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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 7 月号（第 19 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①：知的財産戦略本部が「知的財産推進計画 2015」を策 
定・公表 

 

知的財産戦略本部は 2015 年 6 月 19 日、日本の知的財産戦略の将来的な指針となる

「知的財産推進計画 2015」を策定・公表しました。 

同計画は、①地方における知財活用の推進、②知財紛争処理システムの活性化、③コ

ンテンツ及び周辺産業との一体的な海外展開の推進を重点 3 本柱と位置付け、取り組む

べき施策につき定めていますが、このうち、②に関して、権利者の立証負担を軽減する

ための証拠収集手続の改善やビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現といった施

策が盛り込まれている点が特に注目されます。 

また、同計画は、重要 8 施策として、（ｱ）世界最速・最高品質の審査体制の実現、（ｲ）
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新たな職務発明制度の導入と営業秘密保護の強化、（ｳ）国際標準化・認証への取組、（ｴ）

産学官連携機能の強化、（ｵ）デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤

整備、（ｶ）アーカイブの利活用促進に向けた整備の加速化、（ｷ）国際的な知的財産の保

護及び協力の推進、（ｸ）知財人財の戦略的な育成・活用を掲げています。このうち、（ｲ）

では、新たな職務発明制度に関する使用者等と従業者等の調整手続のガイドラインや営

業秘密保護マニュアルの策定、（ｵ）では、柔軟性の高い権利制限規定や円滑なライセン

シング体制等の検討が具体的な施策内容としてそれぞれ記載されており、注目されます。 

こうした施策は、担当府省において随時検討が行われますので、今後も、各府省の審

議会等の動向を注視することが重要です。 

 

＜参考資料＞ 

知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2015」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf 

 

 
 
 

 

 

3. 知的財産法②：プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最 
高裁の判決について 

 

最高裁は、2015 年 6 月 5 日の判決で、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物

の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されているもの。以下「PBP クレーム」）

の技術的範囲に関する初の判断を示しました。 

原審である知財高裁 2012 年 1 月 27 日大合議判決は、PBP クレームを①物の特定を

直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事

情が存在する場合（真正 PBP クレーム）と、②そのような事情が存在しない場合（不

真正 PBP クレーム）に分類し、前者に関しては、請求項に記載された製造方法に限定

されることなく、物として同一であれば技術的範囲に属すると解釈されるのに対し、後

者に関しては、請求項に記載された製造方法により製造される物に技術的範囲は限定さ

れると解釈されると判断しましたが、今回の最高裁判決は、「物の発明についての特許

に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許

発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物

として確定されるものと解するのが相当である」とし、いわゆる物同一説を採用しまし

た。 

その上で、最高裁は、PBP クレームは、権利者がどの範囲において独占権を有するの

か予測可能性を奪うものであり、「出願時において当該物をその構造又は特性により直

接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在すると
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き」（「不可能・非実際的事情」）に限り、特許法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であ

ること」という要件に適合すると判断し、技術的範囲の確定及び明確性要件の適合性に

ついて審理を尽くさせるため、知財高裁に差し戻しました。 

この最高裁判決により、特許庁の審査実務において比較的緩やかに認められてきた

PBP クレームが、今後は明確性要件に違反することを理由とした無効審判請求や特許無

効の抗弁のリスクにさらされることになるものと考えられます。 

なお、特許庁は、最高裁判決を受け、PBP クレームの審査・審判の取扱いの検討を行

っていましたが、7 月 6 日に、検討結果が公表されました。それによると、物の発明に

係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、「不可能・非実際的事情」が

あると判断できるときを除き、拒絶理由を通知するとされています。そして、出願人は、

当該拒絶理由を解消するために、反論以外に、（ｱ）該当する請求項の削除、（ｲ）該当す

る請求項に係る発明を、物を生産する発明とする補正、（ｳ）該当する請求項に係る発明

を、製造方法を含まない物の発明とする補正、（ｴ）「不可能・非実際的事情」について

の意見書等による主張・立証、の対応をとることができるとされています。 

 

＜参考資料＞ 

最高裁平成 27 年 6 月 5 日判決（平成 24 年（受）第 1204 号） 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf  

特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについ

て」 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf  

 

 

 

 

 

 

4. 競争法／独禁法：公取委、独禁法の審査手続に関する指針案を公表 
 

2015 年 6 月 30 日、公正取引委員会は、独禁法違反被疑事件について調査を行う際の

指針の案（「独占禁止法審査手続に関する指針」（案））を発表し、同年 7 月 29 日を期限

としてパブリックコメントの募集を開始しました。本指針案は、調査手続の適法性・透

明性の確保のために、調査の標準的な手順や留意事項について明確化し、公取委の関係

職員に周知徹底するとともに、広く一般にも共有することとされています。 

本指針案の内容は、これまで公取委が行ってきた審査手続について、それぞれの法的

性格を明らかにし、具体的な実務を明確化するものです。例えば、立入検査時に弁護士

の立会いが認められること（但し、立会いは事業者の権利ではなく、弁護士の到着まで

立入検査の開始を待つ必要はないとされています）、立入検査当日における提出物件の
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コピーについて、日々の事業活動に用いる必要があると認められるものについて立入検

査の円滑な実施に支障がない範囲で認められること、供述聴取について原則 1 日 8 時間

を限度とすること、休憩時間にメモをとったり弁護士等外部の者と連絡を取ることがで

き、休憩時間の長さもこれに配慮したものとすること、任意の供述聴取において本指針

に反する審査官の言動等があった場合に書面により公取委に苦情を申し立てることが

できること、等が明記されています。 

本指針案は、従来認められてこなかった、事業者等の権利を供述聴取時の弁護士を含

む第三者の立会いや録音・録画、供述調書の写しの交付等を認めるものではなく、あく

までこれまでの実務の明確化にとどまるといわざるをえませんが、公取委による調査を

受けた場合における事業者の対応の指針として、一定の意味があります。パブリックコ

メントに対する公取委の反応を含め、注目すべきであるといえます。 

 

 

 

 

 

 

5. エネルギー・インフラ：電力システム改革 第 13 回制度設計 WG 
における議論状況 

 

2016 年 4 月の小売全面自由化を前に、2015 年 6 月 25 日、経済産業省において、電

力システム改革に関する制度設計ワーキンググループが開催され、小売全面自由化に係

る詳細制度設計についての議論が行われました。①小売電気事業の参入予定者による改

正法施行前における営業活動や契約締結等についての、需要家の保護のための、一定の

供給条件等の説明・書面交付等を小売電気事業の事前登録の要件とする等の措置や、②

いわゆる「ホワイトラベル」として想定されるビジネスモデルの適法性についての考え

方、③小売に際しての（電気の調達先の）電源構成の開示に関するルールのあり方（FIT

で調達した電気の取扱い、電源構成開示義務の是非・内容、特定の電源構成を「供給す

る電気の特性」とする電気を販売する際の説明のあり方等）、④各種ガイドラインの策

定・改正の方向性等が議論されました。 

また、同 WG においては、発電設備の設置等に伴うネットワーク側の送配電設備の増

強と事業者による費用負担のあり方についても取り上げられ、受益者負担の原則の下、

例えば、基幹系統であっても、特定の電源からの送電を目的として設置・増強される場

合であって、特定の電源からの送電のみを目的として運用される部分は、例外的に特定

の発電事業者の負担とすべきであること等、具体的な費用負担ルールの内容が議論され

ました。 

小売電気事業者、発電事業者のそれぞれにとって、ビジネス上の影響が大きな議論が

いよいよ具体的に展開されておりますので、事業者は引き続き最新の情報をフォローす
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ることが重要です。 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

6. 労働法：違法な長時間労働に対する取締りが強化される 
 

厚生労働省はいわゆるブラック企業問題を受け、違法な長時間労働に対する取締りを

強化しており、本年 5 月 18 日には「違法な長時間労働を繰り返している企業に対する

指導・公表について」を発表して、都道府県労働局長による指導・公表の対象とする基

準を明らかにしました。 

東京労働局においても本年 4 月から「過重労働撲滅特別対策班」を設置し、所轄管内

の企業に対する指導を強化していたところですが、7 月 2 日、靴の小売量販店における

違法な長時間労働について、労働基準法違反容疑で法人及び役員 3 人を書類送検しまし

た。 

同社においては、過去にも複数の店舗で東京労働局から指導を受けていたにもかかわ

らず改善が行われていなかったことや、内部告発が頻発していたこと、一定の事業規模

を有していること等が、書類送検という厳しい判断となった背景と思われます。 

違法な長時間労働の典型例は、36 協定の上限を超える時間外労働をさせていたとい

うケースです。繁忙期においては 36 協定の上限を超える労働が必要となることもあり

ますが、その場合には適切な特別条項の締結と運用が必要となり、特に運用においては

現場との連携が必須となります。労働時間に関する規制やルールについて、企業内にお

いて周知徹底していくことが今後一層求められていくものと思われます。 

 

 

 

 

7. 会社法：「日本再興戦略」改訂 2015 が閣議決定 
 

2015 年 6 月 30 日、「日本再興戦略」改訂 2015 が閣議決定されました。 

同戦略においては、鍵となる施策の一つとして、経営者による前向きな判断を後押し

するため、「攻め」のコーポレート・ガバナンスの更なる強化を行う旨が挙げられてい

ます。 

また、新たに講ずべき具体的施策として、①取締役会決議事項や社外取締役が行った
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場合に社外性を失う「業務執行」の範囲等に関する解釈指針を作成・公表すること、②

会社法、金融商品取引法、証券取引所規則に基づく開示について、重複排除や実質的監

査の一元化等を含む統合的な開示の在り方を検討すること、③株主総会について、企業

が、株主総会に近い時点の株主の声を反映するような適切な基準日を設定するよう、関

係団体等に検討を促すこと、④招集通知添付書類の提供を原則として電子的に行う上で

の課題等を検討すること、⑤議決権行使プロセス全体の電子化を促進するための課題等

について、関係団体等に検討を促すこと、⑥名義株主以外の機関投資家等が株主総会に

参加することに関して、関係団体等に指針の策定を促すこと等、実務に影響を与える可

能性のある事項が多数挙げられており、今後の動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

8. 一般民事：債務者の異議をとどめない債権譲渡の承諾に関する最高 
裁の新判断 

 

民法 468 条 1 項は、債務者が指名債権の譲渡に対して異議をとどめない承諾をした場

合に、債務者が債権の譲受人に対して抗弁を対抗できなくなる旨（抗弁切断効）を定め

ています。 

これまでの判例上、債権の譲受人が抗弁切断効を享受するためには抗弁について善意

である必要があるとされていましたが、無過失を必要とするか否かについては最高裁判

例は存在しませんでした。 

2015 年 6 月 1 日、最高裁は、この問題について「債務者が異議をとどめないで指名

債権譲渡の承諾をした場合について、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受

人が知らなかったとしても、このことについて譲受人に過失があるときには、債務者は、

当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当である」との新しい

判断を示しました。 

善意無過失を必要とする最高裁の判断により、債権の譲受人としては、債務者から異

議をとどめない承諾を受ける場合であっても、抗弁事由の有無を慎重に調査する必要が

高まったといえます。民法 468 条 1 項は、来る民法改正において削除が予定されていま

すが、改正までの間、債権譲渡の実務に影響を与える大切な判例です。 
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9. M&A：キャッシュ・アウト手法の変化 
 

2015 年 5 月 1 日に改正会社法が施行され、現金を対価として少数株主を締め出すキ

ャッシュ・アウト手法として株式等売渡請求の制度が創設されるとともに、株式併合及

び全部取得条項付種類株式をキャッシュ・アウト手法として用いることを念頭に置いた

制度改正（事前備置書類及び事後備置書類の作成義務等）がなされました。 

2015 年 5 月又は 6 月に公開買付届出書が提出された、完全子会社化を企図した公開

買付けでは、5 事例のうち 3 事例において、公開買付け後のキャッシュ・アウト手法と

して、公開買付けにより総議決権の 90%以上を取得した場合には株式等売渡請求を用い、

総議決権の 90%未満の取得にとどまった場合には株式併合を用いることとしています。 

株式等売渡請求は、キャッシュ・アウトの完了までの期間が短く、新株予約権も売渡

しの対象とすることができること等から、キャッシュ・アウト手法としてまず第一の選

択肢に入ると考えられます。株式等売渡請求が利用できない場合における全部取得条項

付種類株式を用いた手法と株式併合の手法とを比較してみると、全部取得条項付種類株

式を用いた手法では、株式併合の手法と異なり、①価格決定申立て又は株式買取請求権

の行使を行う株主数によっては少数株主に交付する 1株未満の端数の合計数が 1株未満

となってしまう可能性があり、端数処理手続が法的に不安定となりかねない点（会社法

234 条 1 項参照）や、②税務上、株式買取請求権を行使した株主にはみなし配当課税が

なされる可能性があることから（法人税法 24 条 1 項 4 号、所得税法 25 条 1 項 4 号）、

みなし配当の受取配当益金不算入制度（法人税法 23 条）を活用すべく、先行する公開

買付けに対する法人株主の応募率が下がるのではないかとの懸念が生じうる点を指摘

することができます。 

キャッシュ・アウトの手法の選択には、上記の他にも様々な要素を考慮した上で決定

することとなりますが、今後は近時の事例でも見られるように株式等売渡請求又は株式

併合の手法を利用した事例が増えてくることが想定されます。 
 
 

 

 

 
 

10. ファイナンス・ディスクロージャー： 
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令及び金融商

品取引法等ガイドラインの改正案の公表 
 

2015 年 6 月 18 日、金融庁は、インサイダー取引規制の適用除外規定（「適用除外規

定」）に関する、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令及び金融商品取引法等ガイ

ドラインの改正案（「内閣府令改正案」、「ガイドライン改正案」）を公表しました。これ

らの改正案は 2015 年 7 月 21 日を期限としてパブリックコメントに付されており、そ
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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。 

内閣府令改正案は、いわゆる「知る前契約」及び「知る前計画」に基づく売買等（金

商法 166 条 6 項 12 号、167 条 5 項 14 号）に関し、包括的な適用除外規定を設けるこ

とを内容としています。具体的には、①未公表の重要事実を知る前に締結・決定された

契約・計画であること、②当該契約・計画の中で、それに従った売買等の具体的な内容

が定められている等、裁量的に売買等が行われるものでないこと、③当該契約・計画に

従った売買等であること、といった条件を満たせば、インサイダー取引規制の適用除外

に該当することとされています。 

また、ガイドライン改正案は、いわゆる公開買付けに対する「対抗買い」に係る適用

除外規定（金商法 166 条 6 項 4 号、167 条 5 項 5 号）の解釈を明確化することを内容

としています。具体的には、被買付企業の「対抗買い」の要請が、①公開買付け等があ

ることについての合理的な根拠に基づいており、かつ、②当該公開買付け等に対抗する

目的をもって行われたものである場合は、「対抗買い」としてインサイダー取引規制の

適用除外となるとの解釈が示されています。 

いずれの改正案も、実務上重要なインサイダー取引規制の適用除外に関するものであ

り、パブリックコメント後に決定される改正内容が注目されます。 
 

 

 

 

 

 

11. 税務：東京地裁 株式報酬で付与された外国親法人株式について日 
本法人は源泉徴収義務を負わないと判断 

 

東京地裁は、2015 年 5 月 28 日、日本法人の従業員が株式報酬制度に基づいて取得し

た同日本法人の外国親会社の株式等に係る経済的利益（「本件利益」）について源泉徴収

されるべき所得税があるか否かが争われた事案において、本件利益は給与所得に該当す

るとした上で、日本法人は源泉徴収義務を負わないと判断しました。 

本件において、日本法人の従業員である原告は、①本件利益は一時所得又は譲渡所得

に該当する、②外国親会社株式の支払いについて、日本法人が源泉徴収義務を負ってい

たのであるから、本件利益について原告に直接課税をすることは許されない等と主張し

ました。しかし、東京地裁は、①本件利益は、外国親会社を中核として日本法人も属す

る企業グループの主要な従業員に対する精勤の動機付けを目的として、原告が外国親会

社の統括の下に日本法人の主要な従業員としての職務を遂行した対価として付与され

たものであるから給与所得に該当すること、②株式報酬制度の仕組みに照らすと、外国

親会社が本件利益の支払義務を有する債務者であることが前提とされており、外国親会

社株式を交付した主体が日本法人であるということはできないこと等から、日本法人に
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よって源泉徴収されるべき所得税は存在しないと判断し、原告敗訴の判決を言い渡しま

した。 

株式報酬制度において親会社株式を交付する場合は、制度の仕組み全体を分析した上

で課税関係を整理することが必要といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. タイ：保証・抵当権に係る民商法再改正 
 

2014 年 11 月 13 日、民商法の保証及び抵当権に関する規定の一部を改正する法律が

公布され、2015 年 2 月 11 日付で既に施行されておりますが（「改正法」）、改正法の内

容については実務に与える影響が大きく批判が多かったことから、同年5月14日付で、

新たに民商法の一部を再改正する法律が議会において承認されました（「再改正法」）。

再改正法は、近日中に施行されることが予定されています。再改正法において改正法か

ら変更された主な内容は以下のとおりです。 

 

【保証について】 

改正法施行前は、連帯保証について、日本法の下での連帯保証と同様、債権者から保

証債務の履行請求を受けた場合にまず主債務者に対して債務の履行を催告するよう請

求することができる権利（「催告の抗弁」）等の適用を除外することとされていたところ、

改正法の施行により、かかる適用除外の規定は削除され、また、連帯債務又はそれに類

する債務を負う旨の保証は無効とされました（連帯保証の禁止）。しかし、保証人が法

人であるような場合にも一律に連帯保証等を禁止することについては批判が多かった

ことから、再改正法では、保証人が法人であり、連帯債務又はそれに類する債務を負う

ことについて同意しているよう場合には、連帯債務又はそれに類する債務を負う旨の保

証を有効とする旨の例外規定が新設されました。なお、このような場合には、債権者か

ら保証債務の履行請求を受けた場合にまず主債務者に対して債務の履行を催告するよ

う請求することができる権利等の適用を除外することも認められています。 

 

【抵当権について】 

改正法では、第三者の債務のために抵当権を設定する場合における抵当不動産の価値

を超える債務について、抵当権設定者は責任を負わず、抵当不動産の価値を超える債務

について抵当権設定者が責任を負う旨の規定（抵当権設定契約以外の契約で合意された
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場合も含む。）は無効とする旨の規定が新設されました。再改正法では、①法人が主債

務者で、②当該法人の経営権を有する個人がその保有する財産を担保として提供してお

り、③当該個人と債権者との間で別途保証契約を締結しているような場合には、上記の

新設規定の適用を排除することができるとする例外規定が新設されました。 

 

上記の他にも、改正法において改正された保証及び抵当権に関する複数の規定が、再

改正法において変更されています。なお、改正法の施行日である 2015 年 2 月 11 日か

ら再改正法の施行日までに締結された保証及び抵当権設定に関する契約については、再

改正法に反しない範囲で、再改正法の施行後も効力を有することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13. 新興国：南アフリカ共和国における労働関係法の改正 
 

今般の南アフリカ共和国の労働関係法（Labor Relations Act：LRA）の改正により、

人材派遣業者の従業員は、派遣先への派遣後 3 ヶ月を経過した場合、雇用期間を限定す

ることに十分な理由のない限り、派遣先の正社員とみなされることになりました。この

改正は、明文により潜脱行為を禁止する規定を置いており、上記改正法による適用を回

避するために従業員の派遣を中止した場合、これを解雇とみなすこととしています。こ

のような場合、人材派遣業者及び派遣先は、連帯して不当解雇に関する紛争につき責任

を負うこととされています。 

また、労働関係法の改正は、不当解雇等に関する紛争及び当該改正に関する一切の解

釈・適用をめぐる紛争につき、労働調停委員会（the Commission for Conciliation, 

Mediation and Arbitration：CCMA）に管轄権を与えており、従業員は、人材派遣業者又

は仲介先から不当に解雇されたと主張して労働調停委員会に調停又は仲裁を求めるこ

とができることとされています。この調停又は仲裁で、不当解雇が認定された場合には、

当該従業員には、人材派遣業者又は派遣先における復職又は再雇用に加えて、最長 12

ヶ月分の報酬相当額の補償が認められ得ることになります。さらに、不当解雇が認定さ

れると、上記労働調停委員会の手続きに加えて、別途、労働裁判所における審理手続き

が要求され、さらにコストがかかる可能性があります。 
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以上のように、上記改正を潜脱する試みは、人材派遣業者のみならず、その顧客であ

る派遣先に対しても、時間と費用を要する訴訟をもたらす可能性があることに留意する

必要があります。 
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 セミナー  『監査等委員会設置会社への移行実務』 

開催日時  2015 年 8 月 4 日（火）14:00～17:00 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『コーポレート・ファイナンス最新実務 ～リキャップ CB、 

   Undocumented Offering、Global Offering などの法的手法と近時の傾

   向を徹底解説～』 

開催日時  2015 年 8 月 4 日（火）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『改正会社法のもとでの親子会社間の規律に関わる諸問題 ～会社法

   の改正論点・子会社管理に関する近時の議論のほか、コーポレートガ

   バナンス・コードも踏まえて～』 

開催日時  2015 年 8 月 4 日（火）14:00～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

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

 本   『平成 26 年会社法改正－会社実務における影響と判例の読み方』

   （2015 年 5 月刊） 

出版社   有斐閣 

著者   野村 修也（共著） 
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 本   『論点体系 会社法 <補巻>』（2015 年 7 月刊） 

出版社   第一法規株式会社 

著者   金丸 和弘、菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、澤口 実、安部 健介、 

   早川 学、三浦 亮太、石井 裕介、山崎 良太、浦岡 洋、篠原 倫太郎、 

 林 浩美、稲生 隆浩、酒井 真（共著） 

 

 本   『株主総会の準備事務と議事運営』（2015 年 5 月刊） 

出版社   中央経済社 

著者   宮谷 隆、奥山 健志（共著） 

 

 本   『新・会社法実務問題シリーズ 8 会社の計算〈第 2 版〉』（2015 年 5

   月刊） 

出版社   中央経済社 

著者   金丸 和弘（共著）、藤津 康彦（共著） 

 

 本   『変わるコーポレートガバナンス』（2015 年 5 月刊） 

出版社   日本経済新聞出版社 

著者   石井 裕介、石綿 学、内田 修平、奥山 健志、菊池 伸、澤口 実、 

   太子堂 厚子（森・濱田松本法律事務所 編） 

 

 本   『逐条解説 平成 26 年 11 月改正景品表示法－課徴金制度の解説[初

   版]』（2015 年 6 月刊） 

出版社   商事法務 

著者   松田 知丈（共著） 

 

 本   『スポーツ法務の最前線』（2015 年 6 月刊） 

出版社   民事法研究会 

著者   横山 経通（共著） 

 

 本   『The International Comparative Legal Guide to: Data Protection 

   2015』（2015 年 5 月刊） 

出版社   Global Legal Group Ltd 

著者   丸茂 彰、林 浩美 

 

 論文   「新・新興国の M&A 法制-第 4 回 メキシコ合衆国における M&A 法

   制」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.6 

著者   梅津 英明、今仲 翔、早川 翔、越智 晋平 
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 論文   「知的財産権の濫用による競争の排除又は制限行為の禁止に関する規

   定」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.6 

著者   本間 隆浩 

 

 論文   「仲裁における守秘義務－黙示の守秘義務をめぐる海外の判例からの

   示唆－」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.6 

著者   緑川 芳江 

 

 論文   「広告法の改正について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.7 

著者   湯浅 紀佳 

 

 論文   「プロジェクトファイナンスにおけるステップ・インの再検討－英米

   における Direct Agreement の実務を踏まえて－」 

掲載誌   NBL 1052 号 

著者   村上 祐亮 

 

 論文   「消費者契約法改正に向けて[座談会]消費者契約法の改正と金融実務

   への影響」 

掲載誌   金融法務事情 2019 号 

著者   野村 修也、小田 大輔、青山 大樹、松田 知丈 

 

 論文   「最高裁判決から考える企業のセクハラ対策」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2015 年 6 月号 

著者   安倍 嘉一 

 

 論文   「最近の租税訴訟の動向・重要判決の内容について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.27 No.7 

著者   酒井 真、飯島 隆博（共著） 

 

 論文   「Q＆A 相談室 会社法務 特許法、不正競争防止法の改正」 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.8 

著者   池村 聡 

 

 

 



 
 

Client Alert 

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。 

© 2015 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 

 論文   「東証上場インフラファンド市場の開設」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.25 

著者   尾本 太郎、佐伯 優仁（共著） 

 

 論文   「アジア不動産取得に関する実務上の留意点 1.インドネシア編」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.25 

著者   梅津 英明、塙 晋（共著） 

 

 論文   「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス入門」 

掲載誌   知財管理 Vol.65 No.6 

著者   増田 雅史（共著） 

 

 論文   「日本航空等(親会社による子会社従業員所属組合への不当労働行為)

   事件 (東京地裁 平 26.9.22 判決)」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者   坂本 萌 

 

 論文   「ミトミ建材センターほか(労働組合の街宣活動等に対する事前差止

   請求)事件 (大阪高裁 平 26.12.24 判決)」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者   塚田 智宏 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 ALB Japan Law Awards 2015 にて受賞しました 

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 Japan Law Awards 2015 において、当事務所は Japanese Deal Firm of 

the Year と Japan Law Firm of the Year を含む、8 カテゴリーで受賞しました。 

- Japanese Deal Firm of the Year 

- Japan Law Firm of the Year 

- Insolvency Law Firm of the Year 

- Regulatory and Compliance Law Firm of the Year 

- Litigation Specialist Law Firm of the Year 

- Best Southeast Asia Practice Law Firm of the Year 

- Equity Market Deal of the Year：Skylark’s IPO 

- TMT Deal of the Year：Recruit Holdings’ IPO 
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 Financial Times 紙による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25 

Asia-Pacific Headquartered Law Firms にて 3 位に選ばれ、Corporate & Commercial

分野及び Finance 分野にて高い評価を得ました 

Financial Times 紙は、2015 年 6 月 11 日に、2 年目となる Asia-Pacific Innovative 

Lawyers Report を発表し、当事務所は、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の

FT Law 25 list of Asia-Pacific Headquartered Law Firms で 3 位に選ばれました。こ

れは、オーストラリアの 2 つの事務所に次ぐ順位であり、日本を含む他のすべての

アジアの法律事務所を大きく上回る順位でした。また、当事務所は Corporate & 

Commercial 及び Finance の両分野での業務について、5 つの案件（standout ラン

ク 1 件及び highly commended ランク 2 件を含みます。）で高評価を得ました。 

 

 Asia Legal Business (ALB) 2015 年 5 月号の IP Rankings 2015 において、当事務所

は Japan Domestic の Patents 部門及び Trademarks/Copyright 部門において高い評

価 (Tier 1) を得ました 

 

 Intellectual Asset Management (IAM) Magazine の IAM Patent 1000 - The World's 

Leading Patent Practitioners 2015 において、当事務所は transactions 及び litigation

で上位グループにランキングされ、個人では 三好 豊 弁護士が高い評価を得まし

た 

 

 IFLR1000 の Energy and Infrastructure guide 2015 にて、当事務所は高い評価 (Tier 

1) を得ました。また、小林 卓泰 弁護士、武川 丈士 弁護士が日本を代表する弁

護士に選ばれました 

 

（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 


