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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 4 月号（第 28 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：均等侵害に関する知財高裁大合議事件判決 

   

知財高裁は、2016 年 3 月 25 日に、「ビタミン D およびステロイド誘導体の合成用中

間体およびその製造方法」に関する特許権について、均等侵害を認めました。 

特許権の侵害は、特許請求の範囲の構成要件の全部を充足しなければ成立しないのが

原則です。もっとも、当該特許権の特許請求の範囲の構成要件の一部を充足しない場合

でも、例外的に、ボールスプライン事件 高裁判決の示した 5 要件を充足する場合には、

均等侵害が認められ、特許権侵害が成立します。 

化学分野においては、従前、均等侵害が認められにくいとされてきましたが、同事件

は、化学分野において知財高裁が大合議事件として審理し均等侵害を認めたことで注目

されています。 



 
 

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. 

 
 

第 1 要件（要件非充足部分が非本質的部分であること）については、特許発明におけ

る本質的部分とは、「当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られ

ない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である」ものとし、特許請求の範囲に記載

された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けるというような手法は採用しな

いことが明らかにされました。また、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大き

いと評価される場合や明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されてい

るところが不十分な場合の非本質的部分の認定の広狭に関する考え方も示されました。 

第 5 要件（意識的除外等の特段の事情がないこと）については、特許請求の範囲に記

載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することので

きる特許請求の範囲外の他の構成があり、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到

することができたにもかかわらず、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しな

かったことが「特段の事情」にあたるかどうかという論点について判断が示されました。

同判決は、原則として、「特段の事情」にはあたらないとの判断を示しました。もっと

も、例外的に、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲

に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外

形的にみて認められるとき（例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明

を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許

請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき）には、「特段の事情」にあた

るものとしました。 

同判決の判断を踏まえて、今後、特許侵害訴訟において均等侵害の活用がより一層図

られることが想定され、今後の判決の動向の注視が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：流通・取引慣行ガイドラインの改正案の公表 

 

2016 年 3 月 28 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 2016 年 4 月 26 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、改正が行われる予定です。 

今回の改正は、流通取引において市場閉鎖や価格維持のおそれがある場合に違反とし

ていた行為について、セーフ・ハーバー基準を改正するものです。2015 年 6 月 16 日の

規制改革会議による第 3 次答申において現行のガイドラインにおけるセーフ・ハーバー

基準の適用範囲が狭く事業者の予見可能性に貢献していないとの指摘があり、それを受

けた対応です。 

具体的には、従来、①取引先事業者に対する自己の競争者との取引の制限、②流通業
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者の競争品の取扱いに関する制限、③流通業者に販売地域を割り当て、地域外での販売

を制限すること（厳格な地域制限）について、従来は、市場シェア 10%未満かつ上位 4

位以下である事業者が行う場合には通常問題とならないとされていましたが、改正案で

は、これを市場シェア 20%以下に引き上げました。これにより、今後は市場における順

位が 3 位以内であっても、市場シェアが 20%以下であれば、セーフ・ハーバーが適用

されます（なお、市場シェアが 20%を超える場合であっても、直ちに事業者の行為が違

法とされるのではなく、違法か否かは事業者の行為による競争への影響が検討された上

で判断されます。）。 

このように、今回の改正案は、セーフ・ハーバーの基準を市場シェアに一本化し、か

つ基準となるシェアを引き上げるものであり、事業者の立場からは歓迎すべきものと考

えられ、パブリックコメントの結果に基づく改正の動向が注目されます。 

     
 
 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：2016 年 4 月から開始される電気事業に 
関する新制度の概要 

 

本年 4 月 1 日、電力システム改革第二弾としての改正電気事業法（「改正法」）がいよ

いよ施行となり、電力小売りの全面自由化が開始されました。 

また、これに伴い、電気事業は発電・送配電・小売の事業区分に応じた規制体系へと

移行し、発電事業には届出制が導入されました。これにより従来規制の対象外であった

発電事業についても、「電気事業法第 2 条第 1 項第 14 号の要件等を定める省令」1 条に

定める要件に該当する場合には、発電事業者として電気事業法の規制を受け、一般送配

電事業者との間で発電量供給契約を締結し（※1）、計画値同時同量制度の下での発電計

画等の提出（※1）や改正法 29 条に基づく供給計画の提出等を求められることとなりま

す。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（「再エネ特

措法」）に基づき再生可能エネルギー電気の売電事業を行っている特定供給者を含め、

改正法の施行時に既に発電事業を行っている事業者については、「仮発電事業者」の地

位に置かれ、引き続き発電事業を営むには、広域機関に加入申請の上、本年 6 月末日ま

でに届出を行う必要があります（改正法附則 8 条 3 項、6 項）ので、ご留意ください。 

加えて、上記電気事業法の改正に合わせ、再エネ特措法施行規則の改正も施行されま

した。同改正により①特定契約の応諾義務の例外、②接続契約の応諾義務の例外、③交

付金の額の算定方法、④回避可能費用の算定方法等の点について新制度がスタートしま

した。特に④の回避可能費用の算定方法の変更は、いわゆるプレミアム価格での再生可
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能エネルギー電気の買取実務に大きな影響を与えるものと思われます。 

その他、電力取引監視等委員会の所掌事務にガス事業法及び熱供給事業法に関する事

務が追加され、名称が「電力・ガス取引監視等委員会」に変更される等、エネルギー業

界に大きな影響を与える新制度がスタートしています。 

（※1）いわゆる FIT 特例の適用を受ける再エネ特措法上の特定供給者は除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：同一労働同一賃金の議論始まる 
 

厚生労働省は同一労働同一賃金に向けた検討会を立上げ、第一回会合が 2016 年 3 月

23 日に開催されました。同検討会は、一億総活躍国民会議において、同一労働同一賃

金の実現に向け、安倍首相が「わが国の雇用慣行には十分に留意しつつ、同時に躊躇な

く法改正の準備を進める」旨、また、「どのような賃金さが正当でないと認められるの

かについては、政府としても、早期にガイドラインを制定していく」旨指示したことに

基づき、具体的方策について検討するために開催されるものです。 

同検討会のメンバーは、学識経験者 5名と企業の研究員 2名により構成されています。

また、同検討会では、①EU 諸国における制度の現状と運用状況（裁判例等）、②日本の

制度の現状と課題、日本企業の賃金の実態と課題、③日本と EU における雇用形態間の

賃金格差に影響を与える諸条件の違い、④ガイドラインの策定、必要な法的見直し等に

向けた考え方の整理等を中心に検討を行うとされています。 

議論はまだ始まったばかりですが、政府としてはこの検討を踏まえて来年度の通常国

会には必要な法改正のための法案を提出し、また、どのような場合が同一労働同一賃金

に違反するといえるかについてのガイドラインを策定したいと考えているようです。そ

の内容次第ではあるものの、同一労働同一賃金をめざす法案やガイドラインが成立し施

行された場合には、企業における賃金政策・制度設計に大きなインパクトを与える可能

性があります。今後の議論の方向を十分に注視していく必要があるといえます。 
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6. 会社法：2016 年 6 月総会に向けた留意点 
 

3 月末を決算期とする会社においては、現在、6 月総会に向けた準備が進められてい

ることかと思います。 

この点、昨年 5 月 1 日に施行された改正会社法との関係では、事業報告において、内

部統制システムの運用状況の概要（会社法施行規則 118 条 2 号）、特定完全子会社に関

する事項（同条 4 号）、親会社等との取引に関する事項（同条 5 号）、監査役等が会計監

査人の報酬等の額に同意した理由（同 126 条 2 号）等の記載が必要となることに留意が

必要です。 

また、昨年 6 月 1 日に施行されたコーポレートガバナンス・コードとの関係では、想

定問答の内容が開示済み又は開示予定のコーポレートガバナンス報告書の内容と合致

しているかを確認するとともに、役員の兼任状況や個別の選任理由を招集通知で開示す

ることとしている会社については、招集通知においてこの点に関する対応を行うことが

必要になるかと思います。 

なお、昨年の定時株主総会において、改正会社法により新設された監査等委員会設置

会社へ移行した会社については、移行後、 初の定時株主総会となることから、監査等

委員以外の取締役の選解任及び報酬等に関する監査等委員会の意見（会社法 342 条の 2

第 4 項、361 条 6 項）について、招集通知への記載やシナリオへの追加を行うか、とい

った点に関する検討も必要になります。 
 

 

 

 

 

 

 

7. 一般民事①：消費者契約法及び特定商取引法の各改正案の 

閣議決定・国会提出 

 

政府は、2016 年 3 月 4 日、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応

して、消費者の利益の擁護を図り、あるいは、特定商取引における取引の公正及び購入

者等の利益の保護を図るため、消費者契約法及び特定商取引に関する法律（「特定商取

引法」）の各一部を改正する法律案を閣議決定し、同日、国会に提出しました（消費者

庁ウェブサイト http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html#main）。政府は、今国会

の会期内での成立を目指すとしており、成立すれば来年中にも施行される見通しです。 

消費者契約法の改正案は、消費者と事業者との間の情報・交渉力格差に鑑み、消費者

による契約取消権を強化する（①通常想定される分量を著しく超える内容の契約を取消

事由に追加、②事業者が説明すべき重要事項の範囲を拡大、③行使期間を 6 ヶ月間から

1 年間に伸長）とともに、無効とする消費者契約の条項の類型として、事業者の債務不
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履行等の場合でも消費者の解除権を放棄させる条項を追加すること等を内容としてい

ます。 

特定商取引法の改正案は、事業者による不公正な勧誘行為等の取り締まり強化のため、

業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務について一定

の期間は新たな業務の開始等を禁止できるようにする新たな規制を導入する他、悪質事

業者に対する規制を強化する（①業務停止期間の伸長、②行政調査権限の強化、③罰金

の上限を 300 万円以下から 1 億円以下に増額する等の刑事罰の強化等）とともに、電話

勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の申込みの撤

回等の制度の創設等を内容としています。 

いずれの改正内容も BtoC 事業を営む事業者の事業活動に影響を与えるものであり、

特に消費者契約法の改正は BtoC 事業を営むすべての事業者に影響するものであるため、

改正内容を見据えて、営業活動に係わるマニュアル、約款等の見直しをすることが必要

といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

8. 一般民事②：企業による農業参入を促進する改正農地法が 
施行される 

 

日本の農業は、これまでも食料自給率の低下、農業総産出額の減少、農業人口の減少・

高齢化・後継者不足、耕作放棄地の増加による弱体化が指摘されていたところに、今般

の TPP 協定の締結による更なる貿易自由化の進展等による影響も予想される等、大き

な転換期を迎えています。このため、日本の農業の抜本的な体質の強化は喫緊の課題で

あり、平成 23 年 6 月閣議決定の「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」においても「農林

水産業を成長産業にする」ことが政策目標として掲げられました。 

このような状況下、2016 年 4 月 1 日、農地法について、農地を所有できる法人の要

件を緩和する内容の改正法が施行されました。具体的には、①役員の農作業従事要件に

ついて、役員の過半数が農作業に従事する必要があったものを役員又は重要な使用人の

うち 1 人以上の者が農作業に従事すれば足りることとされ、②議決権要件について、農

業者以外の者の議決権が原則として総議決権の 4分の 1以下の必要があったものを総議

決権の 2 分の 1 未満まで認めることとされました。併せて、農地を所有できる法人の呼

称について、これまでの「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されました。 

農林水産業の成長産業化を目指す施策のうちで も重要な施策は 6 次産業化（1 次産

業としての農林水産業、2 次産業としての製造加工業、3 次産業としての小売業、サー
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ビス業を掛け合わせて総合的かつ一体的な 6 次産業を創出しようとする取組み）といえ

ます。今般の農地法の改正は 6 次産業化を促進するためのものであり、農地を所有する

形態での企業による農業参入を拡大し、農地を所有する法人に対する金融機関、ファン

ド等による投資を促進する効果等が期待されています。 

 

 

 

 

 

9. M&A：株式取得価格決定申立てに関する裁判例（取得価格が 0 円と 
認定された事例） 

 

2015 年 12 月 24 日、大阪地裁は、債務超過の株式会社が、私的整理を進めるため、

全部取得条項付種類株式を利用したスクイーズアウトを実施したことに対して、当該会

社の株主が全部取得条項付種類株式の取得価格の決定の申立て（会社法 172 条）を行っ

た事案において、株式の取得価格を 1 株につき 0 円とする旨の決定をしました。 

大阪地裁は、当該会社が、①継続的に債務超過状態となっており、直近でも多額の債

務超過状態にあること、②債務を減少させるために事業用資産等の売却を進め、売上高

が大幅に減少していたこと、③近時に清算を予定していたこと等を認定し、多額の債務

超過状態にあって、今後の事業展開によっても利益を上げることが困難な状態であった

として、当該スクイーズアウトが実施されなかったのであれば有していたであろう株式

の価格は 0 円であるとしました。また、当該会社は、別途の事業を営む子会社の全株式

を保有していたものの、当該子会社の株式は金融機関のために第一順位の質権が設定さ

れ、その株式価値はすべて金融機関に把握されていたことから、大阪地裁は、当該会社

の株式価格の算定において、保有する子会社株式を積極的に評価することはできないも

のとしました。 

株式の価格決定申立てにおいて取得価格を 0 円とした稀な事例であり、倒産処理に当

たっていわゆる 100％減資を行う場合等の参考になると思われます。 
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10. ファイナンス・ディスクロージャー：IOSCO による「証券市場の 

リスク・アウトルック 2016」 
の公表 

 

2016 年 3 月 2 日、証券監督者国際機構（IOSCO）は、「Securities Markets Risk Outlook 

2016」（証券市場のリスク・アウトルック 2016。「本報告書」）を公表しました。 

IOSCO は、投資者保護や監督に係る情報交換・協力等を目的とする、世界各国・地

域の証券監督当局、証券取引所等から構成される国際機関です。本報告書は、金融の安

定、投資家保護及び市場の効率性に対する潜在的なリスク等について検証したものです。 

本報告書で示されている潜在的なリスク領域は、①将来の市場ストレス期における社

債流通市場の耐性、②担保付金融取引に伴うリスクの移転や集中等、③一般投資者向け

金融商品やサービスに係る不適正販売行為等の有害行為、④サイバー攻撃の脅威、に大

別されます。 

事業会社による国内外の証券投資においても上記のリスクは理解しておく必要があ

りますし、金融庁も、本報告書で示された証券市場の潜在的なリスクを念頭に資本市場

のルール作りや監視を行うことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 
 
 

11. 税務：職務発明制度に係る特許法の改正に伴う税務上の取扱い 
 

特許法の下では、従業者が職務発明をした場合であって、勤務規則等の定めにより会

社がその特許を受ける権利を承継した場合には、当該従業者は「相当の対価」の支払を

受ける権利を有するものとされていました。これを受け社内規則等で職務発明に関する

特許権等を会社が承継する場合の報奨金等を定めている場合があります。このような報

奨金等を受領した従業者の所得税に関し、所得税基本通達は、当該報奨金が承継に際し

一時的に支払いを受けるものであるときは譲渡所得、承継を受けた後において支払を受

けるものは雑所得に区分するものとされています。これは、従業者に帰属した特許を受

ける権利が会社に移転するとの特許法上の考え方を前提にしています。 

しかし、平成 27 年度特許法の改正（2016 年 4 月 1 日施行）では、職務発明につき、

勤務規則等に定めることによって、会社がはじめから特許を受ける権利を取得すること

が認められるようになりました。この場合、従業者は会社に対して「相当の利益」を受

ける権利を有するとされており、従前と同様報奨金等が支払われることになります。も

っとも、この場合、従業者から会社に対する特許を受ける権利の移転がないため、現在
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の取扱いのように、当該報奨金等を譲渡所得として整理することは難しいように思われ

ます。現時点において、当該報奨金等の所得区分については、給与所得になるとの見解

や雑所得になるとの見解が存在し、いまだ確立した見解が存在しません。所得区分によ

って源泉徴収の要否等が異なることになるため、今後の議論を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア：フィリピンにおける企業結合規制に関する 
暫定的通達 

 

2015 年 8 月 8 日から施行されているフィリピン競争法においては、取引価額が 10

億ペソ（現在の為替レートで約 24 億円）を超える合併や会社等の買収（「合併等」）を

行う場合、フィリピン競争委員会に対する 30 日前の事前通知が必要とされております。

この度、フィリピン競争委員会は、2016年2月12日及び同月16日に通達（Memorandum 

Circular No.16-001 及び No.16-002, Series of 2016）を発し、当該事前通知に関してガ

イドライン等が制定されるまでの暫定的な取扱いを定めました。通達の効力発生日は

2016 年 3 月 8 日とされています。 

 

① 2015 年 8 月 8 日から 2016 年 3 月 8 日までに合併等の契約が締結等される場合 

フィリピン競争法施行日（2015 年 8 月 8 日）から通達の効力発生日（2016 年 3 月 8

日）より前に合併等の契約が締結等された場合については、事前通知義務が免除されま

す。 

 

② 2016 年 3 月 8 日からガイドライン等の効力発生日までに合併等の契約が締結等さ

れる場合 

通達の効力発生日（2016 年 3 月 8 日）から今後制定される予定のガイドライン等の

効力発生日までに合併等の契約が締結等される場合については、以下の情報を記載した

通知をフィリピン競争委員会に対して行うことが必要となります。なお、合併等の当事

者の一部がフィリピン証券取引所における上場会社の場合、①フィリピン証券取引所に

おける開示等が行われるときには合併等の契約が締結される前に、②フィリピン証券取

引所における開示等が行われないときには合併等が行われた次営業日に通知を行う必

要があります。 
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- 合併等の当事者 

- 当事者の代表者の氏名及び連絡先 

- 当事者の事業の概要 

- 合併等の種類（合併又は買収の別） 

- 対価の価額 

- 重要な取引条件 

- 合併等のスケジュール 

 

上記の通知がフィリピン競争委員会に対して行われた場合、フィリピン競争委員会は

これを承認したものとみなされます。これに対し、当該通知が行われなかった場合、合

併等は無効とされ、また、合併等の価額の 1%から 5%に相当する額の課徴金が当事者

に対して課されることになります。 

なお、上記でご紹介した通達は、ガイドライン等が制定されるまでの暫定的な取扱い

を定めたものに過ぎないため、実際にフィリピンで合併等を行う際には、その時点で有

効な通達やガイドライン等をチェックする必要がある点にご留意ください。 

 

 

 

 
 

 

 

13. ロシア：競争法改正 

 

2016 年 1 月 5 日、ロシア連邦において、競争法の改正法が施行されました。今回の

改正は第 4 次の大規模な改正となっており、主な改正点は下記のとおりです。 
 

① 企業結合規制 

合弁契約に係る事前届出手続の導入 

改正法のもとでは、競合者間での合弁契約はすべて、それがロシア連邦内において共

同での行為を行うためのものであれば、下記のいずれかを満たす限り、連邦反独占庁

（FAS）による事前承認が義務付けられることとなりました。 

(i) 契約当事者となる企業ら及びそれらのグループ会社らの、貸借対照表に記載され

た資産の合計価額が、全世界を基準として 70 億ルーブルを超える場合 

(ii) 契約当事者となる企業ら及びそれらのグループ会社らの、契約締結の直前の暦年

における収益の合計価額が、全世界を基準として 100 億ルーブルを超える場合 

なお、上記の承認を経ている合弁契約については、別途カルテルに係る規制の適用を

受けることはないとされています。そのため、FAS では、上記の基準を満たさない合弁

契約であっても、当該合弁契約が別途カルテルに係る規制の適用を受けないことを明確
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にする目的で、当事会社が任意に届出を行うことを認めています。 
 
一定のシェアを有する企業に係る登録手続の廃止 
従前は、一定の製品に係る市場シェアが 35%超の企業は、FAS に対し登録を行うこ

とが義務付けられており、また、企業結合の当事会社や、当事会社のいずれかのグルー

プ会社が、かかる登録を行って会社である場合には、当該企業結合は FAS の事前承認

を受けなければならないこととされていました。改正法のもとではこの登録手続きは廃

止され、FAS の事前承認なく行いうる企業結合の範囲が拡大することとなりました。 
 
② 競争制限的な合意等 
カルテルの範囲の拡大 
今回の改正により、カルテルの定義において、物の供給者の間における合意だけでは

なく、需要者の間の合意についても含まれることとなりました。 
 
垂直取引の範囲の変更 
垂直取引にかかる契約については、従前は契約対象か否かを問わずいずれかの市場に

おいて取引を行う当事者の合計シェアが 20%を超える場合には規制対象となるかのよ

うな不明確な規定となっておりましたが、今回の改正により、当該契約の対象となる物

に係る市場における合計シェアが 20%を超える場合のみが規制対象とされることが明

確になりました。 
 
その他にも、FAS への届出手続や、FAS での審査手続等の手続面についても種々の

改正がなされています。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『「IPO 法務セミナー」IPO 志向企業が知っておくべき上場準備の 

重要ポイント【第 1 回】『IPO に必要な手続きと準備の基本～上場 

準備開始から上場日に至るまでの法務・実務の重要ポイント～』』 

開催日時  2016 年 4 月 6 日(水) 14:00～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 
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 セミナー  『CG コード適用下における毎年の検討事項と年間スケジュール～ 

株主総会に向けた検討事項と取締役会における毎年の検討事項～』 

開催日時  2016 年 4 月 6 日(水) 9:30～12:00 

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 28 年株主総会の重要トピックと議事運営 終チェック～コー 

ポレートガバナンス・コード対応を踏まえた見直すべきポイントを整 

理する～』 

開催日時  2016 年 4 月 11 日(月) 13:30～16:30   

講師    奥山 健志   

主催    株式会社商事法務    

 

 セミナー  『監査等委員会設置会社への移行実務と移行時・移行後の株主総会』 

開催日時  2016 年 4 月 11 日(月) 13:00～16:00     

講師    太子堂 厚子    

主催    株式会社金融財務研究会    

 

 セミナー  『改正会社法及び CGC 適用下における定時株主総会での想定質問作 

成・回答 第 1 回』 

開催日時  2016 年 4 月 12 日(火) 9:30～12:30   

講師    奥山 健志   

主催    株式会社プロネクサス   

 

 セミナー  『モバイルビジネス講座 法務・知財編 「コンテンツビジネス関連 

法律」』 

開催日時  2016 年 4 月 19 日(火) 13:00～17:00   

講師    飯田 耕一郎   

主催    一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)   

 

 セミナー  『ドローンの活用と法的留意点』 

開催日時  2016 年 4 月 19 日(火) 13:30～16:00      

講師    戸嶋 浩二、林 浩美  

主催    株式会社日本ナレッジセンター    

 

 セミナー  『仮想通貨と『ブロックチェーン』ビジネス応用の 先端～仮想通貨 

法、FinTech 戦略の真打ちブロックチェーンと残された課題～』 

開催日時  2016 年 4 月 19 日(火) 15:00～17:00    
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講師    増島 雅和  

主催    株式会社新社会システム総合研究所    

  

 セミナー  『平成 28 年度 下請法入門講座』 

開催日時  2016 年 4 月 20 日(水) 13:00～17:00   

講師    池田 毅  

主催    公益財団法人公正取引協会   

 

 セミナー  『改めて問われる「企業統治(コーポレート・ガバナンス)」の基本 

と実践』 

開催日時  2016 年 4 月 20 日(水) 13:00～17:00   

講師    内田 修平 

主催    みずほ総合研究所株式会社 

 

 セミナー  『企業法務／税務担当者・弁護士・税理士のための契約書実務におけ 

る税務上のポイント』 

開催日時  2016 年 4 月 20 日(水) 13:30～16:30   

講師    大石 篤史 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『 新動向を踏まえたアクティビスト株主対策－事前準備から対立局 

面における対応まで－』 

開催日時  2016 年 4 月 22 日(金) 13:30～16:30   

講師    松下 憲   

主催    金融ファクシミリ新聞社    

 

 セミナー  『コーポレートガバナンス・コードへの対応と見直しのポイント～適 

用開始後の留意事項を踏まえた具体的な運用の検討～』 

開催日時  2016 年 4 月 25 日(月) 13:30～16:30  

講師    内田 修平、髙田 洋輔   

主催    株式会社商事法務   

 

 セミナー  『平成 28 年株主総会の動向と監査役の留意点』 

開催日時  A 日程：2016 年 4 月 26 日(火) 15:00～16:30 

       B 日程：2016 年 4 月 27 日(水) 15:00～16:30   

講師    奥山 健志    

主催    公益社団法人日本監査役協会   
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 セミナー  『ニコニコ超会議 2016 ～TPP 導入でぼくたちの創作活動はどうなる 

      ～』 

開催日時  2016 年 4 月 29 日(金) 14:00～15:30   

講師    池村 聡    

主催    ニコニコ超会議実行委員会、日本ネットクリエイター協会   

 

 

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

 本   『投資信託・投資法人の法務』(2016 年 3 月 4 日刊) 

出版社   株式会社商事法務   

著者   三浦 健、藤津 康彦、尾本 太郎、大西 信治、廣本 文晴、玄場 光浩、         

塙 晋、佐伯 優仁、宇田川 法也、矢田 悠、天野 園子、白川 剛士、 

繁多 行成、宮島 聡子、石橋 誠之、武内 香奈、青山 正幸、 

中条 咲耶子、中野 恵太、江橋 翔、尾登 亮介、竹岡 裕介、 

山本 義人   

 

 本   『2015 年派遣法改正と実務対応 労働事件ハンドブック 2016 追補』 

(2016 年 2 月 2 日刊) 

出版社   第二東京弁護士会 労働問題検討委員会   

著者   高谷 知佐子、宇賀神 崇 

 

 本   『The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2016』 

(2016 年 2 月 15 日刊) 

出版社   Global Legal Group Ltd  

著者   丸茂 彰、林 浩美   

 

 本   『Global Practice Guides Merger Control 2016』(2016 年刊) 

出版社   Chambers & Partners   

著者   伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、池田 毅、加賀美 有人(共著) 

 

 論文    「TPP を見据えた日本の農業・農業関連ビジネスに係わる法制度(上)」 

「TPP を見据えた日本の農業・農業関連ビジネスに係わる法制度(下)」 

掲載誌   NBL No. 1067 (上) 

            NBL No. 1069 (下) 

著者     早川 学   
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 論文   「個別合意または労働協約による退職金規程の不利益変更を無効とし 

た 高裁判決」 

掲載誌   NBL No.1070 

著者   荒井 太一 

 

 論文   「インフラファンドをめぐる議論の整理」 

掲載誌   金融法務事情 2036 号 

著者   佐藤 正謙     

 

 論文   「TPP と知的財産」 

掲載誌   企業会計 Vol.68 No.4 

著者   池村 聡   

 

 論文   「FinTech の正体ー有識者がフィンテックを徹底評価」 

掲載誌   週刊ダイヤモンド 第 104 巻 11 号 

著者   増島 雅和   

 

 座談会   「［座談会］現場から見た ASEAN の M&A 成功の条件」 

掲載誌   MARR 258 号 

著者   梅津 英明   

 

 論文   「発電プロジェクトにおける担保法上の論点－民事法と実務の交錯 

－」 

掲載誌   SFJ Journal Vol.12 

著者        佐藤 正謙、小林 卓泰、村上 祐亮 

 

 論文   「課徴金導入後の景品表示法に関する企業実務のポイント」 

掲載誌   月刊公正取引 No. 785 

著者   池田 毅    

 

 論文   「電力の小売り営業に関する指針案をひもとく③算定の根拠が求めら 

れる電源構成開示」 

掲載誌   月刊エネルギーフォーラム No.735 

著者   市村 拓斗 

 

 論文   「「二次創作」と「著作権」にまつわるエトセトラ 」 

掲載誌   月刊コピライト 

著者   池村 聡   
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 論文   「電力小売りビジネスにあたって必ず押さえておきたい法的観点」 

掲載誌   研究開発リーダー Vol.12 No.11、2016 

著者   市村 拓斗   

 

 論文   「Private equity in Japan: market and regulatory overview」 

掲載誌   Practical Law Company 

著者   棚橋 元、内田 修平、酒井 真、塩田 尚也、田中 光江   

 

 論文   「Doing business in Japan」(Country Q&A Jurisdiction: Japan) 

掲載誌   Practical Law Company 

著者   関口 健一、東 陽介、小山 浩   

 

 論文   「Governmental control and the role of law in China」 

掲載誌   China Working Group News/Newsletter of the International Bar  

Association Legal Practice Division No.1 Vol.1 

著者        射手矢 好雄 

 

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

 Chambers Global 2016 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 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、26 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

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】 

JAPAN 

- Banking & Finance (Band 1) 

- Banking & Finance: Financial Services Regulation 

- Capital Market (Band 1) 

- Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

- Capital Markets: J-REITs 

- Capital Markets: Foreign Expertise – Myanmar 

- Capital Markets: Expertise Based Abroad - Singapore 

- Corporate/M&A (Band 1) 

- Corporate/M&A: Foreign Expertise - China 

- Dispute Resolution (Band 2) 

- Dispute Resolution: Foreign Expertise - China 

- Intellectual Property (Band 2) 

- Intellectual Property: Foreign Expertise - China 
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CHINA 

- Corporate/M&A - International Firms: Expertise Based Abroad - Japan 

 

Myanmar 

- General Business Law - International Firms (Band 3) 

 

【選出された弁護士一覧】 

JAPAN 

- 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 

- Capital Markets : Foreign Expertise - Myanmar:中村 聡 

- Capital Markets: Expertise Based Abroad - Singapore:トニー・グランディ 

- 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 

- Corporate/M&A: Foreign Expertise – China:射手矢 好雄、石本 茂彦、康 石 

- Dispute Resolution:関戸 麦、飛松 純一 

- Dispute Resolution: Foreign Expertise - China:射手矢 好雄 

- Intellectual Property:三好 豊  

- Intellectual Property:Foreign Expertise - China:小野寺 良文 

CHINA 

- Corporate/M&A - International Firms: Experts Based Abroad – Japan:射手

矢 好雄、石本 茂彦、康 石 

 

 2015 年度トムソン・ロイター「DEALWATCH AWARDS」の受賞案件に関与しまし

た 

2015 年度のトムソン・ロイター「DEALWATCH AWARDS」が発表され、当事務所

が関与した以下の 5 件がそれぞれ受賞いたしました。 

 

・当事務所は、日本郵政グループ 3 社によるグローバル IPO 案件に売出人及び発

行会社側で関与しており、トムソン・ロイターの DEALWATCH AWARDS 2015 に

おいて、日本郵政グループ 3 社は Issuer of the Year を受賞、案件は IPO of the Year

を受賞しました。 
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・当事務所が発行会社側で関与した、三菱商事株式会社によるハイブリッド社債(劣

後特約付社債)案件がトムソン・ロイターのDEALWATCH AWARDS 2015において、

Innovative Debt Deal of the Year を受賞いたしました。 

 

・当事務所が発行会社側で関与した、ユニ・チャーム株式会社による 2020 年満期

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債案件がトムソン・ロイターのDEALWATCH 

AWARDS 2015 において、Equity-linked Product of the Year を受賞いたしました。 

 

・当事務所は、楽天株式会社によるグローバル PO 案件に引受証券会社側で関与し

ており、トムソン・ロイターの DEALWATCH AWARDS 2015 において、楽天株式

会社は Equity Issuer of the Year を受賞いたしました。 

 

・当事務所が他の事務所とともに発行会社側で関与した、トヨタ自動車株式会社に

よる AA 型種類株式の公募案件がトムソン・ロイターの DEALWATCH AWARDS 

2015 において、Innovative Equity Deal of the Year を受賞いたしました。 

 

 Asian-MENA Counsel 誌の DEALS OF THE YEAR 2015 において DEALS OF THE 

YEAR に選ばれました 

 

Pacific Business Press 発行の Asian-MENA Counsel 誌による " DEALS OF THE 

YEAR 2015" において、当事務所の関与した 3 案件が DEALS OF THE YEAR に選

ばれました。 

 

・Johnson Controls and Hitachi Global Air Conditioning Joint Venture 

・Concurrent IPOs of Japan Post Holdings 

・ITOCHU Corporation’s investment into CITIC Limited Deal 

 

 間所 光洋 税理士が入所しました 

2016 年 3 月 22 日付で、間所 光洋 税理士が、森・濱田松本法律事務所・MHM 税

理士事務所に加入しました。 

 

間所税理士は、朝日税理士法人において、法人税や所得税等、幅広い税目を取り扱

ってきました。中でも、事業承継／相続対策のプランニングの経験が豊富であり、

株価算定や組織再編のストラクチャーの策定から実行支援まで数多くの案件を担

当してきました。 

 

間所税理士の入所により、株価算定やデュー・ディリジェンス等を含む税務サービ

スを、さらに充実した体制で提供できるように、努めてまいる所存です。 
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 大西 良平 弁護士が入所しました 

大西 良平 弁護士が当事務所に入所いたしました。同弁護士は、検事の経験を持ち、

2004 年 6 月に成立した「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づ

いて、当事務所に参加することとなりました。 

 

 松井 秀樹 弁護士が公益財団法人民事紛争処理研究基金 監事に就任しました 

 

 梅津 英明 弁護士が委員を務めました、独立行政法人中小企業基盤整備機構作成

『中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック』が公表されました 

 

 柴田 勝之 弁護士が第二東京弁護士会 副会長に就任しました 

 

 澤口実 弁護士が東京大学大学院法学政治学研究科客員教授に就任しました 

 

 根本 敏光 弁護士が名古屋大学法科大学院非常勤講師(金融商品取引法)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 


