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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 7 月号（第 31 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：経産省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」

の改訂 
 

経済産業省は、2016 年 6 月 3 日に、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」（「準

則」）の改訂について公表しました。準則は、電子商取引や情報財取引等における取引

当事者の予見可能性を高め、取引の安全を図ることを目的として、民法や知的財産法そ

の他の関係法令に関する法解釈の指針を提示するもので、2002 年に策定されて以降、

法令改正や取引実務の変化、技術の動向等に応じ、随時改訂が重ねられています。 

 昨年 4月以来となる今回の改訂では、12 の論点につき一部改訂が行われるとともに、

新たに 1 つの論点が追加されています。このうち知的財産分野に関係するものとしては、

「ソーシャルメディア事業者の違法情報媒介責任」の改訂（参考裁判例の追加）、「イン

ターネット上の著作物の利用」の改訂（近時の著作権法改正を受けた記述の整理や実例
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の追加等）、「データ集合の利用行為に関する法的取扱い」の改訂（不正競争防止法や個

人情報保護法に関する記述の追加等）等が挙げられる他、新規論点として、「データ消

失時の顧客に対する法的責任」が追加され、クラウドサービス事業者が顧客のデータを

消失した場合の契約上の責任に関する基本的な考え方が示されています。 

 準則に法的拘束力はありませんが、学識経験者や総務省・法務省・文化庁・消費者庁

等の関係省庁、経済界、消費者等の協力の下で作成されたものであり、実務上重要な法

解釈指針として機能していることから、今後も改訂動向には留意する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

経産省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」（平成 28 年 6 月） 
hhttttpp::////wwwwww..mmeettii..ggoo..jjpp//ppoolliiccyy//iitt__ppoolliiccyy//eecc//jjuunnssookkuu..ppddff 

 
 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：フィリピンの企業結合届出制度開始 
 

2016 年 6 月 18 日、フィリピン競争法の施行規則（ Implementing Rules and 

Regulations。以下「IRR」）が効力を発生したことによって、同国における企業結合届

出制度が開始されました。 

IRR は、企業結合（合併、株式・持分の取得、JV の設立を含みます。）が届出基準を

満たす場合、当事会社に、正式契約を締結する前に届出を行うことを義務づけています。

届出義務者は企業結合の全当事会社（被取得会社を含みます。）の最終親会社とされて

います。 

届出基準は、①いずれかの当事会社グループのフィリピン国内の合計売上高又は資産

が 10 億フィリピンペソ（約 21 億 8 千万円）を超え、かつ②取引額が 10 億フィリピン

ペソを超える場合（取引額の考え方については、企業結合の形態に応じて IRR に定めら

れています。）に届出が必要であるとされています。また、株式・持分の取得において

は、35%以上の取得（既に 35%以上保有している場合は、50%以上の取得）が届出の対

象になるとされています。 

1 次審査の期間は 30 日間、2 次審査の期間は 60 日間であり、審査完了まで企業結合

の実行を待つ必要があります。届出懈怠や待機義務違反を行った場合は、企業結合は無

効とみなされる上、取引額の 1～5%の過料が科せられることになります。 

上記のように、届出が必要とされるタイミングが早く、また違反した場合の制裁が重

いため、今後、企業結合の際には、フィリピンでの届出の要否について慎重な検討が必

要になります。 
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4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法施行規則の改正案に関するパ

ブコメ募集開始と「接続契約の締結」要件

の公表 

 

6 月 15 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の一部を改正する省令案」に関する意見募集の概要（「改正案概

要」）を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました（注 1）。また、同省は、6 月

30 日、新認定制度への移行に伴う経過措置（「みなし認定」）等に関する「接続契約の

締結」の要件について、各一般送配電事業者ごとに必要な書面を整理したものを公表し

ました（注 2）。 

「接続契約の締結」の要件は、既存の認定について 2017 年 4 月 1 日以降も新認定制

度における「みなし認定」として有効性を維持するための要件として機能するほか、改

正案概要で新たに示された、太陽光発電に関する運転開始期限（及びこれに伴うパネル

変更に係る調達価格変更ルールの変更）の適用の有無を画する要件としても機能するこ

ととなり（2016 年 8 月 1 日以降に「接続契約の締結」がなされた既存案件については、

上記の運転開始期限及びパネル変更に関する調達価格変更についての新ルールが適用

されます。）、実務に与える影響が非常に大きな点ですので、その内容について十分理解

し、各期限までに必要な対応を検討する必要があります。 

このほか、改正案概要では、みなし認定を受けた事業者は、みなし認定日の 6 ヶ月以

内に「再生可能エネルギー発電事業計画」に相当する書類を提出する必要がある点も明

らかにしており、既存案件における事業者はその対応についても検討が必要となります。 

今回のパブリックコメントに付された改正案概要と、公表された「接続契約の締結」

の要件は、実務に非常に大きな影響を与える内容を含んでおりますので、事業者その他

の関係当事者においては、十分内容を理解し、パブリックコメントの結果にも注目する

必要があります。パブリックコメントは、7 月 14 日まで募集されています。 

 

（注 1） 
hhttttpp::////sseeaarrcchh..ee--ggoovv..ggoo..jjpp//sseerrvvlleett//PPuubblliicc??CCLLAASSSSNNAAMMEE==PPCCMMMMSSTTDDEETTAAIILL&&iidd==662200111166003366&&MMooddee==00  
（注 2） 
hhttttpp::////wwwwww..eenneecchhoo..mmeettii..ggoo..jjpp//ccaatteeggoorryy//ssaavviinngg__aanndd__nneeww//ssaaiieennee//kkaaiittoorrii//lleeggaall__ffiilleennaammee..hhttmmll 
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5. 労働法：改正育児・介護休業法、均等法 
 

本年の通常国会において、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法（「均等法」）の改

正を含んだ法律が成立しました。育児・介護休業法や均等法の施行日は平成 29 年 1 月 1

日とされています。これらの法律の改正内容には、企業に様々な義務を課している部分

があり、今後関連する規程の改正や取扱実務の変更が必要となります。以下では、各改

正内容について、簡単に説明致します。 

(1)  介護休業に関する改正内容 

① 介護休業の対象となる有期雇用労働者の範囲拡大 

事業主に引き続き雇用された期間が過去 1 年以上あり、93 日経過日から 6 ヶ月

経過する日までの間に、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、

更新後のもの）が満了することが明らかでない者（現行では、「雇用継続の見込

みがあること」） 

② 介護休業を分割して取得可能へ（原則 1 回⇒3 回へ） 

対象家族 1 人につき通算 93 日まで、3 回を上限として介護休業の分割取得が可

能（現行は、原則 1 回に限り、93 日まで） 

③ 介護をする従業員について、所定労働時間の短縮等の勤務措置の期間延長（介

護休業との通算廃止の上 93 日⇒開始から 3 年間） 

介護休業とは別に、利用開始から 3 年の間で 2 回以上の利用が可能（現行は、

介護休業と通算して 93 日。） 

④ 介護をする従業員について、所定外労働の免除（＝残業をさせない） 

介護終了までの期間について請求可（現行では定めなし） 

⑤ 介護休暇の取得単位の変更（暦日単位⇒半日単位） 

半日単位の取得可（現行では 1 日単位のみ） 

 

(2)  育児休業に関する改正内容 

① 子の監護休暇の取得単位の変更（暦日単位⇒半日単位） 

② 育児休業の対象となる有期雇用労働者の範囲拡大 

事業主に引き続き雇用された期間が過去 1 年以上あり、子が 1 歳 6 ヶ月になる

までの間に、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後の

もの）が満了することが明らかでないもの（現行は、1 歳以降も雇用継続の見

込みがあること） 

③ 育児休業制度等の対象の拡大 

弁弁護護士士  小小林林  卓卓泰泰  
 0033--55222233--77776688  
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特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等、法律上

の親子関係に準じるといえるような関係にある子（現行は、法律上の親子関係

である実子・養子） 

 

(3)  均等法に関する改正内容 

上司・同僚等が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする

就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置（※）を講じなければなら

ないとされました。 

※労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の内容が想定されており、今後発表

される指針において具体的に示される予定です。 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法：2016 年 6 月総会を振り返って 
 

2016 年 6 月総会については、6 月 29 日（水）が集中日でしたが、東京証券取引所の

調査によれば、同日に定時株主総会を開催した上場企業は、32.23%と昨年の 41.35%を

大きく下回る結果となりました。コーポレートガバナンス・コードにおいて株主総会に

関する日程の適切な設定が求められていることや、7 月総会に関する議論が活発化しつ

つあることも踏まえると、今後も株主総会の開催日についてはさらなる分散化が進むこ

とも予測されます。 

また、機関設計については、昨年の会社法改正やコーポレートガバナンス・コードの

施行等を受け、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社へ移行する企業が増加し

ており、後者の例として、三菱地所などが、6 月総会において指名委員会等設置会社へ

の移行に係る定款変更を行いました。監査等委員会設置会社については、米国の議決権

行使助言会社である ISSが今後社外取締役 4名以上の選任を求めていくこととなる可能

性も報道されており、今後の動向が注目されます。 

さらに、前号でお伝えしたリストリクテッド・ストックを導入する企業も複数あり、

三菱地所、横河電機、市光工業、フォーバルなどが、6 月総会（又は 6 月総会後の報酬

委員会）において報酬等に係る決定を行いました。役員報酬制度については、投資家の

注目も高く、今後、リストリクテッド・ストックの導入を検討している企業においては、

上記各企業における実務上の運用が注目されるところかと思います。 
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7. 一般民事：「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書 
 

外国人観光客の宿泊需要への対応等の観光立国推進の観点あるいは空き家の有効活

用等の地域活性化の観点から、住宅を利用した宿泊サービス（いわゆる民泊）の活用へ

の期待が強まる中、2016 年 6 月 20 日、厚生労働省と観光庁が共催する「『民泊サービ

ス』のあり方に関する検討会」は、最終報告書をまとめました。政府は、最終報告書の

内容を踏まえ、今年度中に関連法案を提出する予定です。 

現行法の下では、自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても「宿泊料を受け

て人を宿泊させる営業」である限り「旅館業」に該当するため、民泊は原則として旅館

業法上の許可を得て行う必要があります。これに対し、最終報告書は、「一定の要件」

の範囲内で行われる住宅を活用した宿泊サービス（民泊サービス）を、既存の制度（旅

館業法の許可制度）とは別に、届出で足りる新制度として整備することが適当と提言し

ました。「一定の要件」の内容として、年間提供日数に上限（180 日以下とされるが、

具体的日数は未定。）を設定することが検討されています（但し、この上限日数の問題

については、民泊サービスの推進派からは 180 日以下では事業収支が合わなくなるとの

懸念が、消極派からは長すぎると旅館業との区別が曖昧になる等の批判がそれぞれ表明

されている状況です。）。 

新制度のもとで民泊サービスが許可制から届出制に規制緩和されるといっても、法規

制がなくなるわけではなく、民泊サービスを 2 つの類型－すなわち、①同サービスの提

供者（家主）が住宅内に居住しながら住宅の一部を利用者に利用させる「家主居住型」、

②家主が不在の住宅を利用者に利用させる「家主不在型」－に区分し、各類型に相応し

い規制が想定されています（例えば、①「家主居住型」では、家主が遵守すべき義務が

法律で定められ、当該義務違反に対して、事後的に行政指導、行政処分、刑事処分がさ

れ得ることになり、②「家主不在型」では、行政庁に登録された「管理者」に管理を委

託させることが義務付けられ、この管理者が家主居住型では家主が負担する義務を負担

します。）。この他、新制度のもとでは、民泊サービスの仲介事業者にも登録制が導入さ

れ、取引条件の説明義務や行政当局への情報提供義務等を課すことが検討されています。 

民泊サービスについては、国家戦略特区に限定した規制緩和が既に実現しています

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/info/info_ryokangyouhou.html）。宿泊

施設に対する法規制としては、容積率緩和制度の創設に係る国土交通省からの通知の発

出などもされています（http://www.mlit.go.jp/common/001134569.pdf）。今後とも、民

泊に係わる事業者は、規制や制度の改正の動向や内容を正しく理解し、これらを正しく

活用することが大切です。 
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8. M&A：株式取得価格決定申立てに関する裁判例（事後市場株価補

正が否定された事例） 
 

2016 年 3 月 28 日、東京高裁は、親会社が子会社を完全子会社化する取引の一環とし

て、子会社の株式の公開買付け後に引き続き実施された全部取得条項付種類株式を利用

したスクイーズアウトに対して、子会社の株主が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、取得価格は公開買付価格と同額に定める旨の決定をしまし

た。 

当該事案においては、事案公表後に株式市場全体の大幅な株価上昇がみられ、原審（東

京地裁）では取得価格の算定において公表後の市場株価の変動を考慮した補正（事後市

場株価補正）が行われていました。これに対し、東京高裁は、事後市場株価補正の要否

については、①一連の取引が不公正な手続きによって行われた場合等で、裁判所が決定

すべき取得価格の中に少数株主の利益への不当な侵害に対する損害補填の趣旨が含ま

れるような事案においては、損害の完全な補填の観点から、後発的事情も考慮に入れて

事後市場株価補正を行うことが相当な場合もありえるものの、②当該事案のように公正

な手続きにより価格が設定されていたと認められる場合には、取引の行為基礎に重大な

影響を及ぼすような後発的事情により、衡平の観点から裁判所の介入により取引条件の

改定が要請されるような例外的な場合を除き、当事者の合意後に生じた事情を考慮に入

れて取引条件を事後改定することは当事者の予測可能性を損なうため慎重にすべきと

判示しました。そして、当該事案公表後の株式市場全体の株価上昇は価格決定において

各別の検討を要する稀有な事態とは言い難く、公正な手続きにより定められた公開買付

価格に依拠せずに、新たな価格を決定し直すべき特段の事情はないものとし、原審決定

が変更されました。 

本決定は、事例判断ではあるものの、事後市場株価補正が行われるか否かは当事者の

予見可能性や取引の安定性に大きな影響を与えるため、今後の実務に影響を与えるもの

と思われます。 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー：証券取引等監視委員会が平成

27 年度の活動状況を公表 
  

2016 年 6 月 23 日、証券取引等監視委員会（「証券監視委」）は、平成 27 年度（平成

27 年 4 月 1 日～同 28 年 3 月 31 日）の活動状況を公表しました（「本公表」）。本公表で

は、証券監視委・財務局等が平成 27 年度中に行った審査・調査・検査等の概要や、課

徴金納付命令勧告・犯則事件の告発等の状況がまとめられています。 

本公表によれば、平成 27 年度中に実施された取引審査（不公正取引の疑いのある取

引等の端緒を把握するための審査）の件数は 1,097 件、価格形成及びインサイダー取引

に係る審査はそれぞれ 95 件・992 件に上り、いずれも過去 5 年度中で最多件数となり

ました。一方で、課徴金納付命令に関する勧告件数は 41 件となり、昨年よりも減少し

ています。 

平成 27 年度における事案の特徴としては、①平成 26 年 4 月から導入された情報伝

達・取引推奨規制（金商法 167 条の 2）違反と認められた事案 3 件について初めて課徴

金勧告を行った点、②公開買付けに係る事案が前年度の 22 件から 4 件と大きく減少し

た反面、業績予想等の修正に係る事案の勧告件数が前年度の 4 件から 9 件と大きく増加

した点、③前年度はいずれも 0 件だった業務提携・解消、損害の発生に係る事案の勧告

やバスケット条項を適用した事案の勧告が複数行われた点などが挙げられています。 

本報告によれば、証券監視委は、平成 27 年度に弁護士・公認会計士等、合計 8 名の

証券業務等に関する民間専門家を採用して市場監視機能を強化する等、組織の拡充を

図っていることも踏まえると、今後もインサイダー取引規制違反に対する審査・処分の

件数は増加することも考えられます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

10. 税務：新しい国税不服申立制度の開始 
 

2014 年 6 月に行政不服審査法が抜本的に改正されたことに伴い、国税通則法の不服

申立てに関する規定も改正されました。この新しい国税不服申立制度は、2016 年 4 月

1 日以降に行われる処分を対象とした不服申立てから適用されるものとされています。 

主な改正点の一つとして、証拠書類等の閲覧範囲の拡大・写しの交付の導入が行われ

ています。改正前は、審査請求人は、原処分庁（処分を行った税務署長等）が任意に提

出した書類等に限ってしか閲覧を請求することが認められておらず、また、閲覧した書
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類等の写しの交付の請求は認められていませんでした。改正後は、審理関係人（審査請

求人、参加人及び原処分庁）は、審理関係人が任意で提出した書類等のほか、担当審判

官が提出を求めて提出された書類等についても、閲覧及写しの交付を請求できることに

なりました。この点は、これまで納税者が直面していた証拠偏在の問題を大幅に改善す

るものであり、実務上の影響が大きいといえます。 

また、改正前は、不服申立ては、原則として処分があったことを知った日の翌日から

2 ヶ月以内にしなければなりませんでしたが、改正後は、原則として処分があったこと

を知った日の翌日から 3 ヶ月以内に延長されました。 

その他、口頭意見聴取における原処分庁に対する質問権の導入、標準審理期間の設定、

審理手続きの計画的進行等、様々な改正がなされており、国税不服申立制度の公正性、

利便性が向上することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 中国・アジア：ミャンマーにおける新投資法第 4 次ドラフトの公表 
 

ミャンマーでの投資活動に関する規制として、現在の内国投資法（内国会社に適用）

及び外国投資法（外国会社に適用）を統合し、内国会社と外国会社の両方に適用される

新たな法律として、新投資法の制定に向けた検討が進められています。2016 年 6 月 1

日、DICA のウェブサイトにおいて、同法案の第 4 次ドラフト（2016 年 5 月 30 日付）

が 公 表 さ れ ま し た 。 な お 、 本 件 に 関 す る よ り 詳 細 な 分 析 に つ い て は 、

http://www.mhmjapan.com/content/files/00022457/20160622-123626.pdf をご参照下さ

い。 

① 現行法からの主な変更点 

 ミャンマー投資委員会（「MIC」）からの投資許可（「MIC 許可」）の取得について 

外国会社は、原則として不動産の所有及び 1 年超のリースを行うことが禁止さ

れており、その例外として、MIC 許可を受けた場合には、最長 50 年（10 年の更

新が 2 回まで可能。）の不動産リースを受けることが可能となります。そのため、

製造業等、長期の不動産利用権の確保が事業の前提となる案件においては、MIC

許可の取得が事実上必須となっているのが現状です。 

この点、新投資法ドラフトでは、外国投資家を含む投資家の不動産利用権が明

記され、MIC 許可を受けなくとも、MIC から確認を得ることにより、外国会社に

よる当初 50 年の不動産長期リースが可能とされています。なお、従前の規定や解
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釈を総合して考えると、MIC に関する手続きについて、下表のとおりとすること

が想定されているものと思われます。 

 

( i )  国にとって戦略的な重要性がある事業

等、一定の事業への投資 

MIC の投資許可の取得が必要（内国会社・外

国会社ともに） 

( ii ) 上記①以外の事業への投資 

MIC の確認の取得が必要（優遇措置を得たい

場合、外国会社が長期の不動産リースを行い

たい場合＊） 

MIC の手続不要（＊以外の場合） 

 

 連邦議会の関与について 

現行法上、一定の重要案件については、MIC から連邦議会への報告義務が定め

られています。他方、新投資法ドラフトでは、一定の大規模案件について、MIC

は連邦議会の承認を得る義務があることが規定されています。 

 環境影響評価の実施について 

新投資法ドラフトにおいては、環境保全法等に基づき、環境影響評価に関する

資源・環境保護省の事前許可が必要な案件については、MIC 許可の取得後、環境

及び社会影響評価の状況を MIC に報告することが新たに求められています。そし

て、MIC は、その報告内容に基づき、投資家の事業活動を否定することが出来る

と規定されています。 

② 今後の見通し 

新投資法に係る審議・制定のタイムラインは明らかにされていませんが、今般

の第 4 次ドラフトが従前のドラフトにおける基本方針をほぼ踏襲していることを

踏まえると、新投資法の検討は最終段階にあることが窺われます。 

ミャンマーでは、会社法改正案も検討されており、いずれも、外国企業による

投資活動への影響が見込まれることから、併せてその動向を注視していく必要が

あります。 
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12. 新興国①：（ブラジル）新民事訴訟法の施行 
 

2016 年 3 月、ブラジルの新民事訴訟法が施行されました。新法の施行に伴い、1973

年に制定された旧法は失効しています。 

全面改正であり、改正事項は多岐に渡りますが、とりわけ、裁判手続及びその他の紛

争解決手続の迅速性・実効性を高めるための規定や、グローバル化に合わせた国際的司

法共助の規定等が設けられた点は注目に値します。これらのトピックに関連する改正と

しては、例えば、仲裁手続の実効性を確保するため仲裁機関がその仲裁手続に関して裁

判所に命令等の発出を要請することができる制度の拡充、ブラジルに居住する消費者が

当事者となる消費者関係訴訟につきブラジルの裁判所が管轄権を有する等のブラジル

の裁判所の国際管轄権に関するルールの明確化、ブラジル国内での外国判決の承認・執

行に関するルールの明確化等が盛り込まれています。 

ブラジルでは、2015 年 6 月 26 日には調停法が、同年 7 月 27 日には従来の仲裁法を

改正する法律が、それぞれ施行されています。ブラジルについては、従来から紛争解決

手続に時間を要する等の問題点が指摘されてきていますが、近年、紛争解決手続に関す

る法改正が相次いでおり、今後このような問題点がどのように改善されていくか、また、

日本企業にとってどの程度活用できる司法制度となっていくか、動向を注視していく必

要があります。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

13. 新興国②：新興国におけるビジネスと人権～今、企業に求められる

対応～ 
 

近年、企業のグローバル展開に際して、進出国における人権侵害が大きな問題となり、

企業の責任が問われる事例が多く発生しています。例えば、進出国のサプライヤーにお

ける従業員の劣悪な労働環境や、工場周辺の水質汚染問題等、進出に伴って生じた人権

問題に関して、NGO やジャーナリスト等の指摘をきっかけとして国際的な批判に繋

がった例も少なくありません。こうした人権に関わる問題は、取引への直接的な影響の

みにとどまらず、企業のブランドイメージの棄損、不買運動、株価の下落に発展する等、

企業経営に深刻な影響を与える可能性があります。 
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このような企業活動による人権侵害に関しては、近年国際社会で活発な取組みがなさ

れており、2011 年には国連人権理事会にて「ビジネスと人権に関する指導原則」が承

認され、また、同年、経済協力開発機構（OECD）による多国籍企業行動指針に人権に

関する章が新設される等、各企業に対して人権問題について対応を求める国際的な枠組

みが確立されつつあります。この中では、企業は自社による人権侵害のみならず、サプ

ライヤーを通じた人権侵害についても防止する努力をしなければならないとされてい

ます。 

さらに、各国においても法的拘束力を有する法律の整備が進んでおり、例えば、英国

では 2015 年に英国現代奴隷法が制定され、自社のサプライチェーン等において現代奴

隷が存在しないことを確保するための手続きに関する公表義務を定めています。英国現

代奴隷法は、英国で事業の一部を行い、一定額以上の売上げのある企業には国籍・業種

を問わず適用される可能性があるため、多くの日本企業においても対応が求められる可

能性があります。また、フランスにおいても、多国籍企業に対して人権問題や環境問題

に配慮する義務を定めた法案が審議されています。 

日本においても、2015 年に日弁連によって「人権デュー・デリジェンスのためのガ

イダンス」が公表される等、ビジネスと人権への関心が高まってきています。さらに、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて国際的な注目が集まることが予

想されることからも、各企業においてビジネスと人権に関する問題を真剣に検討するべ

き時期が到来していると思われます。 

具体的な対応策は個々の企業の海外展開の状況やリスクの状況にもよって異なりま

すが、人権 DD によるリスク評価を踏まえた人権侵害防止体制の確立、サプライヤー等

との対話・管理や、サプライヤー等との契約条項の見直し、役職員への研修その他、今

後、多くの対応が求められるものと考えられます。 

人権の問題に積極的に取り組むことは、今後、国際的に事業活動を展開する日本企業

にとって必須の課題となってくるものと思われ、迅速かつ確実な対応が求められていま

す。 
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 セミナー  『海外子会社をめぐる実践的管理の実務とグローバルコンプライアン  

ス』 

開催日時  2016 年 7 月 8 日（金）13:00～17:00 

講師    梅津 英明 

主催    みずほ総合研究所株式会社 

 

 セミナー  『日経 相続・事業承継フェア 2016 東京』 

開催日時  2016 年 7 月 8 日（金）15:30～16:10 

講師    大石 篤史、酒井 真 

主催    日本経済新聞社クロスメディア営業局 

 

 セミナー  中央大学学術講演会『人工知能（AI）によって私たちの暮らしはどう 

変わるのか－金融・教育・ビジネスの未来－』 

開催日時  2016 年 7 月 9 日（土）14:00～15:00 

講師    野村 修也 

主催    中央大学浦安白門会 

 

 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 3 回】『上場会社に関する法的規制と法的責任～上 

場会社に必要な観点と法的理解～』』 

開催日時  2016 年 7 月 12 日（火）14:30～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『監査等委員会設置会社への移行における実務上の留意点～移行の要 

否、移行手続、移行後の運営、指名委員会等設置会社との比較など、 

気になる論点も解説～』 

開催日時  2016 年 7 月 14 日（木）9:30～12:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『税理士が知っておくべき契約書の急所』 

開催日時  2016 年 7 月 14 日（木）13:30～16:30 

講師    大石 篤史 

主催    東京税理士協同組合/株式会社日税ビジネスサービス（協賛） 

 

 セミナー  『システム開発委託の法的リスクへの対応と留意点 ～ベンダ及びユ 
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ーザーシステム部門双方の視点から見る契約締結のポイントと紛争 

やトラブルへの対処方法も交えて～（仮題）』 

開催日時  2016 年 7 月 15 日（金）14:00～16:00 

講師    飯田 耕一郎 

主催    一般社団法人日本クレジット協会 

 

 セミナー  中央大学学術講演会『FinTech（フィンテック）とは何か－暮らしを 

変える金融技術の最前線－』 

開催日時  2016 年 7 月 17 日（日）13:10～14:40（東京） 

2016 年 7 月 23 日（土）15:30～17:00（静岡） 

2016 年 7 月 30 日（土）17:00～18:30（石川） 

講師    野村 修也 

主催    中央大学学員会小金井支部/静岡東部支部/石川支部 

 

 セミナー  『監査等委員会設置会社と指名委員等設置会社の制度の違いと移行の 

ための具体的実務』 

開催日時  2016 年 7 月 19 日（火）13:30～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『指名諮問委員会・報酬諮問委員会の実務』 

開催日時  2016 年 7 月 21 日（木）13:30～16:30 

講師    澤口 実、渡辺 邦広 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『増大する輸出管理リスクへの対応～「防衛装備移転三原則」等の制 

定と国際研究開発をはじめ、外為法による日米の安全保障貿易管理の 

動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～』 

開催日時  2016 年 7 月 21 日（木）14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『取締役会評価の課題と実務～各社の対応状況、実際の評価プロセス 

と評価結果の開示～』 

開催日時  2016 年 7 月 26 日（火）9:30～12:30 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社経営調査研究会 
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 セミナー  『発電事業者・小売電気事業者が抑えておくべき第 2 弾電力システム 

改革後のネットワークルール～契約実務・プロジェクトファイナンス 

も念頭に～』 

開催日時  2016 年 7 月 29 日（金）13:30～16:30 

講師    木山 二郎、末廣 裕亮 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『親会社の子会社管理に関わる諸問題～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  2016 年 7 月 29 日（金）14:00～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『ガス小売全面自由化の全体像・抑えておくべきポイント～電気事業 

制度との類似点・相違点を踏まえた解説～』 

開催日時  2016 年 8 月 1 日（月）13:30～16:30 

講師    市村 拓斗 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『役員が知っておくべき IT システムの法的リスクと危機管理』 

開催日時  2016 年 8 月 2 日（火）14:00～17:00 

講師    飯田 耕一郎 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『海外子会社管理の実務～アジア・中南米等を中心とした新興国にお 

ける対応～』 

開催日時  2016 年 8 月 4 日（木）13:30～16:30 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

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

 本   『FinTech の法律』（2016 年 6 月刊） 

出版社   日経 BP 社 

著者   増島 雅和、堀 天子（編著）、石川 貴教、白根 央、飯島 隆博（著） 

 

 論文   「日本版リストリクテッド・ストックの導入（上）・（下）－譲渡制限 

付株式報酬導入に係る実務上の留意点－」 
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掲載誌   旬刊商事法務 No.2102（上）No.2103（下） 

著者     石綿 学、渡辺 邦広、小山 浩、梶元 孝太郎（共著） 

 

 論文   「集中連載「ルールで読み解く TPP の争点～実像と今後」⑤ TPP が 

もたらす我が国金融サービス業の海外展開」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.44 No.6 

著者     石川 直樹 

 

 論文   「特集 改正消費者契約法・特定商取引法への対応 事業者視点から 

みた改正法のポイントと実務対応」 

掲載誌   NBL 1076 号 

著者     松田 知丈 

 

 論文   「TPP が企業法務に与える影響（1）関税・原産地規則の実務上のポ 

イント」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.7 

著者     柴田 久 

 

 論文   「特集 わが社でもできる！贈賄防止プログラムの実践―アジア・南 

米の高リスク国の規制状況」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.8 

著者     本間 隆浩、竹内 哲、眞鍋 佳奈、小山 洋平、梅津 英明 

 

 論文   「消費者契約に関するトラブルの傾向と対策」 

掲載誌   Business Law Journal 2016 年 8 月号 

著者     松田 知丈 

 

 論文   「税務担当役職員・専門家は「パナマ文書」問題から何を学ぶべきか」 

掲載誌   税務弘報 Vol.64 No.8 

著者     酒井 真、小山 浩、飯島 隆博 

 

 論文   「パナマ文書の日本企業への影響」 

掲載誌   月刊監査役 No. 656 

著者     江平 享、酒井 真 

 

 論文   「不祥事件後の対応」 

掲載誌   月刊金融ジャーナル No.720 

著者     石川 貴教 
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 論文   「下請法の実務に明るい弁護士による「ケーススタディ下請法」－第            

3 回 下請法の適用範囲②」 

掲載誌   月刊公正取引 No.788 

著者     池田 毅 

 

 論文   「ざっくりさくっと著作権 第 3 回 著作権を主張できるのは誰？」 

掲載誌   月刊コピライト No.662 Vol.56 

著者     池村 聡 

 

 論文   「スペシャルレポート 対中直接投資・ビジネス環境と関連改革動向」 

掲載誌   日中経協ジャーナル No.269 

著者     射手矢 好雄（中国における外資参入規制緩和） 

小野寺 良文（中国における知的財産権保護制度の最新の傾向） 

本間 隆浩（中国ビジネスの現場から見た「法治」改革） 

 

 論文   「ブラジル不動産投資法制概説」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.31 

著者     梅津 英明、岸 寛樹 

 

 論文   『The International Comparative Legal Guide to: Data Protection  

2016』 

掲載誌   Global Legal Group Ltd 3rd Edition 

著者     丸茂 彰、林 浩美 

 

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

 ALB Japan Law Awards 2016 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 2016 において、当事務所は以下の 4 カテゴリーで

受賞しました。 

・DEBT MARKET DEAL OF THE YEAR 

・EQUITY MARKET DEAL OF THE YEAR 

・TAX AND TRUSTS LAW FIRM OF THE YEAR 

・SE ASIA PRACTICE OF THE YEAR 

受賞案件の詳細は、ALB ウェブサイトをご覧下さい。 

 

 青山 大樹 弁護士、岡谷 茂樹 弁護士が EXPERT GUIDES The World’s Leading 

Practitioners Chosen by Their Peers LMG Rising Stars 2016 Inaugural edition にて

高い評価を得ました 
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EXPERT GUIDES The World’s Leading Practitioners Chosen by Their Peers LMG 

Rising Stars 2016 Inaugural edition に、当事務所の青山 大樹 弁護士、岡谷 茂樹 弁

護士が選ばれました。 

 

 IAM Patent 1000 - The World's Leading Patent Professionals 2016 にて高い評価を

得ました 

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

Leading Patent Professionals 2016 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。IAM Magazine は事業資産としての知的財産を取り扱い、世界的に広く認めら

れている雑誌です。 

 

 IFLR1000 の Energy and Infrastructure guide 2016 にて高い評価を受けました 

IFLR1000 の Energy and Infrastructure guide 2016 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。 

 

 Managing Intellectual Property IP Stars Handbook 2016 にて上位にランキングさ

れました 

Managing Intellectual Property が発行する "IP Stars Handbook 2016" にて、当事

務所が以下の分野の上位に選ばれました。 

・Copyright (Tier 1) 

・Patent Contentious (Tier 2) 

・Trade Mark Contentious (Tier 3) 

また、IP STARS として当事務所の弁護士 2 名が選ばれました。 

・松田 政行 (Trade mark) 

・三好 豊 (Patent) 

 

 

（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 


