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1. はじめに 
 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、森・濱田松本法律事務所では、各分野の近時のリーガルニュースを集めて、

Client Alert 2015 年 3 月号（第 15 号）を作成いたしました。実務における一助となれば

幸いに存じます。 

 

2. 知的財産法：意匠の国際登録制度が 2015 年 5 月から利用可能に 
 

我が国は 2015 年 2 月 13 日、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正

協定」への加入書を WIPO（世界知的所有権機関）事務局長に寄託しました。これに伴

い、同年 5 月 13 日以降、意匠の国際登録制度を利用することが可能となります。 

この国際登録制度は、①出願人が WIPO 国際事務局に対し、保護を受けたい国（指定

国。47 の国・地域から選択）を一つ又は複数指定して意匠（最大で 100）の登録出願

を行い、②審査を経て国際登録簿に記録されると、③その公表後 6 ヶ月以内に指定国の

官庁が拒絶の通報をしない限り、当該国において、当該国法に基づく意匠の保護を受け

ることができる、というものです。出願言語は、英語、フランス語、スペイン語から選

択できます。 

知的財産権の国際出願手続としては、特許の PCT 出願が著名です。しかし、これは
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出願手続のみを統一するものであって、登録するか否かが各国の実体審査に委ねられて

います。今般利用可能となる意匠の国際登録手続は、実体審査が統一され、出願時に指

定した各国においては、原則として一斉に保護が受けられるようになる点で、PCT 出願

とは大きく異なる仕組みといえます。 

 

※ 本レター2015 年 2 月号でお伝えしたとおり、改正特許法等が同年 4 月 1 日に施行

されます。特許庁はこれに伴い、同年 3 月 2 日、色彩や音といった新しいタイプの

商標に対応した審査基準の改定版を公表しました。 

http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/shohyo_141225_kekka/kaisei_kijun.pdf 

 

 

 

 
 
 

 

 

3. 競争法／独禁法①：流通・取引慣行ガイドラインの改正案の公表 
 

2015 年 2 月 5 日、公取委は、流通・取引慣行ガイドラインの改正案を公表しました。

同改正案は 2015 年 3 月 6 日を期限としてパブリックコメントに付されており、そこで

寄せられた意見が検討されたのち、改正が行われるものと見込まれます。 

今回の改正は、規制改革会議による 2014 年 6 月 13 日の第 2 次答申を受けて 2014

年 6 月 24 日に閣議決定された「規制改革実施計画」中で 2014 年度中の措置と定めら

れた事項に係る点であり、現行のガイドラインには違法性の判断基準が曖昧で事業者に

萎縮効果がある等の批判があったことを受けて、垂直行為規制（主に再販売価格拘束及

び非価格制限行為に係る点）に関するいくつかの考え方を明確化するものです。 

主な改正点としては、以下の点があります。①流通調査について、製造業者が単に自

社商品を取扱う流通業者の販売価格・販売先等を調査することは、流通業者の販売価格

に関する制限（判明した安価販売に経済上の不利益を課す等）を伴うものでない限り通

常は問題とはならないこと、②選択的流通について、製造業者が自社商品を取扱う流通

業者を一定の基準を満たす業者に限定し基準を満たさない流通業者への転売を禁止す

ることにつき、流通業者に関して設定される基準が品質保持その他のそれなりの合理的

な理由に基づいており、他の流通業者にも同等の基準が適用される場合には通常は問題

とはならないこと、③流通業者に対する販売地域制限等の競争への影響の判断にあたり、

通信販売事業者等による競争圧力も考慮することが明らかにされています。これらは、

現行のガイドラインよりも踏み込んで具体化がされたものといえ、注目されます。 

また、これらに比べるとやや抽象的な考え方の部分とはなりますが、④垂直的制限行

為の違法性の判断において競争阻害効果だけでなく競争促進効果も考慮され、その判断
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の中でブランド内競争とブランド間競争が考慮に含まれると明確化されたことや、⑤競

争促進効果の例（他の流通業者の販促活動による需要喚起にただ乗りする流通業者が現

れる「フリーライダー問題」や、ブランドイメージを高めるためのサービスの質の標準

化等）が示されたこと、⑥（通常は競争阻害効果が大きいという立場が維持されている）

再販売価格拘束について「正当な理由」がある場合には例外的に違法にはならないとさ

れ、その「正当な理由」の例として「フリーライダー問題」の解消に必要な場合が挙げ

られていることも参考になります。 

また、上記の「規制改革実施計画」中では、セーフハーバーの基準や要件についても

検討を行うこととされ、2014 年度に検討開始とされています。今後、このセーフハー

バーの検討の帰趨も併せて注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 
4. 競争法／独禁法②：中国当局、クアルコムの独禁法違反に対する処

分を公表 
 

2015 年 2 月 10 日、中国当局（国家発展改革委員会）は、米国半導体大手のクアルコ

ム（Qualcomm）に対し、同社の知的財産権取引が市場支配的地位の濫用に該当するも

のとして、60 億 8,800 万人民元（約 1,150 億円）の制裁金を科する決定を出しました。

この金額は、クアルコムの中国における売上高の約 8%に相当する金額とされています。

制裁金額の法定の上限は売上高の 10%であるところ、中国当局は、クアルコムの調査へ

の協力を考慮して算定率を軽減したとしています。クアルコムはこの決定を争わず、下

記の改善措置を取ることを中国当局との間で合意しました。 

中国当局が市場支配的地位の濫用と認定した行為は、次の 3 点です。①不公正に高い

ライセンス料を徴収していたこと、②無線通信に関する標準必須特許と他の必須でない

特許とを抱き合わせてライセンスしていたこと、及び③ベースバンドチップを販売する

に際して、不合理な取引条件（ライセンス契約に対する不争義務）を課していたこと。

①のライセンス料についてはさらに、（i）ライセンス料が当該技術を組み込んだ携帯電

話機の価格に基づき計算される不合理に高いものであったこと、（ii）ライセンシーに対

しライセンス対象の特許のリストの開示がなく、期間が満了した特許も含まれていたこ

と、（iii）ライセンシーの特許の無償での許諾（グラントバック）をライセンシーに対し

て求めていたことが指摘されています。 

クアルコムがとることとなる改善措置の主な内容は、以下のものです。①ライセンス

料との関係では、（i）携帯電話機の価格の 65%をベースにすること、（ii）交渉過程でラ
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イセンシーに対し対象特許のリストを開示し、期間が満了した特許は含まないこと、（iii）

ライセンシーに対し無償でのグラントバックを求めることはせず、クロスライセンスを

望む場合には誠実に公正な対価を交渉すること、②無線通信に関する標準必須特許と他

の特許との抱き合わせを行わないこと、及び③ベースバンドチップの買主に対し、不争

義務等の不合理な条件を含むライセンス契約の締結を求めないこと。 

本件は、特定の市場において世界的にも支配的な地位にある企業を対象としたもので

あり、その射程は必ずしも明らかではありません。しかし、制裁金の額が極めて多額に

上っていること、ライセンス料の多寡を一義的に評価することは困難であること、複数

の特許を許諾対象とすること自体はライセンス実務上珍しくないこと、クアルコムがと

ることとなる改善措置の内容がライセンサーにとって非常に厳しいものであると考え

られること等から、日本企業にとっても注視すべき決定であるといえます。 

 

 
 
 
 
 

5. エネルギー・インフラ： 
再エ特措法施行規則・関連告示の改正案に関するパブコメ募

集開始 
 
2015 年 2 月 24 日、経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則（「施行規則」）及び関連する告示の改正案の概要を公表し

ました（なお、これに関し、同年 3月 11日までパブリックコメントを募集しています。）。

これは、2015年度に適用される調達価格及び調達期間に加え、前々号でご紹介した2014

年 12 月 18 日公表の固定価格買取制度の運用見直し（「本見直し」）のうち、前号でご紹

介した施行規則等の改正（2015 年 1 月又は 2 月施行分）に含まれていなかった部分に

関するもので、主な内容は以下の通りです。 
 
2015 年度に適用

される調達価格

及び調達期間に

ついて 

• 出力 10kW 未満の太陽光発電設備については、消費税込

で 33 円/kWh（但し、出力制御対応機器を設置することと

なる場合は 35 円/kWh）とする 

• 出力 10kW 以上の太陽光発電設備については、①2015 年

4 月 1 日から 6 月 30 日までの間は 29 円/kWh（及び消費

税）、②7 月 1 日以降は 27 円/kWh（及び消費税）とする 

• 出力 2,000kW 未満の未利用木材を用いた木質バイオマス

発電設備に関する区分を新設し、調達価格を 40 円/kWh

（及び消費税）、調達期間を 20 年とする 

• 上記以外の区分についての調達価格については、2014 年
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度の調達価格及び調達期間を据え置く 

太陽光発電設備

の調達価格の適

用について 

• 調達価格の決定時期の変更 

2015 年 4 月 1 日以降に認定を受けて接続申込みを行った

場合、調達価格の決定時期を原則として「接続契約締結

時」とする 

• 運転開始後の出力増加の取扱い 

運転開始後に発電出力の増加を行う場合、2015 年 4 月 1

日以降は、原則として、増加部分を別設備として新たに

認定し、当該増加部分について、その時点の調達価格を

適用する 
 
上記のうち、「調達価格の決定時期の変更」及び「運転開始後の出力増加の取扱い」

については、本見直しに含まれていた内容と同様の内容ではありますが、資金調達への

影響も大きな点であり、パブリックコメントの結果を含め、今後の動向が注目されます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. 労働法：最高裁、セクハラによる降格処分を有効とする判決 

 

2015 年 2 月 26 日、最高裁は、セクハラ行為をおこなったことを理由としてなされた

懲戒処分（言動をおこなった従業員 2 名について、それぞれ出勤停止 30 日及び 10 日）

について、有効とする判決を出しました。 

同事件は、高裁において、①被害者となっていた従業員から明確な拒否の姿勢が示さ

れていなかったことや、②懲戒に先んじてセクハラに対する懲戒に関する使用者の具体

的な方針を認識する機会がなく、使用者から事前に警告や注意等を受けていなかった、

といった事情から、懲戒処分が重すぎ、無効であると判断していました。 

最高裁は、①セクハラについて被害者が明確な拒否をおこなわないことは少なくない、

②使用者がセクハラについて禁止文書を周知させたり、全従業員に研修を義務付ける等

していたこと、行為者が管理職であったこと等に照らし、本件の懲戒解雇が重すぎるこ

とはなく、有効であるとしました。 

セクハラについて社内で周知徹底を図り、研修を行うことの重要性が改めて確認され

たものであり、実務上参考となります。 
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7. 会社法：東証がコーポレートガバナンス・コードに関するパブコメ

募集を開始 
 

2015 年 2 月 24 日、株式会社東京証券取引所は、2015 年 6 月 1 日施行予定のコーポ

レートガバナンス・コード（「コード」）の策定に伴う上場制度の整備について、パブリ

ック・コメントの募集を開始しました。 

主な制度の内容は、以下のとおりです。 

① コードは、企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定され、上場会社は、コ

ードを実施しない場合には、その理由を説明する必要がある。但し、マザーズ又

は JASDAQ 上場会社については、コードのうち、「基本原則」部分を実施しない

場合にのみ、その理由を説明すれば足りる。 

② 「コードを実施するために行う開示」（政策保有に関する方針等）や「コードを

実施しない場合の理由の説明」は、コーポレート・ガバナンス報告書に欄を新設

して記載するものとする。但し、前者については、他の開示・公表書類における

記載場所を明示することで、記載に代えることができる。 

③ 上場会社は、定時株主総会後、遅滞なくコーポレート・ガバナンス報告書を提出

する。但し、初年度については経過措置が設けられており、2015 年 6 月以後最

初に開催する定時株主総会については、準備ができ次第速やかに（遅くともその

6 ヶ月後までに）提出すれば足りる。 

3 月決算会社においては、2015 年 6 月の定時株主総会から 6 ヶ月以内に、コードに

対応したコーポレート・ガバナンス報告書を提出することが必要となりますので、ご注

意ください。 
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8. 一般民事：民法（債権関係）の改正に関する要綱の決定・答申 
 

2015 年 2 月 24 日、民法（債権関係）の改正に関する要綱が、法制審議会民法（債権

関係）部会の要綱案の決定を経て、同審議会で採択され、法務大臣に答申されました。

法務省は、同年 3 月末に関連法案を国会に提出し、3 年後の施行を目指しているとされ

ます。なお、法制審議会会長である高橋宏志中央法科大学院教授、民法（債権関係）部

会部会長の鎌田薫早稲田大学総長、同部会委員の内田貴法務省経済関係民刑基本法整備

推進本部参与は、いずれも弊事務所の客員弁護士です。 

約 200 に及ぶ改正項目の中でも、「約款」に関する規定の新設、敷金の返還の明文化、

債権の消滅時効期間の統一、法定利率の改定、個人保証の制限等が注目を集めています。 

とりわけ、「約款」については、2014 年 8 月に決定された要綱仮案の時点では、引き

続き検討することとされていましたが、今般決定された要綱では「定型約款」について

の規律を設けることで決着しました。「定型約款」とは、「定型取引」（ある特定の者が

不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的で

あることがその双方にとって合理的なもの）において、契約の内容とすることを目的と

して、その特定の者により準備された条項の総体をいうものと定義されました。 

「約款」に関する規定については、事業者間取引に混乱や停滞を招くおそれがあると

して、経済界の一部からこれを定めることに強く反対がありましたが、規制の対象を「定

型取引」に限定したことで、事業者間取引において利用される約款や契約書の雛形は、

基本的には「定型約款」の定義に該当しないこととなり、経済界からも今般の要綱の内

容については一定の評価がされています。 

債権法改正については、改正法の条文内容は未定とはいえ、改正要綱が決定され、具

体的な改正内容が確定したといえるので、同改正が自社の事業に与える影響を検討し、

契約書や約款・規約等の見直しの要否や見直す場合の変更内容について検討を進めるこ

とが必要です。 

 

 
 
 

 

 

 

9. M&A：買収時におけるストックオプションの処理 
 

国税庁は、近時、対象会社の従業員に付与された、譲渡制限付の税制非適格ストック

オプションを買収会社が買い取る場合の課税関係について、譲渡制限が解除された日に

おいて、対象会社の従業員に給与所得が生じる（すなわち、対象会社が源泉徴収する必

要がある。）との見解を示しました。 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/49.htm 
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従前は、譲渡制限の解除時点では所得は生じず、従業員がストックオプションを譲渡

した際に譲渡所得が生じるのみで、給与所得は生じない（対象会社は源泉徴収する必要

がない。）という解釈が一般的であったため、上記国税庁の見解は、かかる解釈を変更

するものといえます。 

上記国税庁の見解によれば、対象会社は、譲渡制限の解除時点で源泉徴収する必要が

ありますが、対象会社が従業員に対して現金等を交付するわけではないため、対象会社

としては、本来、従業員に対して源泉所得税相当額の支払いを請求すべきということに

なります。しかし、そのような請求は実務上必ずしも現実的ではないようにも思われる

ため、あらかじめ、従業員、対象会社及び買収会社の三者間で、買収会社が従業員に対

してストックオプションの譲渡対価を支払う際に、源泉所得税相当額を控除し、対象会

社に対して当該控除した金銭を交付する、ということを合意しておくといった対応も考

えられるところです。 

上記国税庁の見解は、M&A におけるストックオプションの処理に非常に大きな影響

を与えるものといえますが、税制適格ストックオプションの譲渡制限が解除された場合

等の課税上の取扱いについては、いまだ見解が示されていないという点に留意を要しま

す。また、今後は、株式の公開買付け（TOB）を行う場合にストックオプションをどの

ように処理すべきかといった実務上の問題についても、上記国税庁の見解を踏まえ、慎

重な検討を要するように思われます。 
 
 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー： 
平成 26 年金融商品取引法等改正等に係る政令・内閣

府令案等の公表 
 

金融庁は、2015 年 2 月 13 日、平成 26 年金融商品取引法等改正（1 年以内施行）等

に係る政令・内閣府令案等（「本改正案」）をとりまとめ、公表しました。 

本改正案の主要な項目としては、①大量保有報告制度における短期大量譲渡の基準の

策定と、②新規上場後 3 年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされたこと

に伴う、「3 年間」の起算日の決定があげられます。 

①については、「短期大量譲渡」（変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合が、

当該譲渡の日前 60 日間における最高の株券等保有割合の 2 分の 1 未満となり、かつ、

当該最高の株券等保有割合から 5%を超えて減少する譲渡。該当する場合は、譲渡の相

手方や対価に関する事項を、変更報告書に記載する必要があります。）に該当するかど

うかの判断基準が、あくまでも株券等保有割合の変動のみに着目したものであるため、
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現実には譲渡を行っていないにもかかわらず提出義務が生じてしまうケース（例えば、

大規模な第三者割当増資により、自己の保有株式数に変動が無いにもかかわらず、結果

的に自己の保有割合が減少するような場合）が発生しているとの指摘を受け、株券等保

有割合の減少が「譲渡により生じた場合」に限定する旨の改正案が示されています。 

また、②については、原則として、上場有価証券の発行者に初めて該当することとな

った日（上場日）から 3 年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととする旨の改

正案が示されています。 

①については、実務からの意見も受けた、合理的な内容といえます。また、②により、

新規に上場する会社の手続き上の負担が軽減されることとなり、新規上場の促進の一助

になることが期待されます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

11. 税務：出国時課税制度の適用対象が判明 
 

平成 27 年度税制改正において、富裕層向けの課税強化を目的として出国時課税制度

が導入される見込みです。出国時課税制度は、シンガポールや香港等の株式等のキャピ

タルゲインが非課税とされる国に移住することによる租税回避を防ぐために、出国時に

株式等の金融資産の含み損益に課税する制度です。 

出国時課税制度は、株式、国債、社債等の所得税法上の有価証券、匿名組合契約の出

資持分、及びデリバティブ取引の出国時の合計額が 1 億円以上であり、かつ、出国直近

の 10 年以内に 5 年超日本国内に居住している場合に適用される見込みです。国籍の有

無や出国の目的等に関する要件は存在していないため、日本に居住する外国人や、留

学・長期海外出張等のために出国する場合でも適用対象とされることになります。但し、

帰国を予定しているような場合にまで課税することを避けるため、①出国時に担保提供

及び納税管理人の届出をすることで納税を猶予し、さらに、②出国中に対象資産を売却

せず、かつ 5 年以内（さらに 5 年間延長されることがありえます。）に帰国した等の要

件を充足すれば、更正の請求を行うことにより、猶予された所得税額を取り消して課税

が生じないようにする制度が設けられる予定です。 

オーナー社長が国外に移住したり、従業員が長期間海外に出張する予定がある等の場

合には、出国時課税制度に十分留意する必要があります。 
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12. 中国・アジア（ベトナム）：労働法施行細則（Decree05） 
 

ベトナムでは、2013 年 5 月 1 日より新しい労働法（「労働法」）が施行されています。

また、それに伴い、いくつかの下位規範も公布されましたが、依然として解釈に疑義が

ある点も残っています。この点、新たに施行細則（「Decree05」）が公布され、いくつ

かの論点について明確になりました。以下では、雇用者による労働者の解雇（労働契約

の一方的解除を含みます。）に関連する規定に焦点を当てて説明します。 

なお、Decree05 は 2015 年 3 月 1 日より施行されています。 

① 労働者が頻繁に労働契約に定めた業務を遂行しない場合 

労働法によれば、「労働者が頻繁に労働契約に定めた業務を遂行しない場合」、

雇用者は一方的に労働契約を解除することができると規定されています（38 条 1

項（a））。この点、Decree05 では、業務の達成度の評価基準を内規で明確に定め、

かつ、労働組合代表者と協議の上公開する必要があることが明記されました（12

条 1 項）。 

② 不可抗力による場合 

労働法によれば、「天災、火災又は政府が規定するその他の不可抗力」を理由と

して、雇用者は、労働契約の一方的解除により人員の削減を行うことができると

規定されています（38 条 1 項（c））。この点、Decree05 では、「政府が規定する

その他の不可抗力」とは、敵国からの攻撃若しくは疫病又は政府の要請に基づく

生産拠点の移転若しくは縮小を指すことが明確にされました（12 条 2 項）。 

③ 経済的理由による場合 

労働法によれば、雇用者は、「経済的理由」に基づいて、整理解雇を行うことが

できると規定されています（44 条 2 項）。この点、Decree05 では、「経済的理由」

とは、経済危機若しくは不景気又は経済再編若しくは国際的取り組みに関する政

府による政策の実行を指すことが明確にされました（13 条 2 項（b））。したがっ

て、個別の各企業の経営不振は「経済的理由」には含まれないことになります。 

④ 無断欠勤による場合 

労働法によれば、「労働者が、正当な理由なく月に合計 5 日又は 1 年に合計 20

日、無断欠勤した場合」、雇用者は、当該労働者を解雇することができると規定

されています（126 条 3 項）。この点、Decree05 では、無断欠勤を最初に行った
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日を起算日として 30 日以内に合計 5 日又は 365 日以内に合計 20 日、無断欠勤

した場合に解雇処分を適用できることが明確になりました（31 条 1 項）。また、

労働法では「家族の病気」を欠勤の正当な理由として挙げていましたが（126 条

3 項）、Decree05 では、「家族」の範囲について「両親、養父母、配偶者の両親、

実子又は養子」を指すことが明確にされました（31 条 2 項（b））。 

以上のとおり、Decree05 により、雇用者が労働者を解雇等できる場合について若干

明確にされましたが、これらの規定が実務上どのように運用されるかについては今後注

視する必要があり、また、実際に労働者を解雇等することは実務上容易ではないため、

当局とも相談しながら労働者や労働組合と個別に話し合う等慎重な対応が求められる

点に留意が必要です。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

13. 新興国：新興国進出と外国公務員贈賄規制～2015 年 2 月東京地裁判

決を踏まえて～ 
 

2015 年 2 月 4 日、東京地裁において、日本企業及びその役員に対して、外国公務員

贈賄罪による有罪判決（「本判決」）が言い渡されました。近年における外国公務員贈賄

規制の厳格化の流れの中で、外国公務員贈賄規制への対応がさらに重要となっているこ

とを示すものといえます。 

外国公務員贈賄規制に関しては、1992 年に発効した OECD 条約（国際商取引におけ

る外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約）の枠組みを前提としたグローバルな取

り組みが行われています。同条約の締結国である日本に対しては、従来より、外国公務

員規制の執行状況が低迷であるとの指摘がなされており、日本の当局としても執行強化

に向けた取組みが求められている状況にありました。 

本判決はこのような流れの中で出されたものですが、本判決では、鉄道関連のコンサ

ルタントである日本企業が、ベトナム・インドネシア及びウズベキスタンの各国におい

て、鉄道関連事業のコンサルタント契約の締結・履行等について有利かつ便宜な取り計

らいを受けるため、合計で 1 億 4,000 万円を超える賄賂を供与したとして、当該企業に

罰金 9,000 万円（求刑罰金 1 億 5,000 万円）、同企業代表取締役に懲役 2 年執行猶予 3

年（求刑懲役 2 年）、関連役員 2 名に、懲役 3 年執行猶予 4 年（求刑懲役 3 年）と懲役

2 年 6 月執行猶予 3 年（求刑懲役 2 年 6 月）を、それぞれ言い渡しました。執行猶予が
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付きましたが、これまでに公判請求がなされたベトナムにおける贈賄事件（2009 年）

よりも懲役刑・罰金刑ともに重い内容となっています。 

また、本件は日本の ODA 事業（円借款）に関連して発生した事案であり、当該日本

企業に対しては、上記刑事責任とは別に、外務省から 36 ヶ月間の無償資金協力（外務

省実施分）への参加を排除する措置や、JICA から 36 ヶ月間の資金協力事業（有償・無

償）及び技術協力において調達契約の当事者になることを認めない等の措置が課されて

います。 

新興国においてビジネスを展開する上では賄賂の問題への対応が必要不可欠です。上

記の通り、OECD からの指摘等も踏まえ外国公務員贈賄規制の更なる執行強化が予想さ

れている中、新興国ビジネスを拡大している日本企業に対しては、反贈賄コンプライア

ンス態勢の整備・運用、社内研修の実施等を含め、速やかな対応が迫られているといえ

ます。 
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 セミナー  『【海外発電案件との比較の視点から】海外鉱物資源案件向けプロジ

   ェクトファイナンス 最新契約実務の詳説』 

開催日時  2015 年 3 月 6 日（金）13:10～16:10 

講師    齊藤 憲司 

主催    株式会社日本ナレッジセンター 

 

 セミナー  『会社法改正と親子会社間の規律に関わる諸問題～子会社管理体制の

   見直し･多重代表訴訟の創設など改正論点と近時の議論を踏まえて～』 

開催日時  2015 年 3 月 9 日（月）14:00～17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『平成 27 年定時株主総会における想定質問作成及び回答のポイント』 

開催日時  2015 年 3 月 12 日（木）14:00～17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社プロネクサス 

弁弁護護士士  宇宇都都宮宮  秀秀樹樹  
  0033--55222233--77778844  

 hhiiddeekkii..uuttssuunnoommiiyyaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  梅梅津津  英英明明  
  0033--66221122--88334477  

 hhiiddeeaakkii..uummeettssuu@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  谷谷津津  拓拓哉哉  
  0033--66226666--88999911  

 ttaakkuuyyaa..yyaattssuu@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
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 セミナー  『シンガポール地域統括会社を構築・活用する際の法務・税務戦略』 

開催日時  2015 年 3 月 12 日（木）13:30～16:30 

講師    関口 健一 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ  

 

 セミナー  『SEP 研究会ワークショップ｢企業戦略と標準必須特許（SEP）｣』 

開催日時  2015 年 3 月 12 日（木）13:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    株式会社三菱総合研究所 

 

 セミナー  『平成 26 年会社法改正に伴う実務対応』 

開催日時  2015 年 3 月 16 日（月）14:00～17:00  

講師    石井 裕介、内田 修平 

主催    経営法友会 

 

 セミナー  『JPI 特別セミナー 内部者による漏洩の防止の実務』 

開催日時  2015 年 3 月 17 日（火）9:30～12:00 

講師    齋藤 浩貴 

主催    日本計画研究所 

 

 セミナー  『徹底分析・平成 26 年著作権法改正 文化庁審議会動向とコンテン

   ツ・IT ビジネスに与える影響』 

開催日時  2015 年 3 月 18 日（水）14:00～16:30 

講師    池村 聡 

主催    新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『事業報告・株主総会参考書類等作成のポイント』 

開催日時  2015 年 3 月 19 日（木）13:30～16:30（大阪） 

   2015 年 3 月 23 日（月）13:30～16:30（東京） 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 

 

文献情報      http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 論文   「再考・委任状勧誘規制（上）（下）－米国の Proxy Regulation を参

   考にして－」 

掲載誌   上：旬刊商事法務 No. 2057 

    下：旬刊商事法務 No. 2059 

著者 松下 憲 
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 論文   「＜平成 26 年会社法改正を踏まえた実務の検討（2）＞グループ・ガ

   バナンスに関する規律等の見直し」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2057 

著者 太子堂 厚子、河島 勇太 

 

 論文   「表示に関わる問題から企業を守るために留意すべきこと」 

掲載誌   ジュリスト 1477 号 

著者 松田 知丈 

 

 論文   「＜特集 コーポレートガバナンスの改正会社法対応＞キャッシュ・

   アウト関連の開示｣ 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.3 

著者   内田 修平 

 

 論文   「Q&A 相談室 会社法務 コーポレートガバナンス・コード対応のポイ

   ント」 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.3 

著者   石井 裕介 

 

 論文   「平成 26 年定時株主総会の動向と平成 27 年定時株主総会の留意点」 

掲載誌   月刊監査役 No. 637 

著者   三浦 亮太 

 

 講演録   「アベノミクスにおける成長戦略（雇用規制改革）」 

掲載誌   月刊監査役 No. 637 

著者   荒井 太一 

 

 論文   「内部統制入門講座（上）会社法の内部統制システムとは」 

掲載誌   月刊監査役 No. 637 

著者   太子堂 厚子 

 

 論文    ｢特集 3 判例解説 妊娠を理由とする降格は原則違法－最高裁によ

   る初判断 妊娠に伴う降格には、自由意志に基づいた承諾または業務

   上の必要性が存在しなければならない（広島中央保険生活協同組合［A

   病院］事件（最高裁一小 H26.10.23 判決））｣ 

掲載誌   労政時報 No.3882 

著者   荒井 太一 
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 コラム    ｢デジタル時代の情報を考える デジタル・アナログ情報の利活用と

   著作権｣ 

掲載誌   日経 MM 情報活用塾メールマガジン 2 月号 

著者   増田 雅史 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 バンコクオフィス開設のお知らせ 

当事務所は、バンコクオフィスの開設を決定いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

当事務所は、2012 年にシンガポールオフィス、2014 年にはヤンゴンオフィスを開

設し、アジアの新興国特有の諸問題にかかわるノウハウと豊富なクロスボーダー案

件の経験を活かして、クライアントの皆様にリーガル・サポートを提供してまいり

ました。また、タイにおいては、提携関係を有している Chandler & Thong-ek 法律

事務所に、当事務所の弁護士が常駐する MHM バンコクデスクを設け、同国におけ

る皆様のご活動のサポートを実施してまいりました。 

近時、アジア新興国の中でも特に成長著しいタイにおいては、複雑な案件が急増す

るとともに、現地におけるサポートの必要性が一段と高まってきております。当事

務所は、時代の変化や多様化するリーガルニーズに応えつつ最良のクライアント・

サービスを提供することを常に使命としており、タイ現地におけるサービスの提供

体制をより一層強化すべく、今般、MHM バンコクデスクを改変し、新たにオフィ

スを設けることを決定いたしました。 

バンコクオフィスの開設については、2015 年春のスタートを目指しております。

具体的な開設日、開設場所等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。 

 

 Chambers Asia 2015 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia 2015 で、当事務所は 13 の分野で上位グループにランキングされ、

29 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選ばれました。詳細は以下の通

りです。 

【ランキング入りした分野一覧】 

- Banking & Finance（Band 1） 

- Capital Market（Band 1） 

- Capital Markets: Securitisation & Derivative（Band 1） 

- Competition/Antitrust（Band 1） 

- Corporate/M&A（Band 1） 

- Dispute Resolution（Band 2） 

- Employment（Band 2） 

- Insurance（Band 2） 

- Intellectual Property（Band 2） 
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- Investment Funds（Band 1） 

- Real Estate（Band 1） 

- Restructuring/Insolvency（Band 2） 

- Tax（Band 2） 

 

【選出された弁護士一覧】 

- Banking & Finance ： 

石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、小澤 絵里子、小林 卓泰、青山 大樹 

- Banking & Finance: Financial Services Regulation：石黒 徹 

- Capital Markets ：石黒 徹、中村 聡、鈴木 克昌 

- Capital Markets: Securitisation & Derivatives： 

佐藤 正謙、小澤 絵里子、小林 卓泰 

- Capital Markets: J-REITs：藤津 康彦 

- Competition/Antitrust ：内田 晴康、伊藤 憲二、池田 毅 

- Corporate/M&A：河井 聡、菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 

学、大石 篤史、松村 祐土、紀平 貴之 

- Dispute Resolution：飛松 純一 

- Employment：高谷 知佐子 

- Insurance：増島 雅和 

- Intellectual Property：松田 政行、三好 豊 

- Investment Funds：竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

- Real Estate：小澤 絵里子 

- Restructuring/Insolvency：藤原 総一郎 

- Tax：大石 篤史 

 

 Chambers Asia-Pacific Awards 2015 において当事務所は Japan （National firms）

分野の Shortlisted law firms に選ばれました。 

 

 The 2015 Asia IP Copyright Survey にて高い評価を得ました 

Apex Asia Media Limited が発行する The 2015 Asia IP Copyright Survey において、

当事務所は Tier 2 の評価を得ました。 

 

 

（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@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


