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はじめに
AsiaWise Groupでは、この度、AW Letter第11号を発刊致しました。第11号のラインナップ
は以下の通りです。

1. インドの債権回収3つのポイント～破産倒産法のインパクト
本稿では、インドでの債権回収の各段階におけるポイントを指摘した上で、債権回収の新たな
選択肢である2016年破産倒産法上の手続について、具体的に解説しています。

2. アジア各国の会社法の改正トレンドと背景
ここ数年、アジア各国（シンガポール、マレーシア、フィリピン、香港、インド等）では、
会社法の大規模改正が続いています。そうした流れを受けて、本稿では、各国の会社法改正を
テクノロジー利用の許容の観点から分析した上で、アジアに展開する日系企業の今後の検討課
題についても示唆しています。

AsiaWise Groupでは、クライアントの課題解決のため、今後「際」を超えたコラボレーショ
ンを加速して参ります。AW Letterもその実験場のひとつとして、複数の分野・国の専門家が執
筆者となってコラボ編集することにより、これまでにない新しい価値の提供に務めたいと考え
ております。

AW Letterの配信登録は以下のURLからお願い致します。
https://www.asiawise.legal/news-letter
AsiaWise法律事務所

代表 久保 光太郎
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インドの債権回収3つのポイント
～破産倒産法のインパクト
＜サマリー＞

(1) ポイント①文書管理はできていますか？

• 本稿では、インドにおける債権回収が容易
でないことを指摘した上で、①文書（契約
書、注文書等）管理、②先の法的手続を見
据えた交渉、③法的手段のオプションと、
各段階におけるポイントを、具体的な
チェックリストやオプション、実例と共に
解説しています

債権管理の基本は、契約書（取引基本契約
書）、注文書等の文書を適切に作成し管理す
ることです。したがって、まず手をつけるべ
きは文書管理です。ここでのチェックポイン
トは以下の通りです。
✓ そもそも代理店、取引先等との取引につい

• また、債権回収の新たな選択肢である
「 2016 年 破 産 倒 産 法 （ Insolvency and
Bankruptcy Code, 2016）」上の手続が担
うことのできる牽制的な機能や実効的な機
能について、実際の要件や手続の流れを適
示しつつ、ご紹介しています

て契約書はあるでしょうか
✓ 契約書の更新状況についても、ちゃんと管
理ができているでしょうか
✓ 取引基本契約書と注文書・請求書がきっち
り紐づいているでしょうか

1．はじめに ～インドの債権回収は難しい？

✓ 製品の供給に関する契約の場合（日系企業

インドの債権回収は簡単ではありません。

が供給側である場合）、製品の引渡し、検

債権の支払期限が到来しても、現地企業はす

収合格に関する条件は明記されているで

ぐに支払うとは限りません。自社の現地社員

しょうか

を見ても、債権管理の基本ができていないこ

✓ 支払い遅延の場合の手続（製品供給の停止

ともあるかもしれません。はてさて、どこか

等）、法的責任（未払額の一括支払いの義

ら手をつければよいのかと、頭を悩ませてい

務、遅延損害金等）が契約書に明記されて

る方も多くいるのではないかと思います。当

いるでしょうか

然のことながら、債権管理がうまくいかない
✓ 契約書に実効的な紛争解決方法が明記され

と、本業に集中することができません。本来
であれば、前向きな製造・営業活動や現地法

ているでしょうか

人マネジメントに割くべき労力、リソースが

これらのチェックポイントがしっかりでき

債権回収に失われてしまうのは、大変残念な

ているか現地従業員に確認してみて下さい。

ことといえます。

私が実際に担当したある日系企業の例では、

そこで、本稿では、インドの日系企業をサ

代理店の不払いが続いているので法的手段を

ポートしてきた私自身の経験もまじえ、イン

検討したところ、契約書が見つからなかった

ドにおける債権回収の3つのポイントについ

ことがありました。注文書には裏面約款がつ

てお話ししたいと思います。その上で、新し

いていたのですが、紛争解決条項に不備が

くできた破産倒産法を使った債権回収の手続

あったため、仲裁の申立ても認められません

についても解説します。

でした。
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インドの債権回収3つのポイント
～破産倒産法のインパクト
結局、裁判所に行くことになりましたが、

の話を蒸し返してくるケースもあります。こ

相手方の引き伸ばし工作にあって、何年たっ

のような主張に対しては、面倒であっても、

ても解決しません。そうこうしている内に、

過去の事実関係を社内調査した上で、法的な

現地弁護士の報酬額が債権額よりも大きく

書面をもって反論しておくことをお勧め致し

なってしまい、裁判を続けることの意味が失

ます。ここですごすご引き下がると、債務者

われました。「転ばぬ先の杖」としての契約

は自分の主張の効果があったと考えて居直り

書の重要性を再認識する案件でした。

かねません。

(2) ポイント②その先の法的手続を見据えて交

(3) ポイント③ 法的手段はオプションの中か

渉する

ら選択肢を検討する。

現地企業に対して支払いを催促しても支払

度重なる交渉をもってしても埒が明かない

わない場合、契約書、注文書等の文書がそ

相手に対しては、法的手段をとる以外、方法

ろっているのであれば、迷わず弁護士に相談

はありません。もっとも、法的手段といって

しましょう。すぐに、Legal Notice等と呼ば

も単純に裁判をすればよいというものではあ

れる正式な催告状を作ってくれるはずです。

りません。例えば以下のようなオプションが

これを受け取った債務者は、債権者が弁護士

考えられます。

に相談していることを知り、法的手続を避け

• 債権回収訴訟（簡易裁判を含む）の提起

る観点から、任意の支払いに応じる可能性が

• 仲裁の申立て

高まります。あとで争われるとやっかいなの
で、できるだけ早い段階で、債務者から債務

• 刑事手続の利用

の「自認」を引き出すことが大切です。債権

• 破産倒産法上の手続の申立て

者としても、債権の存在及び額について「争
い」があることを示すようなコミュニケー

まずは債権の根拠となる契約書において、

ションをとらないよう、慎むことが必要です。

どのように紛争を解決すると取り決められて

これに対して、なんだかんだと理由をつけ

いるのか、その内容を確認することが先決で

て、支払い期限を引き伸ばしたり、金額につ

す。どこの裁判所で裁判をするのか、仲裁機

いて争ってきたりする債務者もいます。例え

関で仲裁することで解決するのか等、紛争解

ば、私の経験では、取引の開始に際して債権

決条項を確認しましょう。また、相手方の態

者側の担当者が債務者側の担当者に対して

度が悪質と認められる場合には、警察に被害

「賄賂」を支払っていた、これはコンプライ

届を出すことで、不当な圧力には屈しないと

アンス違反なので損害賠償の対象だとクレー

いう姿勢を見せることもあります。以上に加

ムしてきたり、現地代理店から前任者時代に

えて、下記に説明する破産倒産法

ロイヤルティを減額する口約束があったにも

（Insolvency and Bankruptcy Code, 2016）の

かかわらずそれが実現されていない等々、昔

手続を利用することが考えられます。
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インドの債権回収3つのポイント
～破産倒産法のインパクト
これらのいずれの手段をとるか、弁護士の

法の申立てが受理（admission）された場合、

意見を聞きつつ戦略を立てて決めることが必

その後、破産管財人的な役割の倒産専門家

要です。私が見聞きしたケースでは、現地弁

（insolvency professional）が裁判官によって

護士に言われるがまま清算申立てをしたもの

選任されます（正確にはまず暫定倒産専門家

の、裁判手続が引き伸ばされ、時効成立を止

が選任され、その後、債権者委員会が正式な

めるべく、結局、仲裁申立てをせざるをえな

倒産専門家を選任します）。これにより、従

くなった例もありました。当初の見立てが甘

来の経営陣（取締役）の権限は失効します

かったと言わざるを得ないケースです。債権

（いわゆるcreditor-in-control）。経営権を失

回収に向けた戦術という意味では、今後は特

いたくない経営陣としては、破産倒産法の申

に、破産倒産法をいかに使いこなすかが重要

立てを受理されることは、何としても避けた

となります。そこで、以下、項を改めてイン

い事態です。

ド破産倒産法の概要について解説します。

そこで、債権者としては、経営陣に破産倒

2. インド破産倒産法によって何が変わる？

産法上の申立ての可能性をちらつかせて、場
合によっては法的手段を辞さないことを明言

2016年破産倒産法（Insolvency and

しつつ、債権の取り立て交渉をすることが有

Bankruptcy Code, 2016、以下「破産倒産

効です。

法」）は、これまでのインドの法律・裁判制
度を抜本的に変革することを目的としてでき

3. 破産倒産法の手続を利用できる場合とは？

た、新しい法律です。これまでインドでは、

破産倒産法の制定の背景には、インドの銀

破産法制が整備されていない一方で、裁判が

行の不良債権処理問題があります。日本でも

実質的に機能していなかったため、債務者が

90年代から2000年代にかけて不良債権処理が

債務を履行しなくても、債権者は効果的なサ

大きな社会問題になったことを覚えている方

ンクションを与えることができませんでした。

もいるでしょう。このようなマクロ金融政策

その結果、債務者において、「支払わない方

上の必要から、破産倒産法が制定されました。

が得」、「うるさい債権者から先に支払う」

もっとも、破産倒産法の射程はこれにとどま

というモラル・ハザードが横行していました。

りません。ローンなどの金融債権だけではな

ところが、破産倒産法が施行されたことに

く、売掛金（account receivables）等の事業

より状況が一変しました。債務者が債務を履

上の債権をもっている債権者であっても、手

行しなかった場合、債権者は破産倒産法に基

続を利用することが可能だからです。債権回

づく申立てをすることで、最終的には会社を

収に頭を悩ます日系企業としても、これを活

清算させることまで可能になりました。また、

用しない手はありません。

これまでの裁判の長期化の反省を踏まえ、破
産倒産法の手続は、最長270日間で終結する
ことが定められています。さらに、破産倒産
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インドの債権回収3つのポイント
～破産倒産法のインパクト
破産倒産法上、10万ルピー以上の債権につ

金融債権者や倒産専門家と接触する中で、債

いて不払い（default）があった場合、債権者

権回収の可能性が広がる場合もあります。

は、債務者の資産状況にかかわりなく、手続

他方で、金融債権者がいない場合、事業債

開始の申立てをすることが可能です。ただし、

権者は主体的に債権者委員会の議決にかかわ

売掛金等の事業上の債権をもとに行う破産倒

ることが可能です。また、近時の法改正によ

産法上の申立てについては、事前に催告書等

り、破産倒産法の手続が開始した後であって

を債務者に送付し、その到着後10日間以内に

も、債権者と債務者が裁判所外で和解した場

支払いがない場合、はじめて申立て可能とさ

合には、破産倒産法の手続を終結させること

れています。

ができることが明確になりました（ただし、

また、事業債権者（operational creditor）

債権者委員会の議決権の90％以上の賛成を得

が申立てをするためには、債権の存否又は金

ることが条件）。これらの手続きを通じて、

額等に関して争い（dispute）が存在しないこ

これまで機能不全を起こしていた裁判に代え、

とが必要とされています。これは、争いが存

迅速に債権回収を図ることが期待されます。

在するような場合には、破産倒産法の手続で
はなく、通常の裁判や仲裁等の手続で決着を

以上

つけるべきという趣旨から設けられた制約と
考えられます。ここにいう争いとは、裁判や
仲裁手続のみならず、その他の手続も含むと
解されています。したがって、事業債権者と
しては、破産倒産法の申立てを考えている場
合、債務者が何らかの手続を開始する前に催
告書等を送付し、争いのない債権であること
を確定することが必要となります。
4. 破産倒産法における事業債権者の地位
破産倒産法の手続の結果、会社を清算する
ことになった場合、無担保の事業債権者は、
残余財産の分配にあずかることができず、債
務全額の弁済を受けられない可能性もありま
す。また、事業債権者は、債務者に金融債権
者がいる場合には、債権者委員会の議決権が
与えられず、法的には手続関与の機会は限ら
れています。もっとも、実際上は破産倒産法
の手続が進行する中で、事業債権者としても
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インドの債権回収3つのポイント
～破産倒産法のインパクト

久保 光太郎
AsiaWise Legal Japan 代表
Chair of Legal Practice
弁護士 (日本)
<Career Summary>
米国、インド、シンガポールにおける9年に及ぶ経験をもとに、インド、東南
アジア等のクロスボーダー案件（現地進出・M&A、コンプライアンス、紛争
等）を専門とする。
<Contact>
kotaro.kubo@asiawise.legal
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アジア各国の会社法の改正トレンドと背景
＜サマリー＞

目指すものと理解できます。

• ここ数年の間に大きな改正を経ているアジ
ア各国（フィリピン、シンガポール、マ
レーシア、インド、香港等）の会社法に注
目し、改正の方向性や背景について分析し
ています

アジア各国の法体系は、イギリス法の流れ
を汲むコモンロー型の会社法を採用する国・
法域と、フランス・ドイツ法の流れを汲む大
陸法型の会社法を採用する国に大別されます
が、ここ数年は特にコモンロー型の会社法を

• さらに本稿では、取締役会におけるテレビ
会議等の許容に焦点をあて、各国の会社法
改正とテクノロジー利用への逡巡をみると
ともに、アジアに展開する日系企業の今後
の検討課題についても示唆しています

採用する国・法域において改正が相次いでい
ます。例えば、シンガポールにおいては、す
でに2014年改正会社法
（Companies(Amendment)Act 2014）施行に
よる大規模な会社法改正が行われましたが、
2017年にも再び改正が行われています。また、
香港では会社法（Cap.622 Companies

1．はじめに

Ordinance）が2014年に、マレーシアでは

ここ数年、アジア各国で、会社の仕組みに大

2016年会社法（Companies Act 2016）が

きな変更を加える法改正が相次いでいます。

2016年に、それぞれ従前の内容を大規模修正

最近5年ほどの間を見ても、香港やマレーシ

するかたちの改正がなされ、その後施行され

ア等において会社法の大規模な改正がありま

ています。インドでも、2013年に会社法の大

した。加えて、直近ではフィリピンにおいて

改正が行われましたが（Companies Act,

抜本的な改正がありました。フィリピンの改

2013）、その後も毎年のように手直しが加え

正会社法については、本稿執筆（2019年1月

られています。

31日）時点で大統領の承認待ちであり、施行

その改正内容を見てみると、全体として、

を目前に控えた状態です。*1

会社設立や運営自体を容易にする規制緩和の

本稿では、近年のアジア各国における会社

方向に進んでいると理解できます。例えば、

法改正の状況に鑑み、その改正の方向性及び

発起人の人数制限を緩和して、株主一人の会

背景を探るとともに、特に新しいテクノロ

社（一人会社）の設立を認めるのはその典型

ジーを利用したコーポレート・ガバナンスの

例です。（居住）取締役の人数及び資格制限

手法として、取締役会における電話会議・テ

の緩和についても、同様の流れの中で理解す

レビ会議システムの導入に焦点を当てて、各

ることが可能です。また、コモンロー型の会

国会社法の内容を比較してみたいと思います。

社法では、従前、基本定款（Memorandum of
Association）と付属定款（Articles of

2．会社法改正の方向性及び背景

Association）の2種類の定款を作成すること

ここ数年のアジア各国の法改正の方向性を

とされていましたが、このような2種類の定

見ると、会社法の世界の中でのグローバル・

款に代えて、定款を一本化する動きも見受け

トレンドを意識した、いわゆる「現代化」を

られます。

*1 2019年2月20日、大統領により承認されました。
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アジア各国の会社法の改正トレンドと背景
例えば、シンガポール、マレーシアや香港等

正会社法の施行を待っている最終段階にあり

では、基本定款、付属定款の区分が削除され

ますが、従前の会社法には、取締役会への参

ました。さらに、コモンロー型の会社法では、

加について、テレビ会議その他の通信手段に

定款に会社の事業目的を列挙するのが通例で

よることを許容する規定はありませんでした。

したが、マレーシアやシンガポールでは事業

ところが、改正会社法においては、物理的に

目的の記載自体が不要となりました。これに

出席又は投票が難しい取締役について、テレ

より、事業環境の変化に応じ、臨機応変に会

ビ会議システム等による取締役会への参加が、

社の事業目的自体を変更していくことが可能

原則認められるようになりました。マレーシ

になりました。

アでも、現在は、双方での会話が聞こえるも
のであれば、電話又はテレビ会議システム等

以上の通り、アジア各国の会社法改正の中

を利用することが可能とされています。

身を見てみると、共通点が多く見られます。
これは、企業活動のグローバル化を踏まえた

他方、取締役会についてテレビ会議システ

会社法制度の「ハーモナイゼーション」の動

ム等による参加を認めつつ、一定の要件を課

きと理解することが可能と思われます。

している国もあるので注意が必要です。例え
ば、タイでは、取締役会についてテレビ会議

3．取締役会におけるテレビ会議等の導入

システム等による参加を認める要件として、

日本企業にとっても、会社法の改正により、

①少なくとも定足数の3分の1以上の人数につ

アジア各国に展開する現地子会社の運営が容

いて同一の開催場所に物理的に出席している

易になりつつあります。特に、日本企業にと

こと、②全ての出席者がタイ国内にいること、

って注目すべきなのは、取締役会の参加に際

③会議の全てが録音録画されていること等、

して、テレビ会議等を許容する国・地域が増

情報技術・通信省が定める基準に従うことが

えつつある点です。これまで、アジア各国に

必要とされています。同様に、インドにおい

進出している日本企業では、本社ないし地域

ても、取締役会へのテレビ会議システムによ

統括拠点の事業部長等が、現地子会社、合弁

る参加は可能とされていますが（他方、電話

会社等の取締役に名前を連ねていることが多

会議システムは不可と理解されています）、

くありました。また、各国の現地法人の取締

①会議の録画保存が必要であり、かつ、②年

役についても、外国等への出張がますます増

に1回は物理的な参加が必要であるとされて

えつつあります。そういったなかで、取締役

います。加えて、特定の内容の決議について

が物理的に取締役会に出席しなければならな

は、テレビ会議システムを利用した取締役会

いことが大きな制約になってきましたが、各

では採決できないものとされており、テクノ

国の会社法の改正により、その障害が緩和さ

ロジー利用に対して逡巡した態度を見せてい

れつつあります。

ます。こうした状況を見ると、アジア各国の
会社法は、テクノロジーの利用について、ま

例えば、前述のように、フィリピンでは改

さに過渡期にあるといえます。
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アジア各国の会社法の改正トレンドと背景
今後、アジア各地に散らばる現地子会社、

また、アジア各国では、テクノロジーの発

合弁会社等のコントロール、モニタリングは、

展とともに、実態に合わせた法制度の改正が

日系企業にとって益々重要になってくると考

行われています。今後ますます進んでいく電

えられます。これまでテレビ会議等を活用し

子化の時代に合わせた各国の法令の改正状況

てこなかった企業としては、積極的にその利

についても、注視していくことが必要です。

用を検討すべきタイミングに来ていると言え
るでしょう。また、制度上、日本等の遠隔地
からの取締役会参加も可能になりつつあるこ

以 上

とを踏まえて、柔軟に最適な取締役を任命・
選任すべきと考えられます。

久保 光太郎
AsiaWise Legal Japan 代表
Chair of Legal Practice
弁護士 (日本)
<Career Summary>
米国、インド、シンガポールにおける9年に及ぶ経験をもとに、インド、東南
アジア等のクロスボーダー案件（現地進出・M&A、コンプライアンス、紛争
等）を専門とする。
<Contact>
kotaro.kubo@asiawise.legal

足羽 麦子
AsiaWise Legal Japan アソシエイト
弁護士（日本）
<Career Summary>
司法修習終了後2年間、新任判事補として裁判所に勤務し、民事事件を担当。
2018年、キャリアパスをチェンジし、弁護士登録。現在は、日本をベースと
してアジア各国の案件に対応している。
<Contact>
mugiko.ashiwa@asiawise.legal
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AW Updates
経営法友会セミナーのご報告
AsiaWise法律事務所代表弁護士 久保光太郎が、経営法友会主催のセ
ミナーにおいて、「アジア諸国における現実味のあるコンプライアン
ス試論」をテーマに、プレゼンテーションを行いました。

文：久保光太郎
2月20日に開催された経営法友会
主催「現実味のあるコンプライア
ンス」研究会において、講師とし
て、「アジア諸国における現実味
のあるコンプライアンス」をテー
マにプレゼンテーションを行って
まいりました。

研究会では、アジア新興国で「100点満点のコンプライアンス」を目指すことは現実的で
ないことを前提として、「コンプライアンス」の常識を疑うことを出発点とし、「現実的に
実行可能なコンプライアンス」のあり方を検討致しました。
アジア諸国の多くでは（もちろん国によりますが）法令改正も多く、法令の解釈にも幅が
あり得ます。現地弁護士のレベルなども考慮すると、法令改正に対する完璧なフォローアッ
プを目指すことは、現実的ではないこともあります。
そこで、むしろ自社のインシデント事例を収集、分析して、具体的な問題点に対しアプ
ローチしていくこと（データ重視）、利益相反規程を作成する等の事前対策を行い、不正行
為やコンプライアンス違反に対する牽制を行うこと（牽制機能重視）、事前対策をしてもコ
ンプライアンス違反は必ず発生すると腹積もりし、違反への対応を想定して準備しておくこ
と（有事対策重視）の3点が、重要なポイントになると思います。
上記3点のうち、特に1点めのデータ収集・分析については、AI等の最新テクノロジーを
活用していくことも、今後考え得るところです。他方で、3点めの有事対策については、実
際に起きてしまったコンプライアンス違反事例を解決するにあたって、最終的には人の知恵
が物を言うところであり、AI等のテクノロジーでは代替できない分野であるように思いま
す。そうした適切な役割分担と組合せこそが、今後のコンプライアンス業務の中心課題に
なってくると思います。
コンプライアンス体制については、その時々のトレンドや他社での体制を必要以上に意識
するのではなく、各社が、自社の実態に合わせた体制を構築することが重要です。例えば内
部通報制度の構築も、自社の実態を知るための情報収集ツールのひとつになると思います。
AsiaWise Groupでは、コンプライアンスに活用可能なテクノロジーの研究を含め、アジ
アのコンプライアンスの最新動向について情報を発信してまいりたいと思います。
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AW Updates
バンガロールオフィス開設のお知らせ
この度AsiaWise Groupは、バンガロールにオフィスを解説致しました。

バンガロールはインドのシリコンバレーとも呼ばれ、アジア有数のイノベーション・ハブ
となりつつあります。欧米系の多国籍企業はこぞってバンガロールにR&Dセンターを設置
し、AI/ブロックチェーン等のテクノロジー人材の取り込みを図っています。
日本企業の間でもバンガロールの注目度は増しています。日印両政府は、2018年、バン
ガロールを中心としたスタートアップ・イニシアティブを公表しました。日系企業の間でも
バンガロールのスタートアップ企業に対する投資や技術提携の事例が増えつつあります。
JALは、1月23日、バンガロールへの直行便の就航を発表しました。これにより日本とバン
ガロールの距離感が縮まることが期待されています。
ところが、このような新しいトレンドに対する法的サポートは遅れをとっているのが現状
です。従来、日本の法律事務所の弁護士派遣はデリー・ムンバイに集中し、バンガロール・
ベースの現地ファームとの連携も進んでいません。現在、バンガロールには日本人の弁護士
がひとりも常駐していません。
AsiaWise Groupはインド・デリー（グルガオン）に本拠を有するWadhwa Law Offices
（WLO）をメンバーファームとして擁しており、バンガロールはインド2つ目の拠点です。
新たに設置するバンガロールオフィスはAdarsh G弁護士が代表を努めます。加えて、年後
半には日本人弁護士の常駐も予定しています。
今後、AsiaWise Groupは、日系企業のインド・スタートアップ投資・連携、テクノロ
ジー分野での新たな挑戦を支援します。また、他のインド南部の都市（チェンナイ、ハイデ
ラバード等）での事業展開についてもより一層力を入れて参ります。

Tokyo :
AsiaWise法律事務所 / AsiaWise Legal Japan
India - Delhi / Gurgaon :
Bangalore :
Wadhwa Law Offices *
*Associate Firm in India
Singapore :
AsiaWise Cross-Border Consulting
Singapore
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www.asiawise.legal

AsiaWise Groupはアジアを中心に活動するCross-Border Professional Firmです。国境を超え、
業際を超え、クライアントへのValueを追求しております。

本稿の無断複製・転載・引用は固くお断りいたします。
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