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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 2016 年 3 月号（第 27 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：TPP 協定に伴う著作権法改正の方向性について 

   

文化庁は、2016 年 2 月、文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会を開催し、

「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定に伴う制度整備の在り方等に関する報告書」

を取りまとめました。この報告書は、昨年大筋合意に至った TPP 協定の締結に必要な

著作権法改正の基本的な方向性を整理したものであり、以下の各事項につき、法改正を

行うことが適当であるとしています。 

①著作物等の保護期間の延長 

著作物等の保護期間を著作者の死後 70 年等に延長する。 

②著作権等侵害罪の一部非親告罪化 

いわゆる海賊行為のように、(i)侵害者が対価として利益を得る目的又は権利者の利
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益を害する目的を有していること、(ii)権利者により有償で提供又は提示されている

著作物等に改変を加えずに「原作のまま」利用する侵害行為であること、(iii)権利

者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合であること、の要

件をすべて満たす場合には、非親告罪とする。 

③アクセスコントロールの回避等に関する措置 

著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段（アクセスコントロール）の回避行

為につき、民事上の権利行使を可能とする。また、アクセスコントロールの回避に

使用される装置等を流通させる行為につき、刑事罰の対象とする。 

④配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与 

配信音源の二次使用につき、商業用レコードの二次使用と同様に、実演家及びレコ

ード製作者に使用料請求権を付与する。 

⑤損害賠償に関する規定の見直し 

侵害された著作権等が著作権等管理事業者により管理されている場合は、著作権者

等は、当該著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額（複数ある場合は

も高い額）を損害額として賠償を請求できるようにする。 

なお、改正法の施行は、TPP 協定の発効と合わせて実施することが適当であるとして

います。上記各事項を盛り込んだ改正法案は、3 月上旬の閣議決定・国会提出が予定さ

れています。 

  

＜参考資料＞ 

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会「環太平洋パートナーシップ（TPP）

協定に伴う制度整備の在り方等に関する報告書」 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h27_09/pdf/shiryo_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：海外企業結合審査において、審査未了国を除き企 

業結合を実行したことが違法とされた事例 

 
2016 年 1 月 20 日、ブラジルの競争当局である経済擁護行政委員会（Conselho 

Administrativo de Defesa Economica）（「CADE」）は、Cisco Systems Inc.（「Cisco」）

及び Technicolor S.A.（「Technicolor」）に対し、届出義務のある企業結合（「本件企業結

合」）を CADE の承認前に実行したというガン・ジャンピング規制違反があったとして、

両社に 3,000 万ブラジルレアル（約 8 億 9700 万円）の制裁金を科すことを決定しまし

た。 
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本件企業結合は、フランスのマルチメディア・家電企業である Technicolor が、米国

のコンピュータネットワーク機器開発会社である Cisco の、テレビ用セットトップボッ

クス事業を行う子会社を取得しようとするものであり、ブラジルにおいて 2015 年 10

月 16 日に届出がされていたほか、カナダ、米国、コロンビア、オランダ、ウクライナ

でも届出がなされていました。両社は、競争当局の承認が得られていない法域について

は企業結合の対象から除外して実行を行うというカーブアウトの合意をしており、

CADE が企業結合審査の結論を出す前の同年 11 月 19 日に、ブラジルの資産を除いて本

件企業結合が実行されました。両社は上記カーブアウトの合意により本件企業結合実行

によるブラジルの競争への影響は防止されていると主張しましたが、このようなカーブ

アウトの合意については、その有効性に疑問があること及び競争当局がモニターするこ

との難しさから、各国競争当局の多くはガン・ジャンピング規制違反を解消するものと

して認めてはおらず、CADE もその立場に立って今回の制裁金の判断を下しています。 

このように、たとえ審査未了国を除くというカーブアウトの合意があったとしても、

各国の競争当局の承認前に企業結合を実行することは禁じられており、制裁を受けるリ

スクがあります。特に海外当局への届出が必要となる M&A の場合には、届出が必要と

なる国の競争当局全てから確実に承認を得た上で実行ができるよう、審査期間を踏まえ、

慎重にスケジュールを組むことが肝要です。 

     
 
 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：火力発電に係る判断基準ワーキンググルー 
プにおける取りまとめ案 

 

火力発電の高効率化によるエネルギーミックス及び温室効果ガス削減の実現を目指

して審議を重ねてきた「火力発電に係る判断基準ワーキンググループ」は、2016 年 2

月 9 日、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に基づく発電専用設備

の新設基準及び電力供給業におけるベンチマーク制度の見直しを提案する内容の「取り

まとめ案」（「本報告書」）を公表しました。本報告書は 2016 年 3 月 10 日までパブリッ

クコメントに付されており、今後は本報告書の内容に沿って、省エネ法関連規定の整備

が行われることとなります。 

「取りまとめ案」は、2016 年 4 月に施行される改正電気事業法により一般電気事業、

卸電気事業の区分がなくなることを踏まえ、規制対象を、（自家発電ではなく）売電を

主として「発電事業」を行う事業者及び当該事業者が新設する発電専用設備に広げたう

えで、①発電専用設備の新設基準及び②電力供給業におけるベンチマーク制度につき、
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それぞれ以下のような提案を行っています。 

 石炭火力 LNG 火力 石油等火力 

(i)発電専用設備の新設基準 

（発電端、高位発熱量基準） 
42.0%以上 50.5%以上 39.0%以上 

(ii)燃料種ごとの目標値 

（火力発電効率 A 指標） 
41.00% 48.00% 39.00% 

(ii)火力発電の総合的な目標値 

（火力発電効率 B 指標） 
44.3% 

 

これらの基準は、新設される火力発電所の規模や設計計画に影響を及ぼすのみでなく、

発電事業者が有する既存発電設備のリプレースの計画にも、大きな影響を及ぼし、発電

事業者の経営に与える影響も極めて大きいものと思われます。火力発電設備を保有する

（又は保有を予定する）発電事業者や火力発電所の新設プロジェクトに関係する当事者

は、本報告書のパブリックコメントの結果及び本報告書に基づく改正後の省エネ法の基

準に、十分留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：都道府県労働局に職場のハラスメントの相談や紛争解決に 

一元的にあたる新部署を設置 
 

厚生労働省は本年 4 月から、都道府県労働局に職場のハラスメントの相談や紛争解決

に一元的にあたる新部署を設置すると発表しました。これまで、ハラスメント（嫌がら

せ）の内容により労働局での受付窓口は異なっていましたが、これを一本化するのが狙

いとされています。 

職場のハラスメントには、上司等から指導の範囲を超える暴言を受けたり、過大なノ

ルマを課されたりする「パワーハラスメント」、性的な言動により職場環境を害される

等の「セクシュアルハラスメント」、妊娠や出産、育児休業を理由に降格や賃金を減額

されるといった「マタニティーハラスメント」等がありますが、これまでの制度ではセ

クハラとマタハラは各労働局の「雇用均等室」が対応し、パワハラは「総務部」や「労

働基準部」が対応してきました。 

ただ、現実にはセクハラやパワハラを同時に受ける複合的被害も多く、このような場

合に、被害者が窓口をたらい回しにされるケースや、同じ企業への指導や勧告を異なる

部署が行うケースがあったとのことで、厚生労働者はこうしたケースをなくすために窓

口を一本化することとしました。 
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本年 4 月からは嫌がらせ被害への対応業務は新部署の「雇用環境・均等部（室）」に

集約されます。同部署では、被害相談から申し立てによる調停・あっせんまで一体的に

行う予定とされています。 

職場での嫌がらせの相談は年々増えており、2014 年度に各労働局に寄せられた相談

はマタハラが 4,028 件、セクハラが 1 万 1,289 件、パワハラを含むいじめや嫌がらせが

6 万 2,191 件に上っています。上記相談窓口の一元化により被害者が相談しやすい体制

を行政が整えたといえますが、企業においても被害申告等への対応に留意し、ハラスメ

ントを減らす努力が求められているといえます。 

 

 

 

 

6. 会社法：「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた 
    取締役会のあり方」の公表について 

 
2016 年 2 月 18 日、東京証券取引所及び金融庁が共同で開催している「スチュワード

シップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」が、上場

会社における各コードへの対応状況を踏まえ、実効的なコーポレートガバナンスを実現

していくうえで重要と考えられる視点を示すものとして、「会社の持続的成長と中長期

的な企業価値の向上に向けた取締役会のあり方」と題する意見書を公表しました。 

同意見書においては、 高経営責任者（CEO）の選解任に関する取組み（求められる

資質に関する議論、候補者育成方針の策定、任意の諮問委員会の活用等）、取締役会の

独立性・客観性を確保するための方法（独立社外取締役を過半とする任意の諮問委員会

の活用、CEO と取締役会議長の分離、筆頭独立社外取締役の設置等）、取締役会の運営

上の工夫（権限委譲による議案数の削減、適正な審議時間の確保、人員体制の充実等）、

取締役会の実効性評価（自己評価の要請及び課題の聴取、独立社外取締役のみによる会

合等の活用、第三者評価機関による評価等）等について、各社における実際の取組内容

が紹介されており、これらの事項について、今後ブラッシュアップを図ることを検討し

ている上場企業においては、一定の参考となるものと考えられます。 
 

 

 

 

 

 

7. 一般民事：商法（運送・海商関係）等の改正に関する要綱の決定・ 

答申 

 

2016 年 2 月 12 日、商法（運送・海商関係）等の改正に関する要綱が法制審議会から
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法務大臣に答申されました。商法の運送・海商関係の規定は、1899 年の商法制定以来、

約 120 年間にわたって実質的な見直しが行われていませんでしたが、社会経済情勢の変

化に対応等をすることを目的として、改正が答申されたものです。法務省は、できる限

り早期に国会に改正法案を提出できるよう作業を進めるとしており、早ければ 2017 年

中の施行が目指されています。 

改正要綱では、従来は規定そのものがなかった飛行機による「航空運送」、陸海空の

運送を組み合わせた「複合運送」に関する規定が新設されるほか、危険物の運送の際に

安全確保のために荷主に通知を義務づける等、複雑化する運送関係者間の利害関係に対

応する規定が盛り込まれています。  

運送業等関連事業を営む事業者は、この改正を見据えて、契約書や約款等の見直しの

要否等について検討を開始する必要があるといえますし、それ以外の事業者であっても、

運送業等の利用者の立場において、この改正に無関係ではありませんので、今後の改正

動向を注視することが必要と思われます。 

なお、法務省は、この改正に合わせて、商法のカタカナを使った文語体の条文をすべ

て口語体に直す方針で、これにより六法（憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事

訴訟法）がすべて口語体になります。 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：2016 年 ISS 議決権行使助言方針における買収防衛策基準の厳 

格化 

 

議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc.（ISS）による 2016

年議決権行使助言方針が 2016 年 2 月以降に開催される株主総会から適用されています

が、今回の改定により新たに買収防衛策に関する基準が厳格化されています。 

ISS の議決権行使助言方針によれば、ISS は、買収防衛策に関する議案に対して二段

階で評価するものとし、まず取締役会の構成、買収防衛策の内容、情報開示等の形式審

査を行い、当該形式審査をクリアした買収防衛策議案に対してのみ、個別に検討する個

別審査を行うものとされています。今回の改定では、形式審査の基準について、①取締

役会に占める ISS の独立性基準を満たす社外取締役の比率が従前の「20%以上」という

基準から「3 分の 1 以上」に変更され、②特別委員会の委員全員が ISS の独立性基準を

満たす取締役又は監査役であることが新たに必要とされ、③招集通知については従前の

株主総会開催日の「3 週間前の発送」という基準から「4 週間前の取引所ウェブサイト

への掲載」という基準に変更されています。 

さらに、このように形式審査の基準が厳格化されたことに加え、個別審査の基準につ
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いても、招集通知において買収防衛策の導入がどのように株主価値向上の施策の実行に

役立つのかについて、情報開示の充実が求められるように変更されています。 

これは、買収防衛策の議案に関する会社の説明として、他社と類似した没個性的な説

明に終始することなく、各社の経営計画・事情に応じた具体的・積極的な説明を求める

ものといえますので、実務上、留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

9. ファイナンス・ディスクロージャー： 
金商法改正に伴う適格機関投資家等特例業務に係る規制の

強化 
 

2016 年 3 月 1 日付で金融商品取引法の一部を改正する法律及び政令・内閣府令が施

行され、適格機関投資家等特例業務（「特例業務」）に対する規制が強化されました（「本

改正」）。 

特例業務とは、いわゆる「プロ向けファンド」に係る自己募集及び自己運用に関する

業務をいいます。特例業務の場合は、関与する適格機関投資家による適正性の確保等が

期待されたことから、第二種金融商品取引業や投資運用業に係る登録は不要とし、内閣

総理大臣に届出により行うことが可能とされ、行為規制も簡略化されていました。しか

し、かかる制度が悪用され投資者に被害が生じるケースが増加したため、消費者委員会

や証券取引等監視委員会等から見直しの提言等がなされていました。 

本改正は、大要、①特例業務において出資者となりうる適格機関投資家以外の投資家

の要件の限定の新設、②実態を伴わない適格機関投資家による投資や形骸的な投資を排

除するため、特例業務からの除外類型（出資総額の 50%以上が一定の適格機関投資家以

外の投資家からの出資である場合等）の新設、③特例業務に係る欠格事由の新設、④届

出事項及び添付書類の拡充、⑤法定書類の作成義務等の新設、⑥特例業務届出者に対す

る行為規制の大幅な拡充、及び⑦特例業務届出者に対する監督・罰則等の強化を内容と

しています。 

本改正による改正後の規制の一部は、経過措置として、一定の既存の特例業務届出者

にも課されます。そのため、新たに特例業務制度を利用する場合のみならず、既存の特

例業務届出者も、本改正による改正内容に留意が必要です。 
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10. 税務：「新しい会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いに 
   ついて」の公表 

 

これまで会社役員賠償責任保険（「D&O 保険」）は、会社法上の利益相反の問題に配

慮し、普通保険約款において、株主代表訴訟で役員が敗訴して損害賠償責任を負担する

場合の危険を担保する部分（「株主代表訴訟敗訴時負担部分」）を免責する条項を設けた

上で、別途、当該部分を保険の対象に含める旨の特約（「株主代表訴訟担保特約」）を付

帯する形態で販売されており、①基本契約の保険料については会社が負担し、②株主代

表訴訟担保特約の保険料は役員自身が負担すべきとされていました。そして、①の保険

料を会社が負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないことから給与課税

を要しないとする一方、②の保険料については本来役員が負担すべきものであるから、

会社が代わりに負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与があるものとして給

与課税を要するものと取り扱われていました。 

しかし、経済産業省は、2015 年 7 月 24 日、「コーポレート・ガバナンスの実践 ～

企業価値向上に向けたインセンティブと改革～」を公表し、例えば、(i)取締役会の承認

及び(ii)社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の

同意の取得という手続をとることにより、②の保険料も会社法上適法に会社が負担でき

るとの解釈を示しました。 

これを受け、国税庁は、「新しい会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いに

ついて」を公表し、株主代表訴訟敗訴時負担部分を免責しない（すなわち、株主代表訴

訟敗訴時負担部分を特約として区分しない）新しい D&O 保険の保険料については、上

記(i)及び(ii)の手続を行うことにより、会社が適法に負担した場合には、役員に対する経

済的利益の供与がないものとして給与課税を行わないとの取扱いを明らかにしました。 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm 

なお、上記の国税庁の新たな解釈は、従来の形式の D&O 保険に関する課税関係には

原則として影響を及ぼさないと考えられるため、留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 中国・アジア：インドネシアにおけるネガティブリストの改正案の 
公表 

 

インドネシアにおいては、大統領令 2014 年第 39 号において、外国投資が禁止又は
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制限されている業種及びその内容が定められています（「現行ネガティブリスト」）。 

2016 年 2 月 11 日から 15 日にかけて、インドネシア政府は、近時予定されている現

行ネガティブリストの改正案を公表しました。現行ネガティブリストの改正案について

は、新たなネガティブリストが正式に公布・施行されるまでの間に変更される可能性が

ありますが、重要な点について以下ご紹介いたします。 
 
① 外資規制が撤廃される業種 

現行ネガティブリスト上、外国投資が制限されている業種のうち、以下の業種を

含む 35 の業種について、ネガティブリストから除外され、外資 100%まで外国投

資が可能となることが予定されています。 

-冷蔵保管業（外国投資上限 33%→100%） 

-e-コマース（外国投資禁止→投資額 1,000 億ルピア（現在の為替レートで約 8 億

3,500 万円）超の場合に限り 100%。但し、1,000 億ルピア以下の場合は外国投資

上限 49%） 

-レストラン（外国投資上限 51%→100%） 

-バー、カフェ（外国投資上限 49%→100%） 

-クラムラバー（粉砕中古ゴム）関連事業（外国投資禁止→100%） 

-有料道路事業（外国投資上限 95%→100%） 

 

② 外資規制が緩和される業種 

また、以下の業種を含む多くの業種について外資規制が緩和されることが予定さ

れています。 

-ディストリビュータ（distributor）業（外国投資上限 33%→67%） 

-倉庫業（外国投資上限 33%→67%） 

-陸上旅客運送業（外国投資禁止→49%） 

-ビジネストラベルの一形態である MICE 業（外国投資上限 51%→67%） 

-電気通信サービスプロバイダ業（外国投資上限 49%→67%） 

 

上記でご紹介した業種は外資規制の緩和が予定されている業種の一部であり、国内中

小企業保護のために外資規制が厳しくなることが予定されている業種については現時

点では多くの情報が公表されていない点、及び、実際のネガティブリストの改正内容に

ついては、新たな大統領令及び新ネガティブリストが公表されるまでに変更がありうる

点には注意する必要があります。 

 

さらに、インドネシアへの外国投資については、ネガティブリストによる規制のほか

にも、インドネシア投資調整庁（BKPM）長官が定める 100 億ルピア（現在の為替レー

トで約 8,400 万円）の 低投資額規制や、各種業法に基づく規制等、別途留意すべき規

制がありますので、実際に投資を検討される段階では、BKPM に事前相談を行うととも

に、弁護士からも助言を得ることが望ましいです。 
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12. トルコ：個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約の 
    批准 

 

トルコは、2016 年 2 月 18 日付で、個人データの自動処理に係る個人の保護に関する

条約（欧州評議会条約 108 号）（「本条約」）を批准しました。本条約は 1981 年に署名

開放された古い条約ですが、トルコ国内の法整備の遅れから長くトルコが批准していな

かったものです。本条約には、個人データの収集・処理に関する保護等に関する基本的

な原則が定められていますが、今回の批准により、今後トルコにおいても、EU と同様、

個人データ保護規制が強化されることになります。 

トルコでは、既に EU データ保護指令（95/46/EC）の内容をベースとする個人データ

保護に関する法律案（「本法律案」）が審議されています。本条約の内容は概ね EU デー

タ保護指令の内容に含まれているため、本法律案は概ね本条約の要求を満たすものとな

ることが想定されていますが、仮に本法律案と本条約の内容が異なることとなる場合に

は、本条約の内容が優先することとなります。 

なお、現在審議中の本法律案には、①個人データ取扱者の義務、②個人データに係る

アクセス・訂正・削除等の個人データ主体の権利、③個人データの第三者提供及びトル

コ国外への提供に関する規制、④個人データ取扱者の登録機関の設立、⑤違反の際の罰

則等の規定が盛り込まれることが予定されています。 

EU における個人データ保護法制の大きな変革を受ける形で、トルコでも今後個人デ

ータ保護法制に大きな変革が予想され、今後の動向が注目されます。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『改正会社法及びコーポレートガバナンス・コード全面適用下におけ 

る定時株主総会での想定質問作成・回答のポイント』 

開催日時  2016 年 3 月 10 日(木) 14:00～17:00 

講師    奥山 健志   

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『種類株式を活用した新しいコーポレート・ファイナンス ～元本償 

還権付・譲渡制限議決権型種類株式や複数議決権型種類株式などガバ 

ナンスにも配慮した戦略的な種類株式の発行事案を徹底検証～』 

開催日時  2016 年 3 月 11 日(金) 13:00～16:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『サイバー攻撃とコーポレート・ガバナンス―日本年金機構事案に学 

ぶ内部統制のあり方― 』 

開催日時  2016 年 3 月 11 日(金) 12:30～13:10    

講師    野村 修也   

主催    日経 BP 社    

 

 セミナー  東京大学金融教育研究センター主催『公開シンポジウム フィンテッ 

クとこれからの金融システムのあり方』 

開催日時  2016 年 3 月 11 日(金) 14:00～20:00   

講師    増島 雅和   

主催    東京大学金融教育研究センター（CARF）    

 

 セミナー  『競争法実務家養成コース～独占禁止法・下請法・景品表示法～』 

開催日時  2016 年 3 月 15 日(火) 15:00～17:00   

講師    池田 毅   

主催    公益財団法人 公正取引協会   

 

 セミナー  『【学生/スタートアップ関係者向け】3/15(火）スタートアップカンフ 

ァレンス 2016@慶應日吉「スタートアップが世界の未来を拓く」』 

開催日時  2016 年 3 月 15 日(火) 9:15～19:00 (開場 9:00 頃を予定)    

講師    増島 雅和 

主催    慶應義塾大学ビジネススクール/日本テクノロジーベンチャーパート 

ナーズ（共催）    
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 セミナー  『【ライブ実務研修】民事訴訟における争点整理の現状と今後～迅速 

かつ適切な紛争解決のために～』 

開催日時  2016 年 3 月 16 日(水) 13:00～17:00   

講師    関戸 麦   

主催    日本弁護士連合会  

 

 セミナー  『アジア労働法カレッジ【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  2016 年 3 月 16 日(水) 14:00～17:00   

講師    塙 晋     

主催    一般社団法人経団連事業サービス   

 

 セミナー  『表示・広告・キャンペーンのコンプライアンスと判断のポイント』 

開催日時  2016 年 3 月 17 日(木) 14:00～17:00    

講師    池田 毅  

主催    一般社団法人企業研究会   

 

 セミナー  『戦略的観点から選択されるコーポレート・ファイナンス 新実務』 

開催日時  2016 年 3 月 22 日(火) 14:00～17:00    

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『事業報告・株主総会参考書類等作成のポイント』(東京会場) 

開催日時  2016 年 3 月 22 日(火) 13:30～16:30   

講師    石井 裕介    

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『「メディアと法」研究会 ～TPP 協定に伴う著作権法改正がメディア 

に与える影響～』 

開催日時  2016 年 3 月 22 日(火) 17:00～19:00 

講師    池村 聡     

主催    一般社団法人マスコミ倫理懇談会全国協議会 

 

 セミナー  『インセンティブ報酬設計の実務上の留意点－コーポレートガバナン   

ス・コード、平成 28 年度税制改正を踏まえて－』 

開催日時  2016 年 3 月 23 日(水) 14:00～17:00   

講師    奥山 健志、小山 浩 

主催    株式会社プロネクサス   
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 セミナー  『事業報告・株主総会参考書類等作成のポイント』(大阪会場) 

開催日時  2016 年 3 月 25 日(金) 13:30～16:30   

講師    石井 裕介   

主催    株式会社商事法務   

 

 セミナー  『取締役会評価の課題と実務～実際の評価プロセスと評価結果の開示 

（自己評価を中心に）～』 

開催日時  2016 年 3 月 31 日(木) 9:30～12:30   

講師    石井 裕介    

主催    株式会社経営調査研究会   

 

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

 本   『株主総会ハンドブック［第 4 版］』(2016 年 3 月 7 日刊) 

出版社   株式会社商事法務   

著者   菊地 伸（共著） 

 

 本   『独占禁止法<第七版>』(2016 年 2 月刊) 

出版社   弘文堂   

著者   村上 政博 

 

 本   『コンプライアンスのための金融取引ルールブック（第 16 版）』(2016 

年 2 月 19 日刊) 

出版社   銀行研修社   

著者   野村 修也（編著）、小田 大輔（共著） 

 

 論文   「平成 28 年株主総会の実務対応(1) 本年定時株主総会に向けての留意 

点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2091  

著者        菊地 伸  

 

 論文   「この本『消費者事件 歴史の証言』」 

掲載誌   NBL No. 1068 

著者     松田 知丈   

 

 論文   「M&A 契約研究会 クロージング／クロージングの前提条件」 

掲載誌   論究ジュリスト 2016 年冬号（No.16）   

著者        大石 篤史   
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 論文   「役員の責任追及に関する 近の裁判例」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.28 No.3 

著者   松井 秀樹   

 

 論文   「Robotics 法律相談室 セグウェイのようなパーソナルモビリティー 

は公道での走行や実証実験が可能なのか」 

掲載誌   日経 Robotics   

著者        戸嶋 浩二   

  

 論文   「他サービスとのセット販売で求められる分かりやすさ」 

掲載誌   月刊エネルギーフォーラム第 62 巻 734 号 

著者   市村 拓斗    

 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ  

本年 1 月 1 日付にて、下記の 6 名の弁護士がパートナーに就任致しました。 

 

 【パートナー】  

秋本 誠司、岡谷 茂樹、横田 真一朗、熊谷 真和、大野 志保、松下 憲 

 

また、同日付で 3 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任致しました。 

 

 【オブ・カウンセル】 

池村 聡、玄場 光浩、佐伯 優仁 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、日々

研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

 名古屋オフィス移転のお知らせ  

弁護士法人森･濱田松本法律事務所名古屋オフィスは 2015 年 9 月より業務を行っ

て参りましたが、この度、2016 年 3 月 1 日より下記に移転いたしましたのでご案

内申し上げます。 

 

移転先： 

愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番 12 号 大名古屋ビルヂング 23 階 

TEL：052-446-8660（代表） / FAX:052-446-8661（代表） 

※各弁護士の TEL・FAX に変更はございません。 



 
 

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。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 

業務開始日： 

2016 年 3 月 1 日（火） 

 

 Chambers Asia 2016 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia 2016 で、当事務所は下記の分野で上位グループにランキングされ、

33 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。また、当事務所

のヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS LAW: 

INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の分野でランクイン致しました。詳細は

Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

【ランキング入りした分野一覧】 

- Banking & Finance（Band 1） 

- Banking & Finance: Financial Services Regulation 

- Capital Market（Band 1） 

- Capital Markets: Securitisation & Derivative（Band 1） 

- Capital Markets: J-REITs 

- Competition/Antitrust（Band 1） 

- Corporate/M&A（Band 1） 

- Dispute Resolution（Band 2） 

- Employment（Band 2） 

- Insurance（Band 2） 

- Intellectual Property（Band 2） 

- Investment Funds（Band 1） 

- Projects & Energy (Band 2) 

- Real Estate（Band 1） 

- Restructuring/Insolvency（Band 3） 

- Tax（Band 2） 

 

【選出された弁護士一覧】 

- Banking & Finance：桑原 聡子、佐藤 正謙、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 

- Capital Markets: J-REITs：藤津 康彦、尾本 太郎 

- Competition/Antitrust：内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、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、小島 義博 

- Dispute Resolution：飛松 純一、関戸 麦 
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- Employment：高谷 知佐子、荒井 太一 

- Insurance：増島 雅和 

- Intellectual Property：三好 豊 

- Investment Funds：竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

- Real Estate：小澤 絵里子 

- Projects & Energy: 小林 卓泰 

- Restructuring/Insolvency：藤原 総一郎 

- Tax：大石 篤史 

 

 The Seventh Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました  

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Seventh Edition of Best Lawyers in 

Japan に当事務所の弁護士 58 名が選ばれました。 

 

また、下記 4 名の弁護士が「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

佐藤 正謙：Structured Finance Law 

棚橋 元: Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law 

石綿 学: Corporate and M&A Law 

小澤 絵里子: Real Estate Law 

【選出された弁護士一覧】 

- Antitrust / Competition Law：内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

- Arbitration and Mediation：飛松 純一 

- Banking and Finance Law：石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、松井 秀樹、

丸茂 彰、小澤 絵里子、青山 大樹、江平 享 

- Capital Markets Law：石黒 徹、中村 聡、安部 健介、藤津 康彦、鈴木 克昌、

尾本 太郎 

- Corporate and M&A Law：内田 晴康、米 正剛、射手矢 好雄、河井 聡、      

菊地  伸、桑原  聡子、藤田  浩、松井  秀樹、藤原  総一郎、棚橋  元、            

石本 茂彦、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、小松 岳志、紀平 貴之、小島 義

博 

- Criminal Defense：奥田 洋一、池田 綾子 

- Derivatives：佐藤 正謙、小澤 絵里子 

- Financial Institution Regulatory Law：松井 秀樹、小田 大輔 

- Information Technology Law：齋藤 浩貴、丸茂 彰、飯田 耕一郎 

- Insolvency and Reorganization Law：藤原 総一郎 
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- Intellectual Property Law：内田 晴康、松田 政行、飯塚 卓也、齋藤 浩貴、

横山 経通、三好 豊、小野寺 良文 

- International Business Transactions：内田 晴康、射手矢 好雄、江口 拓哉 

- Investment and Investment Funds：竹野 康造、三浦 健、下瀬 伸彦 

- Labor and Employment Law：高谷 知佐子 

- Litigation：山岸 良太、金丸 和弘、松井 秀樹、藤原 総一郎、柴田 勝之、   

飛松 純一、眞鍋 佳奈 

- Media and Entertainment Law：松田 政行、山元 裕子、横山 経通 

- Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law：竹野 康造、三浦 健、

中村 聡、棚橋 元、石綿 学 

- Real Estate Law：佐藤 正謙、早川 学、植田 利文、小澤 絵里子、武川 丈士、

石川 直樹、青山 大樹 

- Structured Finance Law：佐藤 正謙、諏訪 昇、植田 利文、小澤 絵里子、

小林 卓泰、武川 丈士 

- Tax Law：増田 晋、大石 篤史 

- Telecommunications Law：内田 晴康、松田 政行、山元 裕子 

- Trade Law：江口 拓哉 

 

 The Asian Lawyer: The Asian Legal Awards にて受賞しました  

2016 年 2 月 23 日に香港で行われた、The Asia Legal Awards にて、当事務所の関

与した Japan Post IPO 案件が IPO of the Year と Securities Deal of the Year を受賞

しました。 

 

 増島 雅和 弁護士が経済産業省「ブロックチェーン検討会」委員に就任しました 

 

 

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


