシアにおいて使用する場合の実務にも影響があり

ますので、以下簡単にご紹介します。 

 

(1) アポスティーユ認証について 

 

まず、アポスティーユとは、認証不要条約に基づく制度であり、同条約の加盟国間

においては、公文書を発出した国の特定の機関が所定の様式で発行する証明書（アポ

スティーユ）があれば、当該公文書を使用する予定の外国の大使や領事による認証を

要することなく、当該外国において公文書を使用することができます。大使や領事に

よる領事認証を得て外国で公文書を使用するには、煩雑な手続や時間を要することも

あるため、アポスティーユ認証はこのような手続的負担を軽減するための制度として

利用されています。 

 

(2) 本規則の施行について 

 

インドネシアでは、インドネシアにおけるより円滑な事業活動の遂行を目的として、

2021 年 1 月 4 日付けで大統領規則 2021 年第 2 号（「本大統領規則」）を施行し、認

証不要条約を批准しました。そして、本規則は、本大統領規則の手続細則を定める施

行規則として、2022年 1月 26日に公布され、同 6月 4 日から施行されています。 

 

(3) アポスティーユ認証の対象となる公文書について 

 

本規則においては、インドネシアにおけるアポスティーユ認証の対象となる公文書

として、以下の公文書が挙げられています。 

 

(a) 裁判所及び仲裁廷に関する文書（検察官、裁判所書記官や裁判所執行官等による

文書を含む。） 

(b) 行政文書 

(c) 公証人が発行する文書 

(d) 民間人が署名した文書に付される公的証明（文書の登録日や有効期間を証する証

明書や、公務員・公証人による署名者の署名認証が例示として規定されていま

す。） 
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(4) 今後の実務への影響 

 

本規則自体は、インドネシアにおいて署名された公文書を外国で使用するためのア

ポスティーユ認証に関する手続細則を定めるものであり、インドネシア国外でアポス

ティーユ認証を受けた公文書のインドネシア国内での使用に関する事項を直接定め

たものではありません。もっとも、認証不要条約の締約国に提出する公文書は原則と

してアポスティーユ認証で足りるとされていますので、今後日本等の認証不要条約の

締約国において署名された文書をインドネシア当局に提出する場合は、アポスティー

ユ認証を活用することで、従来の公印確認・領事認証は省略できることになります。 

例えば、インドネシアでは、役員変更や定款変更等の各種株主総会決議事項は、イ

ンドネシアの法務人権省に対して通知又は承諾を得るための申請を行う必要があり、

申請に際しては、当該インドネシア会社における株主総会決議に関する書面を提出す

ることが求められます。そして、当該株主総会決議は書面決議の形式で行われること

も実務上は多くみられます。その場合、インドネシア会社が日本企業の子会社である

場合には、日本株主による決議書面への署名を行うことになりますが、当該書面はイ

ンドネシア国外で署名をされたものであるため、インドネシアの法務人権省に対して

提出する際には、これまでは日本における公証、公印確認及び領事認証を経ているこ

とが求められていました。しかし、今後は当該書面についてアポスティーユ認証を経

るのみで法務人権省に提出することが可能になるものと思われます。 

もっとも、現時点では、本規則施行後間もないこともあり、引き続き公印確認・領

事認証が求められる例もあるようです。法務人権省への通知等は、インドネシアの会

社にて起用する公証人が手続を行うのが一般的なので、もうしばらくは公証人にも都

度、アポスティーユ認証で良いのか、それとも従来の公印確認・領事認証が必要なの

か確認することが望ましいと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

3. マレーシア： 企業結合規制の導入に向けた動き 

 

Malaysia Competition Commission（マレーシア競争委員会：「MyCC」）は、Malaysian 

Competition Act 2010（競争法）に企業結合規制を導入するための法改正を検討してい

ます。改正案については 2022年 4月 25日から 5月 27日までパブリックコメント手続

に付されておりました。パブリックコメントに付されていた改正方針について、主要な

点を以下で紹介します。 

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 

 

mailto:tetsu.takeuchi@mhm-global.com
mailto:zaki.shahab@mhm-global.com
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(1) 規制対象となる「企業結合」 

 

規制対象となる企業結合として、一定の例外を置きつつ、以下の 4つの場面が想定

されています。 

 

(a) 2つ以上の独立した企業が 1つの企業になり、別法人として存在しなくなること 

(b) 1つ以上の企業の全部又は一部につき直接又は間接に支配権を得ること 

(c) ある企業の資産が別の企業に取得され、その結果、資産を取得した企業が、資産

の取得元の企業が取得直前に行っていた事業又は事業のうち関連する部分にお

いて、資産の取得元の企業に置き換わる又は実質的に置き換わること 

(d) 自律的な経済主体が有する全ての機能を果たし得る永続的なジョイントベンチ

ャーを設立すること 

 

このような企業結合又は予定された企業結合のうち、マレーシア国内で行われるか

国外で行われるかを問わず、マレーシアにおける何らかの物又はサービスの市場にお

ける競争を実質的に減少させるものについては、企業結合規制の対象となります。 

 

(2) 通知義務 

 

予定された企業結合が一定の閾値を超えるものである場合には、MyCCに対する事

前の通知が必要となります。これに対し、閾値を超えないものについては、MyCCに

対し、企業結合の実行の前後を問わず任意に通知することができるとされています。 

この通知義務にかかわる閾値については、改正法の成立後に公表される予定です。 

 

(3) MyCCによる審査 

 

閾値を超える企業結合については、MyCCにおいて、事前通知がなされてから 120

営業日の間に審査を行います。40 営業日の間にフェーズ 1 の審査がされ、競争の実

質的な減少をもたらすと見込まれる企業結合についてはその後 80 営業日でフェーズ

2の審査を行うこととされています。審査期間中は企業結合を実行することは認めら

れません。 

MyCCは、企業結合が実行されても市場における競争の実質的な減少が認められな

い、又は減少が認められると思われるが競争の減少について手当てするためのコミッ

トメントを企業結合当事者が受け入れた後で企業結合が実行されるような場合には、

クリアランスの決定を行います。これに対し、市場における競争の実質的な減少が生

じるような企業結合については、MyCCは禁止決定を行います。 

 

マレーシアにおいては統一的な企業結合規制がこれまで存在しなかったため、改正
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法が成立すれば企業結合の実務に大きな影響を与えることが見込まれます。改正法成立

に向けたマレーシア政府の動きにつき今後も注視が必要です。 

 

 

 

 

 

 

4. ミャンマー： ミャンマー中央銀行による外国為替管理の強化～外国

通貨のミャンマーチャットへの転換義務の導入等（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

ては、本レター第 136 号（2022 年 4 月号外）及び第 138 号（2022 年 5 月号）におい

てお伝えしたとおりです。2022年 6月 10日現在も、本外為管理措置は引き続き有効な

ものとして維持されていますが、具体的な CBM の運用状況に日々変更があり得るため、

現地事業者においては常にその動向をフォローし続けることが求められるような状況

にあります。本号では、2022年 5月 15日以降の主要な動向について、本外為管理措置

の続報をお伝えします。 

CBM はミャンマー国内における外貨取引についても制限する姿勢を鮮明にしつつあ

ります。CBMは、中央省庁や地方政府等に向けた 5月 20日付けレター第 195/2022 号

（「本 CBM レター」）において、それぞれの監督下にある関係機関に対し、全ての国内

取引の決済をミャンマーチャット建てで行う旨の指示を行うよう通知を行っています。

政府機関によるミャンマー国内取引の決済通貨をミャンマーチャットのみとする通知

は、これまでにも複数回にわたって CBM から発出されてきましたが、厳格には遵守さ

れていない状況が続いていました。本 CBM レターは、上記要請についてより踏み込ん

だ形での対応を求めるものとなっています。本 CBM レターには民間企業による外貨の

使用を問題視する記述が含まれることを踏まえると、今後は外貨建てでの国内取引は事

実上禁止される可能性があると思われます。 

一方で、2022 年 6 月 7 日に CBM が現地銀行等を集めて行われた会合において、本

外為管理措置における外国通貨のミャンマーチャットへの転換義務（「強制兌換措置」）

について、10％以上の外国資本が入っている企業については適用除外とする方針が

CBM より示されたとの報道がありました。この点については証拠となる文書が存在し

ないと言われていましたが、同月 16 日に CBM より配布された当日の議事録上も明ら

かになっています。各国大使館・商工会議所や、銀行を含む民間事業者からの強い抗議

もあり、これまでミャンマー投資委員会（MIC）からの承認を受けた事業や、経済特区

（SEZ）における事業等に関して限定的にのみ認められてきた強制兌換措置の適用除外

の範囲を拡大する方向での運用の見直しが行われているようです。他方、本外為管理措

弁護士 田中 亜樹 

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

 

 

 

mailto:aki.tanaka@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. 

8 
 

置における外貨送金規制に関しては、その具体的運用について、CBM から一貫性のな

い回答が示されたために、銀行によって具体的対応が異なるとの情報もあります。この

ように、仮に強制兌換措置の適用を受けず、外貨を引き続き保有することができたとし

ても、スムーズな外貨送金の実現につながるかどうかは不透明な状況です。 

本外為管理措置の導入後も国内の外貨不足に特に改善は見られず、外貨送金の取扱い

に関する混乱もあり、ミャンマー国内での外貨の取り扱いは困難を極めています。CBM

としてどのような形で事態の収束を図るつもりなのか、現時点で全く見通しが立たない

状態が続いており、今後も引き続き CBM 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. シンガポール： ノミニー取締役等に関する会社の登録名簿における

記録の規制強化 

 

シンガポールでは、本年 5月 30日、会社法（Companies Act 1967）及び有限責任組

合法（Limited Liability Partnerships Act 2005）の改正案（「本改正」）の一部が施行され

ました。本改正は、会社の意思決定の透明性の向上や実質的支配者の一層の明確化等に

より、シンガポールにおけるコーポレートガバナンスに関するルールを、金融活動作業

部会（FATF）が定めている国際基準に沿ったものとし、マネーロンダリングやテロ資

金供与を防ぐことを目的としています。以下では、本改正の主要な点を紹介します。 

 

(1) ノミニー取締役に関する情報の記録期限 

 

シンガポールの会社法では、ノミニー取締役を記録し、ACRAに届け出ることが求

められています。ノミニー取締役は日本にはない制度ですが、会社法上、「公式か非

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 

 +65-6593-9752（シンガポール） 

 +84-24-3267-4101（ハノイ） 

 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） 

 +65-6593-9762（シンガポール） 

 +84-28-3622-1632（ホーチミン） 

 kana.manabe@mhm-global.com 

 
 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064325/20220408-041318.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064627/20220520-114800.pdf
mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
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公式かを問わず、他者の指示や意思に基づき、行動する義務を負う、又はそのような

事実上の関係にある取締役」とされています。したがって、日系企業のシンガポール

現地法人の取締役は、株主である日本本社の指示等に従っている者として「ノミニー

取締役」に該当すると判断される場合もあり得るところです。 

本改正前は、ノミニー取締役に関する情報に変更があった場合でも、当該変更をノ

ミニー取締役名簿（Register of Nominee Directors）に反映する期限は特に定められ

ていませんでした。しかし、本改正により、シンガポール会社は、ノミニー取締役か

ら①ノミニーとなったこと、又はノミニーではなくなったことの通知を受けたとき、

あるいは②ノミニー取締役に指示等をしている者の情報の変更について通知を受け

たときから 7 日以内にノミニー取締役名簿に変更を反映することが義務となりまし

た。 

 

(2) 外国会社の株主の記録期限 

 

ACRA に登録する義務がある外国会社は、株主名簿（Register of Members）を整

備することが求められているところ、本改正前は、外国会社の株主の情報に変更があ

った場合でも、当該変更を株主名簿に反映する期限は定められていませんでした。し

かし、本改正により、変更があったときから 30 日以内に株主名簿を更新することが

義務となりました。 

 

(3) 本改正のうち未施行の事項 

 

上記(1)及び(2)で述べた事項については、既に本年 5月 30日から施行されています

が、本改正の主要な事項のうち以下の点については未施行となっています。 

 

(a) ノミニー株主の記録 

 

会社の株主は、第三者のために株式を保有することができるとされています（こ

のような株主を「ノミニー株主」といい、当該第三者のことを「ノミネーター」と

いいます。）。もっとも、本改正前は、ノミネーターは会社の直接の株主ではないた

め、会社がノミネーターの存在を調査し、これを特定することは求められていませ

んでした。 

しかし、本改正により、シンガポール会社及び外国会社は、ノミニー株主及びノ

ミネーターに関する情報をノミニー株主名簿（Register of Nominee Shareholders）

に記録することが必要となり、記録事項に変更があった場合には 7 日以内に更新す

ることが求められるようになります。 

また、ノミニー株主は、ノミニー株主及びノミネーターに関する情報に変更があ

ったときから 30 日以内に会社に通知することが必要となります。 
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(b) 実質的所有者の特定 

 

会社及び有限責任組合は、会社法及び有限責任組合法上、実質的支配者（registrable 

controllers）に関する情報を実質的支配者名簿（Register of Registrable Controllers）

に記録し、ACRA に提出することが求められていますが、実質的支配者を特定でき

ない場合には、これを記録することは求められていませんでした。 

しかし、本改正により、会社及び有限責任組合は、実質的支配者を特定できない

場合には、「業務執行を支配する個人（individual with executive control）」を実質的

支配者として記録することが必要となります。なお、「業務執行を支配する個人」と

は、以下のものを指すとされています。 

 

① シンガポール会社及び外国会社については、当該会社の上位の経営者としての地

位に基づいて、当該会社の日常の業務を支配する権限を行使する取締役 

② 有限責任組合については、有限責任組合の事業に関して業務執行を支配する組合

員 

 

シンガポール会社、外国会社とも、それぞれが管理する各種名簿について、今後一定

の追加対応等が求められる可能性のある法改正であり、留意が必要となります。 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

6. タイ： タイ公開会社法の改正 

 

タイ公開会社法（Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992)：「公開会社法」）

の改正法（「本改正法」）が 2022 年 5 月 24 日に施行されました。2014 年以降、一定の

要件の下、電子的方法での株主総会及び取締役会の開催が可能ではあったものの、本

改正法に伴い、公開会社法上の招集手続等を電子的方法で行うことができ、より効率的

な会議の開催が可能となったといえます。以下、本改正法の主な改正点について紹介し

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 

 

mailto:reiji.hosokawa@mhm-global.com
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(1) 一般的な通知手続について 

 

公開会社法に基づき新聞公告が要求される通知等について、登記官（registrar）が

定める電子的方法により行うことが可能になりました。また、公開会社法に基づき取締

役、株主、債権者、会社及び取締役会に対して書面等を送付する場合、当該受取人

が電子的方法による送付につき同意等をするときには、登記官が定める電子的方法

による送付が可能となります。 

 

(2) 取締役会の招集及び開催について 

 

改正前の公開会社法では、取締役会は、原則、取締役会の Chairman（「議長」と異

なる概念）又は2人以上の取締役からの請求により招集され、後者の場合、Chairman

は請求を受けた日から 14 日以内に取締役会を招集する必要があるとされていました。

本改正法では、2 人以上の取締役からの請求について「会社利益の保護のため又は

合理的な理由がある場合」という条件が追加されたほか、Chairman が招集しない場

合、請求をした当該 2人以上の取締役が共同で取締役会を招集することが可能となり

ました。また、取締役会において Chairman がいない場合には Vice Chairman が、

Vice Chairman もいない場合には 2 人の取締役が共同で取締役会を招集できること

が新設されました。 

また、取締役会の招集通知期限が取締役会開催日の 7日前から 3日間に短縮され

ました。そのほか、会社の利益又は権利の保護、かつ、緊急の場合、招集通知期限の

短縮及び「その他の方法」による招集通知の送付が可能という改正前の例外に関し、

「その他の方法」として「電子的方法」も可能であることが明確化されました。 

さらに、会社の附属定款において明示的に禁止されている場合を除き、電子的方法

による取締役会が開催できることが明確化されました。その場合、開催場所は会社の

本社とみなされます。 

 

(3) 株主総会の開催について 

 

会社の附属定款において明示的に禁止されている場合を除き、電子的方法による

株主総会が開催できることが明確化されました。その場合、開催場所は会社の本社と

みなされます。また、登記官が定める基準を満たしている安全な方法等による電子的

方法であれば、電子的方法による委任状の提出も可能となりました。 

 

 

 

 

タイ弁護士 パヌパン・ウドムスワンナクン 

 +66-2-009-5152（バンコク） 
 panupan.u@mhm-global.com 

 

タイ弁護士 プームパット・ウドムスワンナクン 

 +66-2-009-5175（バンコク） 
 poompat.u@mhm-global.com 

 
 

弁護士 白井 啓子 

 +66-2-009-5130（バンコク） 
 keiko.shirai@mhm-global.com 
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今月のコラム－インドでは何カレーを頼めばよい？－ 

 

インドといえば、ターバン、タージ・マハル、ガンジス川、をさておいてまずは「カ

レー」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 

 

「インドに駐在していました。」とお話すると「毎食カレーだったのですか？」との

コメントをいただくことも少なくありません。毎食ではないにせよ、実際、カレーは高

頻度で食事の中に登場します。 

そんなインドにおいてカレーは何カレーを頼んだらまず間違いないでしょうか。 

日本ですと、カレーはビーフカレーが最もポピュラーで、ポークカレーもかなり人気

を博しているのではないかと思いますが、インドではどうでしょうか？ 

 

インドでカレーを注文するとすると、個人的には、「チキンカレー」がまず間違いな

いかと思っています。 

インドでは、ヒンドゥー教を信仰する方が 8割に上りますが、ヒンドゥー教では、牛

は崇拝の対象となっており、牛肉を調理することに慣れていない（厳格なヒンドゥー教

徒にとってはそもそも牛肉を食べることが禁忌）という特色があります。また、逆に、

豚は穢れの対象とされ、牛肉とは反対の理由で食べる対象から外されることも少なくな

く、豚肉を調理することにも慣れていません。 

必然的に（消去法的に）、「チキンカレー」ということとなります。上記の背景が影響

してか、インドの方は鶏肉の調理には長けているように個人的には思います。よって、

「チキンカレー」を頼めばまず「はずれ」はありません。あっさりのカレーを好まれる

ならシンプルな「チキンカレー」で、少しこってりを好まれるなら「バターチキンカレ

ー」といった注文が基本になります。 

 

インドに行かれた際は、もしメニューのヒンド

ゥー語が読めなくとも「チキンカレー！」と言っ

ていただき、おつまみに「チキン・ロリポップ！」

（骨付きチキンのから揚げ）を追加して、

「Bira！」と、従前最大シェアだったキングフィ

ッシャーと今双璧を成している新進気鋭のビー

ル名を叫んで頂いたら（「お、Biraを言ってくる

とはなかなかやるな。」との評価も得られて）完

璧です。 

是非トライしてみて頂けたらと思います。 

 

（弁護士 臼井 慶宜） 

インドのチキンカレー 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『企業法務研究部会～第 2 回例会：“ビジネスと人権”に関する国際

的な潮流と日本企業に求められる対応』 

開催日時  2022年 7月 5 日（火）13:30～17:00 

講師    梅津 英明 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】ケースで理解するカーブアウト M&A～基

礎から案件遂行上の実務ポイントまで～』 

視聴期間  2022年 7月 11日（月）10:00～2022年 9 月 12日（月）17:00 

講師    佐藤 典仁 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『【オンライン】Q&A で学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策』 

開催日時  2022年 7月 14日（木）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  『グローバル労働法カレッジ「ベトナム編」「ベトナムの労働法制

と労務管理のポイント」』 

開催日時  2022年 7月 14日（木）14:00～17:00 

講師    江口 拓哉、大西 敦子 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 

 

NEWS 

➢ ALB SE Asia Law Awards 2022において当事務所バンコクオフィスのジェッサ

ダー・サワッディポン弁護士が受賞しました 

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）による ALB SE Asia Law Awards 2022 において、当事務所バンコクオ

フィス（Chandler MHM Limited）のジェッサダー・サワッディポン弁護士が

Managing Partner of the Year （Emerging Markets）カテゴリーにて受賞しました。 

 

（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 


