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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 10 月号（第 34 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：「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会報告書」

の公表 

 

経済産業省は、2016 年 9 月 15 日に「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会報告

書」を公表しました。同報告書は、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能、

ロボット・センサ等の技術的ブレークスルーを活用した生産性革命である第四次産業革
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命について、「競争政策」、「データ利活用・保護」、「知的財産」という 3 つの業界横断

的な制度の在り方等について、検討したものです。 

このうち、知的財産については、主に以下のような点が、今後の検討の基本的方向性

として確認されました。 

①データ利活用を推進するためには、データを提供する側・収集する側双方にとって

メリットがあり、円滑にビジネスが出来る環境整備が必要であり、我が国の製造設

備・機器の性能（強み）の情報を適切に活用するため、日本発の「ネットワーク化」

のモデルを構築し、国際標準化を目指す。 

②データの利活用が一層多様化するなかで、企業同士が相互に知的財産やデータを共

有し、イノベーションを促進するためには、「つながる」ためのオープンな新たな

システムの構築が必要であり、例えば、特定の状況下においては、企業自ら一部の

権利行使を行わない旨を宣言する等の知的財産の相互利活用を促進させる仕組み

や、権利行使の態様等について検討する。 

③収集したデータベースや開発した技術自体が、容易にフリーライドされてしまうよ

うであれば、投資のインセンティブが湧かないため、不正コピー等の侵害行為への

対応といった新たな保護や、技術やデータの協調利用のインセンティブについて、

検討する（例えば、データベースについては、現行法上、著作権法、不正競争防止

法の営業秘密、民法上の不法行為等により保護されうるが、こうした現行制度を越

えた保護のニーズや必要性がないか、データについては知的財産権というよりもア

クセス権や利用権という整理が実態に合うのではないかといった検討等）。 

今後は、｢第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会｣（仮

称）により、更なる検討が進められ、本年 12 月に論点整理が、2017 年 3 月に中間整理

とりまとめがされる見通しです。 
 
 

＜参考資料＞ 

｢第四次産業革命に向けた横断的制度研究会報告書｣ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160915001/20160915001-3.pdf 
 

｢第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会（仮称）の設

置について｣ 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_09_paper/08.pdf 
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3. 競争法／独禁法：米国連邦取引委員会及び司法省、知財ガイドライ

ンの改訂案を公表 
 

米国連邦取引委員会及び司法省は、2016 年 8 月 12 日、Antitrust Guidelines for the 

Licensing of Intellectual Property「（知財ガイドライン）」の改正案を公表しました。9

月 26 日にパブリックコメント期間が終了し、今後、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。 

1995年に制定された同ガイドラインにおいて取られていた 3つの基本的な考え方（①

知的財産の特殊性は考慮しつつも、独禁法上の考え方としては基本的に知的財産とそれ

以外の事案において同様の考え方がとられること、②独禁法上、知的財産権を持つこと

が市場支配力を形成すると捉えられるわけではないこと、③知的財産のライセンスは一

般的には競争を促進する効果があると考えられること）については、今回の改正案では

大きな変更はなく維持されています。 

他方で、今回の改正案は、同ガイドラインが 1995 年に制定されて以降の判例法の発

展や立法の状況を反映させています。主要な点としては、再販売価格拘束の点に関する

2007 年の Leegin 事件連邦最高裁判決の考え方を反映させたことが挙げられます。再販

売価格拘束に関しては、1911 年の判例以降およそ一世紀にわたって当然違法の原則

（Per se Illegal）が適用されるものとされ、違反に問われた行為について、たとえ競争

促進効果があっても違法との評価への反証の余地が認められない類型と扱われていま

したが、Leegin 事件判決によってこの考え方が破棄され合理の原則（Rule of Reason）

の考え方が適用されることとなりました。その結果、再販売価格拘束についても、連邦

独禁法のレベルでは、問題となった行為について競争阻害効果だけでなく競争促進効果

をも考慮し比較衡量した上で慎重に違法との評価を行う考え方に改められました。今回

の改正案では、この点を踏まえて、知的財産のライセンサーがライセンスを行うにあ

たって当該知的財産を用いて製造された製品の販売価格に関する条件を付ける場合等

に、合理の原則が適用されることとなることが示されています。 

日本においては、価格は事業者の競争活動の基本となる事項であることから再販売価

格拘束は原則として不公正な取引方法に該当し違法であるものと考えられており、知的

財産ガイドラインにおいても、ライセンサーがライセンシーに対してライセンス技術を

用いた製品の販売価格等を制限することは原則として不公正な取引方法（拘束条件付取

引）に該当するものとされています。こうした「原則違法」は「当然違法」とは異なり、

「正当な理由」がある場合には適法とする余地を残しており、昨年 3 月の流通取引慣行

ガイドライン改正では、「正当な理由」が認められる場合が明らかにされています。し

かし、そのような場合は極めて限られています。 

米国での改正知財ガイドラインの下、ライセンス対象製品の販売価格拘束に関する

ケースが蓄積されることになれば、同様のケースに対する日本の独禁法の解釈や運用に

も影響を与える可能性があるため、今後の動向が注目されます。 
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4. エネルギー・インフラ：「電力システム改革貫徹のための政策小委

員会」が初会合を開催 

 

2016 年 9 月 27 日、「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」（「貫徹小委員会」）

の初会合が開催され、「更なる競争活性化」と「自由化の下での公益的課題への対応」

という二つの観点から、今後の検討項目として、①ベースロード電源市場の創設、②連

系線利用ルールの見直し、③容量メカニズムの創設、④非化石価値取引市場の創設、⑤

廃炉会計制度の在り方、⑥法人事業税の課税方式の 6 項目が示されました。 

このうち①は、新電力による安価なベースロード電源へのアクセスを容易にすること

で、事業者間競争をさらに活性化することを目的とするもので、旧一般電気事業者、新

電力双方に大きな影響のある論点です。新たな市場に供出すべきとされるベースロード

電源の量等をめぐり、今後活発な議論がなされるものと思われます。②は、連系線の利

用に関する現行の先着優先ルールが、事業者間における競争上の不公平を生じさせてい

るとの問題意識の下で、卸電力取引市場の落札者に連系線の容量を割り当てる間接オー

クション方式等の手法を導入するものです。既存の連系線利用ルールを大きく見直すも

のであることから、契約内容の変更等、地域間連系線を活用することを想定する事業者

全般に与える影響には注視が必要です。 

③及び④は、それぞれ、自由化され、再生可能エネルギーの導入を進める電力市場の

下での十分な電源投資を確保する目的（③）と、（特に新規参入者による）2030 年度に

44%という小売電気事業者の非化石電源の調達目標の実現可能性を高める環境を整備

する目的（④）で行われるものであり、中期的にわが国の電力業界のあり方を左右する

重要な事項となります。 

以上の①から④は、今後、貫徹小委員会の下に設置された市場整備 WG にて議論され

ます。 

⑤の廃炉費用の負担については、新電力も応分の負担をすることとなる託送料金によ

る回収を認めることを巡っては議論がありうるところです。また、売上高に対して課税

される「収入金課税」のあり方を検討する⑥の議論は、新規参入者にとっての競争環境

に大きく影響し、電力市場への新規参入のあり方を左右するものといえます。これらは、

今後、貫徹小委員会の下に設置された財務会計 WG によって議論されます。 

これらの検討項目はいずれも、電力システム改革の行方を左右する重要な事項ばかり

ですが、それぞれの検討事項の短期的・中長期的な事業への影響を見極めるためには、

議論の状況を注意深くフォローすることが求められます。 

弁弁護護士士  宇宇都都宮宮  秀秀樹樹  
 0033--55222233--77778844 
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5. 労働法：第 1 回働き方改革実現会議が開催される 

 

2016 年 9 月 27 日、政府は、第 1 回「働き方改革実現会議」を開催しました。 

安倍内閣は、従前から、働き方改革を構造改革の柱と位置づけており、同一労働同一

賃金の実現、長時間労働の是正、高齢者の就労促進等の施策を打ち出していました。こ

の「働き方改革実現会議」では、これらの施策を含む以下のテーマを取り上げることが

予定されています。 

 ①同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善 

②賃金引き上げと労働生産性の向上 

③時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正 

④雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない

教育の問題 

⑤テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方 

⑥働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備 

⑦高齢者の就業促進 

⑧病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立 

⑨外国人材の受入れの問題 

今年度内に同会議にて具体的な実行計画をとりまとめたうえ、国会に関連法案を提出

する考えが示されています。 

特に、同一労働同一賃金の実現や時間外労働の上限規制、兼業の解禁といった施策が

実行されれば、実務に与えるインパクトは大きいことから、本会議の議論の推移に注視

する必要があります。 

 

 

 

 

弁弁護護士士  小小林林  卓卓泰泰  
 0033--55222233--77776688  
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6. 会社法：東証が「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」

集計結果を発表 
 

2016 年 9 月 13 日、株式会社東京証券取引所が、「コーポレートガバナンス・コード

への対応状況」の集計結果を公表しました。これは、2016 年 7 月 14 日を集計基準日（「本

集計基準日」）として、上場会社から提出されたコーポレート・ガバナンスに関する報

告書に基づき、コーポレートガバナンス・コード（「コード」）への対応状況に係る集計

の結果を開示するものです。 

同集計によれば、本集計基準日までにコードへの対応状況を開示した東証市場第一部

及び同第二部の 2,262社のうち、73原則すべてをコンプライしている会社は 21.0%（474

社、2015 年 12 月末比＋9.4pt）、9 割以上をコンプライしている会社は 84.5%（1,911

社、同＋6.5pt）に及んでおり、全体的にコンプライ率が上昇しています。エクスプレイ

ン率が最も高い原則は、議決権電子行使プラットフォームの利用・招集通知の英訳（補

充原則 1-2④、エクスプレイン率 55.7%）ですが、昨年の集計においてエクスプレイン

率が高かった原則のうち、独立社外取締役 2 名以上の選任（原則 4-8、コンプライ率

78.8%（2015 年 12 月末比 ＋21.3pt））及び取締役会の実効性評価（補充原則 4-11③、

コンプライ率 55.0%（同 ＋18.7pt）については、一気にコンプライが進んでおり、各

社における今後の対応の検討に影響を与えると思われます。なお、一旦はコンプライと

開示したものの会社の個別事情に照らしてエクスプレインすることがより適切である

と判断した又は社外取締役の在任状況等が変化した等の理由でコンプライからエクス

プレインへ変更した会社が一定数存在したことが窺われる点も注目されます。 

 

＜参考資料＞ 

「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」報告書 

http://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000001xd3b-att/20160913.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. 危機対応①：日本弁護士連合会、「海外贈賄防止ガイダンス（手引）」

を公表 
 

日本弁護士連合会（「日弁連」）は、2016 年 7 月 15 日、海外贈賄防止対策を推進する

に当たっての実務指針として、「海外贈賄防止ガイダンス（手引）」を公表しました。 

（http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/160715.html） 

弁弁護護士士  石石井井  裕裕介介  
  0033--55222233--77773377  
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同ガイダンスは、近年、米国の FCPA：Foreign Corrupt Practices Act をはじめとして、

世界各国で海外贈賄防止規制が強化されており、日本企業が海外で摘発・処罰されるリ

スクが急速に高まっていることを受けて作成されたものとされています。同ガイダンス

は、「海外贈賄防止体制の整備」（第 1 章）、「有事の対応」（第 2 章）、「子会社管理・企

業買収」（第 3 章）、「その他」（第 4 章）で構成されており、経営トップがとるべき姿勢

等の理念的な事項から、贈賄リスクに対応するための社内規程・買収時のデューディリ

ジェンスの内容といった実践的な事項まで幅広く触れており、日本企業が自社の贈賄リ

スクに対する管理体制を点検・整備するに当たって参考になるものと思われます。 

同ガイダンスは「現時点の海外贈賄防止対策に関するベスト・プラクティスを取りま

とめたもの」と位置付けられており、必ずしもすべての日本企業が同ガイダンスどおり

の海外贈賄防止体制を整えることが必要となるものではありませんが、今後、海外贈賄

に関して株主代表訴訟等で役員の管理責任が問われた場合等には、同ガイダンスが一定

の影響を及ぼしうるものと思われます。 

 
 
 
 
 
 
 

8. 危機対応②：マスコミや私学教員への接待も対象、食事の提供は 3
万ウォン（約 2,700 円）まで－韓国、「不正請託及び

金品等授受の禁止に関する法律（通称キム・ヨンラン

法）」を施行 
 

韓国では、2016 年 9 月 28 日、公職者等との間での一定額以上の金品の授受を禁止す

る新法「不正請託及び金品等授受の禁止に関する法律」（「キム・ヨンラン法」）が施行

されました（キム・ヨンランは、同法を提唱した政府機関である国民権益委員会の元委

員長の名前です。）。 

韓国では、近年、公務員等に対する不正請託事件が相次いだことから規制の厳格化が

求められてきた経緯があり、今回施行されたキム・ヨンラン法では、既存の贈収賄規制

の枠組みを大きく踏み出し、規制の対象者の拡大や規制の水準の厳格化が図られました。

日本企業の行う行為であっても規制の対象となるため、韓国の公職者等に対して接触の

機会のある日本企業関係者は、今後、十分な留意が必要です。同法の概要は以下のとお

りです。 

①金品の提供・要求・約束がなくとも、公職者等に対して、第三者を通じて不正請託 

をし、又は第三者のために不正請託をすること自体が処罰の対象となる。 
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②規制対象となる「公職者等」の範囲には、公務員に留まらず、公共機関の役職員、

マスコミの役職員、私学教員及びこれらの配偶者が含まれる。 

③1 回 100 万ウォン（約 9 万円）、年間 300 万ウォン（約 27 万円）を超えて金品を

提供することは、職務関連性を問わず処罰の対象となる。職務関連性があれば 100

万ウォン（約 9 万円）以下でも禁止される。なお、社交・儀礼等目的の支出につい

ては規制の対象外とする規定が設けられているが、食事は 3 万ウォン（約 2,700 円）

以下、贈答品は 5 万ウォン（約 4,500 円）以下、慶弔費は 10 万ウォン（約 9,000

円）以下と上限値は高くない。 

④公職者等は、配偶者が金品の提供を受けたことを知った場合、これを届け出なけれ

ばならない。届け出ない場合は本人が金品を受けた場合と同様に処罰の対象とな

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 一般民事：法制審議会において民事執行法改正の検討が開始 
 

2016 年 9 月 12 日、法務大臣は、法制審議会に対し、債務者財産の開示制度の実効性

を向上させるための民事執行法制の見直しを諮問しました。 

現行の民事執行法では、債権者が確定判決を得ても、債務者が金融機関に保有する財

産に強制執行をかけて債権を回収するためには、債務者の財産がどの金融機関のどの支

店にあるかについての情報まで自ら収集しなければなりません。2003 年の民事執行法

改正において、財産開示手続制度が創設され、確定判決を得た債権者の申立てにより、

裁判所が債務者に対して出頭を求めて財産を開示させることができるようになりまし

たが、債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の開示をしたりすることもあり、実効

性が確保されていないとの指摘がなされていました。 

かかる状況を踏まえた今般の諮問により、法制審議会に新設された民事執行部会にお

いて、債権者の申立てにより裁判所が金融機関に対して口座の有無や支店名を照会する

制度の創設等が検討されることとなりました。今後の動向が注目されます。 
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10. M&A：他社の株式取得に際しての役員の善管注意義務違反を否定

した裁判例 
 

2016 年 7 月 20 日、東京高裁は、不動産事業を営む A 社が環境事業のベンチャー企

業である B 社の株式を取得したことに関し、A 社の株主らが、当該株式取得時の取締役

及び監査役らに対して、善管注意義務違反があった等として会社に対する損害賠償を求

めた株主代表訴訟において、株主らによる控訴を棄却し、第一審と同様に、被告役員ら

の善管注意義務違反を否定する旨の判決を言い渡しました。 

第一審では、経営判断の原則に基づく判断基準を採用した上で取締役の判断は不合理

ではないと判示されたところ、控訴審においては、原告株主らから、経営判断の原則に

基づき取締役の裁量を判断するとしても、本業と関連性の低い純然たる投資について取

締役に認められる裁量は限定的なものとなるとの主張がなされていました。これに対し、

東京高裁は、経営判断の原則に基づく判断基準を採用した上で、異業種の事業の会社の

株式を取得する場合であっても、事業の採算性や将来性のほか、既存の事業との関連性

や事業内容を多角化させる必要性等、多様な要素を考慮に入れて、会社全体の運営のた

めに限られた時間内で専門的知識経験及び政策的配慮に基づいて判断を下すことにな

るため、基本的には既存の事業活動に関する経営判断の場合と同様に、広い裁量が認め

られるべきものであるとの判断を示しました。 

本判決は、事例判断ではあるものの、事業会社による異業種の会社の株式取得に関す

る取締役の判断においても、経営判断の原則に基づく既存事業と同様の判断基準が適用

されることを示したものとして、実務上参考になると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ファイナンス・ディスクロージャー：日証協のワーキンググループ

が、社債のコベナンツに係る

開示例示集を公表 
 

2016 年 9 月 23 日、日本証券業協会のワーキンググループは、「コベナンツの状況等

に係る開示基準及び開示内容の例示等について（コベナンツ開示例示集）」（「本例示集」）

を公表しました。 

本例示集は、社債投資者にとって投資判断に必要な情報が必ずしも十分に開示されて

いないとの日本証券業協会の懇談会等での指摘を踏まえ、投資者が発行会社からの十分
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かつ適切な情報に基づき投資判断を行いうる環境を整備すべく、発行会社による自主的

な情報の開示が進むよう策定されたものです。本例示集では、特にコベナンツの状況等

について、①参考として開示の判断基準及び開示内容が例示され、また、②これまでの

発行会社による開示事例等が紹介されています。 

上記①では、発行会社において売上高の著しい減少等が生じる等の継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような事象・状況が存在する場合や、債務の状況について投資

判断に重大な影響を与えると判断される場合（例えば、ある債務についてデフォルトが

発生した場合に、弁済時期の繰り上げや担保提供を強制される可能性のある債務の総額

が、連結資産総額の 1 割以上である場合等）が、コベナンツ開示の判断基準として例示

されています。その上で、有価証券報告書や四半期報告書における開示内容の例示とし

て、「経理の状況」の追加情報の注記に、維持すべき財務比率等の数値（トリガー基準）

や、コベナンツに違反した場合に求められる対応等を記載すること、また、後発事象の

「多額な資金の借入」又は「借換え又は借入条件の変更による多額な負担の増加」の注

記に当該具体的内容を記載すること等が、開示内容として例示されています。 

本例示集のプラクティスが普及すれば、コベナンツの条項自体は投資者に分かること

となるものの、発行会社の財務的安全性評価を可能とする十分な情報が開示されなけれ

ば、適切な投資判断は行えないようにも懸念されます。自己資本比率等過年度の財務諸

表ベースで計算できる指標についても将来の予測に必要な数値が開示されているかは

問題となるでしょうし、損益分岐点分析等財務諸表ベースでは計算できない指標をどう

考えるかは、今後の課題と思われます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

12. 税務：非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度

の導入 
 

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及

び租税回避に対処するために、経済協力開発機構（OECD）で策定された「共通報告基

準（Common Reporting Standard）」に従って、金融機関が非居住者（個人・法人等）

に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局が交換することとなり

ました。具体的には、銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等

の保管機関等の金融機関が、非居住者が保有する普通預金口座等の預金口座、キャッ

シュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座等について、口座保有者

の氏名・住所（名称・所在地）、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当
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等の年間受取総額等の情報を税務当局に報告し、それを各国の税務当局が交換すること

となります。 

現在、日本を含む 100 以上の国・地域が 2017 年又は 2018 年からこの共通報告基準

に従った情報交換を開始することを表明しています。日本においても、2018 年以後、

毎年 4 月 30 日までに、特定の非居住者の金融口座情報が所轄税務署長に対して報告さ

れ、当該情報が各国税務当局に提供されることとなります。 

また、2018 年以降は、日本における非居住者の金融口座情報が外国税務当局に提供

されるだけでなく、日本居住者が国外に開設した金融口座の情報が日本の税務当局に提

供されることになるため、日本居住者の国外保有資産について、深度のある税務調査が

行われることが予想されます。 

 

 

 

 

 
 

 

13. 中国・アジア：外商投資基本枠組みに関する法改正～事前審査認可

から事後届出へ～ 
 

（1）総論 

 

中国の全人代常務委員会は、2016 年 9 月 3 日、「『外資独資企業法』等の 4 部の法律

の改正に関する決定」（「本決定」）を公布し、外商投資企業に関する「外資独資企業法」、

「中外合弁企業法」及び「中外合作経営企業法」（いわゆる「三資企業法」）並びに「台

湾同胞投資保護法」を改正しました。本決定は 2016 年 10 月 1 日から施行され、これ

によると、外国企業が投資する外商投資企業の設立及び変更等について、参入特別管理

措置（ネガティブリスト、但し、10 月 3 日現在において公布されていません。）の対象

となる場合を除き、30 年以上実施してきた事前の審査認可による管理制度から、事後

の届出による管理制度に変更されます。 

 

（2）主管当局の規定との整合性 

 

本決定の公布と同じ 2016 年 9 月 3 日に、審査認可を管轄する商務部は、外商投資企

業の届出事項、届出手続き、事後の監督管理及びそれに違反した場合の罰則を詳細に規

定した「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定規則（意見募集稿）」（「暫定規則（意

見募集稿）」）を公布しました。暫定規則（意見募集稿）は、2016 年 9 月 22 日までを意
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見募集の締め切りとしており、2016 年 10 月 1 日から本決定と同時に施行されると予測

されていましたが、2016 年 10 月 3 日現在において公布されていません。 

他方、会社登記を管轄する国家工商行政管理総局は、2016 年 9 月 30 日に、「外商投

資企業に対する届出管理の実施後の関連登記登録業務の適切な遂行に関する通知」（「本

通知」）を公布しました。本通知は、抽象的な規定を多く含みますが、ネガティブリス

トの対象外の事業を営む外商投資企業の設立、変更及び抹消登記に関する①地方当局の

管轄権、②登記時申請書類、及び③2016年 10月 1日以前に審査認可を取得したプロジェ

クトの登記方法に関する具体的な規定も見受けられます。特に、いまだ公布されていな

いネガティブリストが公布される前については、従来の三資企業法及び台湾同胞投資保

護法の規定に従って登記手続を行うと規定されている点に留意する必要があります。 

さらに、本決定に基づく事前審査認可から事後届出への変更は、国家発展改革委員会

による外商投資プロジェクトに対する審査確認制度及び外国投資者による企業買収等

の審査認可制度等にどう影響するか注目する必要があります。 

 

（3）今後の見通し 

 

本決定の施行に伴い、外商投資企業の設立、変更及び解散に関する数多くの法律規定

が改正されると見込まれ、外商投資企業の設立、変更及び解散等の行政手続きが大幅に

簡素化されると期待できます。 

但し、商務部及び国家工商行政管理局等の政府機関より具体的な行政法規等が公布さ

れるまでは、地方ごとに取扱いの相違や混乱等が生じる可能性を否定できず、特にネガ

ティブリストが公布されていない状況においては、従来の制度がしばらく続くと予想さ

れます。したがって、具体的なプロジェクトについては、管轄する政府機関に相談しな

がら進めることが肝要です。 

 

 

 

 

 

 

 

14. 新興国（アフリカ）：日系企業によるアフリカ投資の法的留意点  
―TICAD VI 開催を受けて 

 

近年、若年層を中心とする堅調な人口増加、順調な個人消費等を背景として大きな成

長の潜在力をみせるアフリカでは、外国企業による投資が堅調に伸び、日系企業の進出

も年々増加しています。2016 年 8 月 27～28 日には、初のアフリカ開催となった TICAD 

VI（第 6 回アフリカ開発会議）がケニアの首都ナイロビで開催され、日本からは安倍首
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相が多数の日系企業の代表者とともに参加し、今後 3年間で官民総額 300億 USドル（約

3 兆円）規模の投資をアフリカに対して行う旨の表明がされ、今後ますますアフリカに

進出する日本企業は増加すると考えられます。そこで本稿では、アフリカ投資を行うに

あたっての法的留意点の概要についてご説明します。 

 

①地政学リスク：アフリカは、テロや紛争等の治安の問題のみならず、法的な観点か

らも、政府や行政機関による不当な国有化・接収等のリスク、贈収賄リスク等の地政学

リスクが一般的に高い点に留意が必要です。そのため、投資・進出決定の際に、具体的

な対象国、事業、投資・進出形態等を踏まえた個別ケースごとのリスクの分析・把握・

管理を十分行うことはもちろんのこと、これに加えて、日本貿易保険（NEXI）の貿易

保険や多国間投資保証機関（MIGA）による投資保証を検討したり、又は、現地企業と

の契約においては中立な第三国の国際仲裁を紛争解決手段として採用したりする等、複

合的な手当てを検討することが必要となります。 

 

②外資規制：アフリカ諸国は概して外資誘致に積極的であり、外資規制はアジア諸国

と比べても緩やかな国が多いと言えます。もっとも、国によっては外国企業による進出

形態、出資割合、本国への送金等について制約を課す国もあり、また、一般的な意味で

の外資規制とは異なりますが、南アフリカの BBBEE（Broad-Based Black Economic 

Empowerment）と呼ばれる黒人の地位強化を目的としたいわゆる積極的是正政策にお

いては、黒人の雇用率や資本参加の保護の結果として、外国企業による出資や事業活動

が制約を受ける場合もあります。 

 

③域内共通法令：アフリカ大陸は大小合わせて 54 か国という多数の国により構成さ

れておりますが、一定地域・共同体に属する国に共通して適用される法整備の必要性が

認識されており、一定の域内共通法令の整備が進んでいます。例えば、エジプト、ケニ

ア、リビア等合計 19 か国によって構成される東南部アフリカ市場共同体（COMESA）

においては、域内で共通適用される企業結合規制を含む競争ルールが制定されています。

よって、アフリカ投資・進出に際しては、個々のアフリカ諸国の法令だけではなく、上

記のような一定の域内共通法令についても留意する必要があります。 
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 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 10 月 12 日（水）9:30～12:30 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『アジア労働法カレッジ-インド編- “インドの労働法制と労務管理の 

ポイント”』 

開催日時  2016 年 10 月 12 日（水）14:00～17:00 

講師    小山 洋平 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 

 

 セミナー  『株主代表訴訟、役員責任追及訴訟の最新動向～改正会社法も踏まえ、 

企業不祥事の予防・対応を視野に入れる～』 

開催日時  2016 年 10 月 13 日（木）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  『新任担当者のためのコーポレートガバナンス・コード対応～取締役 

会・株主総会事務局担当者が押さえておきたい基本ポイント～』 

開催日時  2016 年 10 月 31 日（月）13:30～16:30 

講師    内田 修平 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『クレジットリンクローンの法律と実務～基礎から応用まで、マイナ 

ス金利等の近時の動向も踏まえて～』 

開催日時  2016 年 11 月 1 日（火）13:30～16:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『監査役業務研究会（第 42 年度第 1 回・11 月度例会）「監査役等の 

職務・責任を巡る動向と問題点の検討～内外の制度改正議論を視野に

入れて～」』 

開催日時  2016 年 11 月 2 日（水）12:00～14:30 

講師    菊地 伸 

主催    一般財団法人産業経理協会 
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 セミナー  『InsTech がもたらす保険革命と法的課題-保険版 FinTech の可能性を 

  探る-』 

開催日時  2016 年 11 月 8 日（火）13:30～16:30 

講師    吉田 和央 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

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

 本   『倒産法の実践「倒産と非典型担保」』（2016 年 8 月刊） 

出版社   株式会社有斐閣 

著者   内田 貴 

 

 本   『企業の情報管理ー適正な対応と実務』（2016 年 9 月刊） 

出版社   株式会社労務行政 

著者   上村 哲史、荒井 太一、北山 昇（共著） 

 

 本   『実務解説 会社法』（2016 年 9 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者   内田 修平 

 

 本   『The Reception of Jurisprudence-The Case of Japan』 

（2016 年 9 月刊） 

出版社   the International Institute for the Unification of Private Law 

      （UNIDROIT） 

著者   内田 貴 

 

 論文   「英国会社を対象とする株式対価のクロスボーダーM&A」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2112 

著者     棚橋 元、大石 篤史、内田 修平、柴田 久（共著） 

 

 論文   「近時の共同不法行為論に関する覚書（上）・（下）－条文にない概念 

について－」 

掲載誌   NBL No.1081（上）、No.1081（下） 

著者     内田 貴 

 

 論文   「〈実務問答会社法 第 3 回〉Ⅰ.社外取締役の行為と業務執行  

Ⅱ.代表取締役を退任した取締役との責任限定契約の締結の可否」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2110 

著者     渡辺 邦広 
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 論文   「監査等委員会設置会社への移行後の実務課題－指名・報酬に関する 

規律と重要な業務執行の決定権限の委譲－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2111 

著者     太子堂 厚子 

 

 論文   「TPP が企業法務に与える影響（4）確約制度等の導入による独禁法 

調査対応へのインパクト」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.10 

著者     池田 毅 

 

 論文   「「シェアリングエコノミー」の論点整理－欧州委員会報告書欧州 

委員会報告書を題材として」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 

著者     増島 雅和、田中 浩之、宇賀神 崇（共著） 

 

 論文   「日本からの英国不動産投資～ストラクチャーの考察～」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.33 

著者     小澤 絵里子、大石 篤史、山田 彰宏（共著） 

 

 論文   「［会社法務］反社に関する最新裁判例を受けて企業実務で検討すべ 

きことは？」 

掲載誌   企業会計 Vol.68 No.9 

著者     石川 貴教 

 

 論文   「最近の労働法制の動向」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.28 No.10 

著者     荒井 太一 

 

 論文   「職務基準の人事・賃金制度導入のポイント」 

掲載誌   労政時報 No.3915 

著者     安倍 嘉一 

 

 論文   「自家発の調整力活用も市場の拡大に期待」 

掲載誌   月刊エネルギーフォーラム No.741 

著者     市村 拓斗 
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 論文   「LGBT の社員に対する企業の課題」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2016 年 9 月号 

著者     安倍 嘉一 

 

 論文   「標準規格必須特許と独占禁止法－各国における動きと日本に対する 

示唆」 

掲載誌   月刊公正取引 No.791 

著者     渥美 雅之 

 

 論文   「会社役員賠償責任保険の活用をめぐる論点」 

掲載誌   東京株式懇話会会報 第 779 号 

著者     太子堂 厚子 

 

 論文   「第一紙業（競業避止義務違反による退職金等の不当利得返還請求） 

事件」 

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 

 MHM FinTech Platform プロジェクトに関するお知らせ 

当事務所は、これまで長年にわたり取り組んできたスタートアップ法務の知見と、

業界で圧倒的な蓄積を誇る金融・決済法務、IT 法務、投資・M&A 法務の知見を組

み合わせることにより、FinTech のエコシステムの維持・発展を法務・取引面から

支えるプラットフォームを創成することを目指した、「MHM FinTech Platform プロ

ジェクト」をローンチしましたので、お知らせいたします。これは、FinTech にコ

ミットするスタートアップ企業を支援するとともに、金融機関、事業会社等、

FinTech にかかわるすべてのプレイヤーの皆様の戦略的事業遂行を支援する取組み

となります。 

本取組みに参加する弁護士は、本日現在約 40 名を数え、金融庁出向経験者、金融

機関やベンチャーキャピタルでの執務経験者を多数抱えた体制で、事業立ち上げ・

投資に関するコンサルティング、オープンイノベーション推進体制の構築、ファン

ド創設、コンプライアンス体制整備、許認可取得、各種契約書類の作成・レビュー、

監査機能の提供、危機対応・検査対応まで、シームレスで一貫した支援を行います。

また、各アジア拠点等とも連携し、海外進出戦略も支援します。 

 本取組みが、日本のみならずグローバルな FinTech イノベーションの進展に、多

少なりとも寄与できることを願っております。関係各位の皆様におかれましては、

今後とも宜しくお引き立ての程、お願い申し上げます。 
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 「FimSum:Fintech Summit」のコミュニティ・パートナーに就任しました 

当事務所は、金融庁と日本経済新聞社が開催するイベント「FinSum: Fintech 

Summit」をコミュニティ・パートナーとしてサポートいたします。 

 

 Asia Law & Practice の Asialaw Asia-Pacific Dispute Resolution Awards2016 にて 

受賞しました 

2016 年 9 月 27 日に香港で行われた、Asialaw Asia-Pacific Dispute Resolution 

Awards 2016 にて、事務所は National Law Firm of the Year (Japan) を受賞しまし

た。 

 

 ALB Asia M&A Ranking 2016 にて高い評価を得ました 

ALB（Asian Legal Business）2016 年 9 月号の特集記事 'Asia M&A Rankings 2016' 

にて、当事務所は日本の法律事務所として Tier 1 に選ばれました。 

 

 尾本 太郎 弁護士が慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師に就

任しました 

2016 年 9 月 22 日付にて、尾本 太郎 弁護士が慶應義塾大学大学院法務研究科（法

科大学院）非常勤講師に就任しました。 

 

 石井 裕介 弁護士が一橋大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師に就任し

ました 

2016 年 9 月 29 日付にて、石井 裕介 弁護士が一橋大学大学院法務研究科（法科大

学院）非常勤講師に就任しました。 

 

 
 

 
 

（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 


