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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 11 月号（第 35 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：総務省が視聴環境の変化に対応した放送コンテンツの

製作・流通の促進方策の在り方について情報通信審議

会に諮問 

 

総務省は、2016 年 10 月 19 日に、情報通信審議会に対し、視聴環境の変化に対応し

た放送コンテンツの製作・流通の促進方策の在り方について諮問をしました。 

 この諮問は、近時、ブロードバンドやスマートフォン等の普及による視聴方法の多様

化に伴い、日本放送協会（NHK）や一部民間放送事業者において、放送コンテンツのイ

ンターネット同時配信に関する取組みが開始されていることを受けたものであり、答申
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を希望する事項としては、①ブロードバンドを活用した放送サービスの高度化の方向性、

②放送サービスの高度化を支える放送・通信インフラの在り方、③放送コンテンツの適

正かつ円滑な製作・流通の確保方策等が掲げられています。このうち、③に関連して、

放送コンテンツのインターネット同時配信を普及させるための課題として、従来から著

作権や著作隣接権等に係る権利処理の問題が指摘されていました。権利処理の問題は、

仮に将来放送法が改正され、NHK による放送コンテンツのインターネット同時配信が

本格的に開始されることとなった場合、より顕著化する重要な問題であり、今後、契約

による権利処理の在り方や権利制限規定による対応の是非等につき議論が行われるも

のと思われます。 

 諮問では、2017 年 6 月を目途に中間答申を、2018 年 6 月を目途に最終答申を希望す

るとされており、今後の議論を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法①：「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」

改正案の公表 
 

2016 年 10 月 26 日、公取委は「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改

正案を公表しました。本改正案は 2016 年 11 月 24 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後、改正が行われる予定です。運

用基準の改正は、2003 年の下請法改正に伴う改正以来 13 年ぶりです。 

本改正は、下請法の改正に伴う 2003 年の改正とは異なり、内容や構成を実質的に変

更するものではありませんが、下請法 4 条が禁止する親事業者の行為についての例示事

例を大幅に追加しており、実務に与える影響は大きいといえます。改正前の運用基準で

例示されていた違反行為事例の数は 66 でしたが、本改正案では、新たに 68 事例が追加

され、合計 134 の事例が掲げられています。 

新たに追加された 68 事例の内訳を見ますと、買いたたき（下請法 4 条 1 項 5 号）に

関するものが 16 事例で最も多く、追加事例の約 4 分の 1 を占めます。次いで、不当な

経済上の利益の提供要請（下請法 4 条 2 項 3 号）が 10 事例、支払遅延（下請法 4 条 1

項 2 号）が 7 事例となっています。事例が重点的に追加されている行為類型は、いずれ

も、公取委による法執行に占める割合が近年特に上昇している類型です。例えば、公取

委が勧告等の措置を行った事件に占める買いたたきの割合は、運用基準の前回改正時

（2003 年度）は 3.7%でしたが、最新の統計（2014 年度）では 16.2%に増加していま

弁弁護護士士  岡岡田田  淳淳  
  0033--55222200--11882211  

  aattssuusshhii..ookkaaddaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  池池村村  聡聡  
  0033--66226666--88550077  

  ssaattoosshhii..iikkeemmuurraa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  



 

   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. 

 
 

す。本改正案で新たに追加された事例は、近年の公取委による法執行の動向の変化を反

映したものといえ、重点的に分析して対策を検討する必要があります。 

下請法の執行は近年非常に活発化しています。公取委による新規調査開始件数の推移

だけを見ましても、2003 年度は 1,409 件でしたが、2014 年度には 5,807 件と 4 倍以上

に増えています。また、公取委による親事業者への指導件数を見ましても、2015 年度

は 5,980 件に達し過去最多を更新したとの発表がなされています。政府は、小規模事業

者を支援するため、引き続き下請法等の運用強化を図るとの方針を示しており（「未来

への投資を実現する経済対策」（2016 年 8 月 2 日閣議決定）等）、今後も下請法の活発

な執行が予想されます。本改正案で新たに追加された事例を十分に検討し、今後の実務

の指針として役立てることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

4. 競争法／独禁法②：米国 DOJ・FTC が雇用分野への競争法適用につ

いてのガイダンス公表 
 

2016 年 10 月 20 日、米国司法省（「DOJ」）と連邦取引委員会（「FTC」）は、共同で、

雇用分野への競争法適用についてのガイダンスを発表しました。 

ガイダンスは、競合他社との間で従業員の引き抜き禁止や賃金等を露骨に合意するこ

とは、価格カルテルや顧客分割と同様に、実際の競争への影響を検討するまでもなく当

然違法（per se illegal）と見なされること、及び、DOJ はそのような合意を行った会社

や個人に対し、今後は刑事訴追を行う方針であることを明らかにしています。但し、雇

用に関する合意が JV 等の競争促進的な協業の目的で行われる場合には、当該合意の必

要性が認められる限り、当然違法という扱いにはならないとされています。 

また、ガイダンスは、雇用条件等のセンシティブ情報について競合他社と情報共有を

行うことは、仮に他社との間で何らかの合意に達することがなかったとしても、違法と

評価され、行政処分の対象となる可能性があるとしています。但し、情報交換が一律に

違法となるわけではなく、例えば比較的古い情報の交換を行うことや、企業結合の際の

デューディリジェンスの過程で適切な方法で情報交換を行うこと等は許容されうると

説明されています。 

最後に、ガイダンスは、疑問があれば法的助言を求めるべきであると述べ、違反の疑

いがあれば DOJ 又は FTC に報告することを推奨しています。米国で雇用を行っている

企業においては、現行の実務を見直すとともに、営業活動に関与する従業員だけではな

く、雇用を担当する従業員に対しても競争法のコンプライアンス研修等の教育を行うこ

とが重要であるといえます。 
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5. エネルギー・インフラ：容量メカニズムの導入と地域間連系線利用

ルールの最新議論状況 

 

2016 年 10 月 30 日、「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」の下に設置され

た市場整備 WG において、①容量メカニズム導入の方向性が示されました。また、同年

11 月 4 日、電力広域的運営推進機関において「地域間連系線の利用ルール等に関する

検討会」が開催され、②連系線の容量登録を受けている事業者（既存事業者）の経過措

置の付与の要否・在り方等について議論が行われました（②の全体の方向性については、

本レター2016 年 9 月号（第 33 号）をご参照ください。）。 

このうち①については、小売全面自由化の下における卸電力取引市場における価格の

不確実性や再生可能エネルギーの導入拡大による稼働率の低下によって、電源投資意欲

が減退し、火力電源等の新規電源投資が行われないことが懸念され、その結果、供給力

不足や電気料金の高止まりが生じる可能性があることから、電源の投資回収の確実性を

高めるため、供給能力（kW）に応じた容量価格を支払う容量メカニズムを導入する方向

性が示されました。容量メカニズムは、今後の電源投資の在り方に大きな影響を及ぼす

ものであり、また、現在では必ずしも具体的に求められてはいない小売電気事業者の中

長期的な供給力確保義務を履行する手段として位置づけられることが示されているこ

とから、小売電気事業者にとっては、電気事業法上の義務を履行するといった観点から

も非常に重要な制度の導入といえます。今後の具体的な制度設計が注目されます。 

また、②については、事務局からは、具体的な期間は明示されなかったものの、既存

事業者に間接オークション方式を前提とした経過措置を付与すること等の方向性が示

されました。検討会の委員からは、経過措置の付与について、その要否及び付与期間に

ついて複数の意見があり、次回以降に継続して検討されることとなりました。今後、ま

ずは既存事業者の経過措置の在り方について議論が進められることとなりますが、その

設計内容は、新たな連系線利用ルールの在り方にも影響を与えうるものであり、電気事

業に関わる事業者にとって今後の議論には注視が必要です。 
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6. 労働法：長澤運輸事件、東京高裁で会社側逆転勝訴 

 

有期契約労働者と無期契約労働者の間の労働条件の相違が不合理なものであること

を禁止する労働契約法 20 条を根拠として、定年後に有期労働契約社員として再雇用さ

れたトラック運転手が業務内容が変わらないのに労働条件が下がったことは違法であ

るとして訴えていた事件について、2016 年 11 月 2 日、東京高裁は、原告の訴えを認め

た第一審判決を破棄し、訴えを棄却しました。 

同高裁判決は、本件においても労働契約法 20 条の適用があることを認めたうえで、

高年齢者雇用安定法により雇用確保措置が義務付けられた経緯や社会の実相としてか

かる取扱いも広くおこなわれていること、賃金の減額の幅等をふまえ、労働条件の差は

不合理なものであるということはできず、労働契約法 20 条に違反するとは認められな

いと判断しています。 

定年後再雇用制度において再雇用された契約社員につて、従前の業務に従事させつつ

も賃金を引き下げることも多いなか、実際の労働条件の差等によってはこれを直ちに否

定するものではない裁判例として実務に大きな影響を及ぼすものと考えております。 

 

 

 

 

7. 会社法：日本取締役協会が「経営者報酬ガイドライン（第四版）」を

公表 
 

2016 年 10 月 26 日、日本取締役協会が、「経営者報酬ガイドライン（第四版）」を公

表しました。本ガイドラインは、経営者報酬についてグローバルにも通用する先進的指

針を提案するものですが、近時、経営者報酬については、コーポレートガバナンス・コー

ドにおいても経営陣幹部・取締役の報酬方針等の開示（原則 3－1（iii））、中長期的な業

績と連動する報酬の割合等の設定（補充原則 4－2①）、報酬決定における独立取締役の

関与（補充原則 4－10①）等のコードが定められたこと等を受け、その実務が急速に変

化しつつあります。 

かかる観点に照らすと、本ガイドラインの内容は、より一層参考となるものであると

いえます。 

従前の内容からの主な変更点は、英米独等の報酬ガバナンス規制と互角な内容とする

ことを企図し、①短期・中長期の企業実績・株主価値の増減と報酬の増減をより強力に

連動させるペイ・フォー・パフォーマンス（PFP）の実質的な強化を目指したインセン

ティブの仕組みや支給額の根拠等の開示内容の強化、②不適切会計による巨額の会計修

正等や投資失敗に基づく巨額損失発生に対し、報酬の払い戻し（クローバック）を強制

するリスク管理メカニズムの導入、③報酬ガバナンスの担い手である報酬委員会の独立
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性と専門性の強化等で、特に①については、業績連動報酬の比率を高めるだけの形式的

対応から一歩踏み込んだ内容の指針となっています。 

 

＜参考資料＞ 

「経営者報酬ガイドライン（第四版）」 

http://www.jacd.jp/news/comp/161026_01.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. 危機対応：内部通報制度改革に関する消費者庁の WG が報告書の    
取りまとめへ 

 
消費者庁の「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会ワーキング・グルー

プ」（「WG」）におけるワーキング・グループ報告書素案が 2016 年 10 月 19 日の第 10

回検討会実施後に同庁ウェブサイト上で公表されており（http://www.caa.go.jp/planning

/koueki/chosa-kenkyu/files/161019_siryo2.pdf）、また、第 11 回検討会が同年 11 月 4 日

に実施され、ワーキング・グループ報告書案（「WG 報告書案」）が議論されました（本

レター執筆時では未公表）。 

WG 報告書案は、最終版までに修正等が予定されているものではありますが、内部通

報制度改革の行く末を見定めるうえで参考になります。WG 報告書案の主な内容は、「通

報者の範囲」（I-第 1）、「通報対象事実の範囲」（I-第 2）、「不利益取扱い」（I-第 5）、「通

報と不利益取扱いとの因果関係についての立証責任の緩和等」（I-第 6）、「外部通報の要

件」（I-第 7）、「不利益取扱いに対する刑事罰」（II-第 2）、「守秘義務」（II-第 3）、「内部

資料持出しに係る責任の減免」（II-第 4）、「通報対象事実への関与に係る責任の減免」（II-

第 5）等です。それぞれの論点において、概ね賛成意見と反対意見が示されたうえで継

続検討をしていく旨が述べられていますが、このうち「通報者の範囲」、「守秘義務」等

いくつかの点については、具体的な方向性が示されています。 

WG で議論された論点、すなわち、通報者に退職者、役員、取引先等を含めること、

通報と不利益取扱いの因果関係についての通報者側の立証責任の緩和、不利益取扱いに

対する刑事罰・行政措置（命令、勧告、公表等）の導入、通報者による内部資料持出し

の民事・刑事両面での責任の減免、事業者による内部通報制度の整備義務等の要否につ

いては、公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会において、引き続き検討さ

れることとなっており、今後も動向を注視していく必要があります。 
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9. 一般民事：割賦販売法の改正案が臨時国会に提出 

 

2016 年 10 月 18 日、割賦販売法の一部を改正する法律案が閣議決定され、臨時国会

に提出されました。 

クレジットカードは、決済手段の中で最も広範に利用されていますが、現在では、Visa

や MasterCard といったカードブランドを中心とした取引構造が一般的となり、カード

会社（イシュア）と加盟店である販売業者が直接契約関係に立たず、アクワイアラや決

済代行会社（ペイメントサービスプロバイダ）といった中間的な事業者が加盟店を募集

する等して、より多くの販売業者においてクレジットカード取引が可能となっています。

しかしながら、一方で、近年、販売業者においてクレジットカード番号等の漏えい事件

が発生したり、販売業者に対する不正攻撃が増大したりする等して、不正使用被害が増

加している状況があります。また、上記のカード会社と販売業者の間に中間的な事業者

が関与する場合に、クレジットカードを取り扱う販売業者の管理が行き届かないケース

も出てきているといわれています。 

こうした状況を踏まえ、経済産業省は、安全・安心なクレジットカード利用環境を実

現するための必要な措置を講じることとし、割賦販売法の一部を改正する法律案を提出

しました。 

 

具体的には、以下のような改正内容が含まれています。 

① クレジットカードを取り扱う販売業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管

理及び不正使用の防止（決済端末の IC 対応化等）を義務付けること 

② クレジットカード番号等の取扱いを認める契約を販売業者と締結する中間的な事

業者に登録制度を設け、その契約を締結した販売業者に対する調査及び調査結果に

基づいた必要な措置を行うこと等を義務付けること 

③ カード利用時の販売業者の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可

能とすること 

④ 特定商取引に関する法律の改正により、不当な勧誘があった場合の消費者の取消権

等が拡充されたことに合わせ、販売契約と並行して締結された分割払いの契約につ

いて、割賦販売法においても、取消権等の拡充など同様の措置を講じること 

 

本改正案は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、インバウンド需

要を取り込むことにも資するものとされ、臨時国会での成立が期待されています。店舗
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やインターネット等でクレジットカードの取り扱いを認める販売業者にとって、影響が

ある改正内容となっており、国会での動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

10. M&A：JCOM 最高裁決定後の実務対応 
 

本レター2016 年 8 月号（第 32 号）でも報じたとおり、2016 年 7 月 1 日、最高裁は、

当時 JASDAQ 上場企業であった株式会社ジュピターテレコム（「JCOM」）の公開買付

けと全部取得条項付種類株式を用いた二段階取引による非公開化取引に係る株式取得

価格決定申立事件に関して、実務上重要な意義を有する決定をしました。具体的には、

本決定は、①構造的な利益相反のある二段階取引による非公開化取引において、意思決

定過程の恣意性を排除し、一般に公正と認められる手続きがとられた場合には、原則と

して取引当事者の定めた取引条件（公開買付価格を取得価格とする条件）を尊重するこ

とを最高裁として初めて判示し、また、②事後的な株式市況の変動を考慮した株価の補

正を明確に否定したことで、M&A を行う取引当事者の予測可能性を向上させるもので

あり、実務上重要な意義を有するものと考えられます（なお、当事務所は、公開買付け

の検討段階から JCOM側で本件に関与しており、価格決定の裁判手続においても JCOM

の代理人を務めておりました。また、本判決の意義については桑原聡子＝関口健一＝河

島勇太「ジュピターテレコム事件最高裁決定の検討」旬刊商事法務 2114 号（2016）16

頁もご参照下さい。）。 

もっとも、利益相反関係が存在する場合に取引当事者の定めた取引条件が尊重される

ためには手続きの公正性が確保されていることが前提となるところ、これを確保するた

めに具体的に講ずべき措置として、本決定は、①独立した第三者委員会及び専門家から

の意見聴取や②公開買付けに応募しなかった株主からの取得価格を公開買付価格と同

額とする旨を明示したことを具体的に挙げるにとどまっています。また、本決定は手続

きの公正性が確保されなかった場合の判断枠組みについては特段の見解を述べておら

ず、他方で過去の裁判例では手続きの公正性が確保されなかった場合には裁判所による

裁量的な判断が示される事例も散見されることから、上記①②以外の措置の実施も検討

し、手続きの公正性をより高めることが期待されます。 

具体的には、（非公開化取引を決定する前の）対象会社の株価の推移等を踏まえつつ、

例えば、第三者委員会への機能・役割の付与（独立した法務・財務アドバイザーの選任

権限、価格等の交渉権限の付与等）、フェアネス・オピニオンの取得、いわゆるマジョ

リティ・オブ・マイノリティ条件の設定、比較的長期間の買付期間の設定等について、
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個別の事案ごとにその要否を検討することが考えられます。また、手続きの公正性の確

保に関する検討過程について、合理的に必要な範囲で記録化を行い、事後的な立証が可

能となるような措置を講じることも非常に重要なポイントとなるものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

11. ファイナンス・ディスクロージャー：東証が、決算短信の様式の使

用義務を撤廃することを発表 
 

2016 年 10 月 28 日、東証は、決算短信及び四半期決算短信の様式のうち、本体であ

るサマリー情報について、現在課している使用義務を撤廃し、短信作成の際の参考様式

としてその使用を要請するに止めることを発表しました。 

昨年 6 月 30 日に公表された「『日本再興戦略』改訂 2015」は、企業が投資家に対し

て必要な情報を効率的かつ効果的に提供するため、会社法、金融商品取引法、証券取引

所上場規則それぞれが定める情報開示ルールを見直して統合的な開示のあり方につい

て検討することを求めており、これを受けた金融審議会ディスクロージャーワーキン

グ・グループは、今年 4 月 18 日に公表した報告書において、決算短信及び四半期決算

短信の具体的な見直しの方向性として、義務的な記載事項及び記載を要請する事項を可

能な限り減らす等、要請事項の限定等によって自由度を向上させることを提言しました。

本制度は、かかる提言を踏まえて行われるものです。 

本制度により、様式に従ってサマリー情報を開示することが必須ではなくなるものの、

投資者に対して提供する情報の他社との比較可能性を高める観点からは、なお様式に

従って記載することも考えられます。また、サマリー情報は、投資者の投資判断に重要

な影響を与える上場会社の決算の情報を速報する点で重要ですので、本撤廃後も、かか

る情報を、決算短信で迅速かつ分かりやすく開示していくことが求められる点に留意が

必要です。 

本撤廃については、2016 年 11 月 27 日までパブリック・コメントに付されており、

2017 年 3 月末日以後最初に終了する通期決算又は四半期決算の開示から適用される予

定です。 
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12. 税務：新日独租税協定の発効及び新日ベルギー租税条約の署名 
 

2015 年 12 月 17 日に署名された、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する

二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国と

の間の協定」（「新日独租税協定」）が、2016 年 10 月 28 日に発効しました。新日独租税

協定においては、相手国の居住者が受領する投資所得（配当、利子及び使用料）の源泉

地国における課税がさらに軽減・免除され、具体的には、①配当については、持株割合・

保有期間に応じ、限度税率 15%～免税に、②利子については原則として免税に、③使用

料については免税とされました。また、外国企業・非居住者の支店等（恒久的施設）に

帰属する事業利得に対する課税について、本支店間の内部取引を網羅的に認識して恒久

的施設に帰属する利得を計算する規定への改正、協定の濫用防止規定及び相互協議手続

に係る仲裁手続の導入、租税に関する情報交換の規定の拡充等が行われています。新日

独租税協定は、課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成 29 年 1 月 1 日以後

に開始する各課税年度の租税、課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成

29 年 1 月 1 日以後に課される租税に適用されます。 

また、日本及びベルギーは、2016 年 10 月 12 日、「所得に対する租税に関する二重課

税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約」

（「新日ベルギー租税条約」）に署名しました。新日ベルギー租税条約においては、①配

当については、持株割合・保有期間等に応じ、限度税率 10%又は免税に、②利子につい

ては企業間受取のものは免税に、③使用料については免税とされています。その他、新

日独租税協定について上述した内容と同様の改正が行われています。新日ベルギー租税

条約は、課税期間に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年

の 1 月 1 日以後に開始する各課税期間の租税、課税期間に基づかないで課される租税に

関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の 1 月 1 日以後に課される租税に適用されま

す。 

なお、改正後の租税協定・条約の適用のタイミングについては、裁判例（最決平成 2

5 年 1 月 31 日）を踏まえた慎重な判断が求められる場合がありますので、留意が必要

です。 
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13. 中国・アジア（ミャンマー）：新投資法がついに成立 
 

ミャンマーにおける新投資法の制定に向けた検討の状況については、これまで、本レ

ター2016 年 7 月号（第 31 号）（http://www.mhmjapan.com/content/files/00022680/201

60719-101459.pdf）及び 9 月号（第 33 号）（http://www.mhmjapan.com/content/files/00

023164/20160905-045349.pdf）においてお伝えして参りました。新投資法は、連邦議

会の両院を通過後、2016 年 10 月 7 日付で大統領府に送付され、同月 18 日、大統領の

署名を経て成立しました。法律の詳細については、http://www.mhmjapan.com/content/f

iles/00023605/20161012-054256.pdf をご参照下さい。 

新投資法の成立により、外国投資規制は大幅に簡素かつ透明性のあるものとなります。

また、今後予定されている新会社法における「外国会社（外資会社）」の定義変更と併

せて大幅な外資規制緩和が行われます。 

特に注目されるのは、これまで困難であったミャンマー内資企業に対する資本参加や

M&A が容易になるという点です。また、更なる制度の検討は必要であるものの、新投

資法及び新会社法は外国人によるヤンゴン証券取引所での取引（外資企業のヤンゴン証

券取引所への上場）にも道を拓くものです。 

ミャンマー内資企業は一般に資金調達に苦労していますが、米国制裁の解除と相まっ

て、今後は外資企業との資本提携や取引所への上場といったオプションを比較検討する

動きが強まるものと予想されます。日本企業にとっては、有力ミャンマー内資企業との

提携を巡って各国企業との競争が生じることが予想されます。 

今後は、新投資法の施行規則となる Notification の制定に向けた作業が進められる予

定です。現地報道によりますと、遅くとも 2017 年 3 月末までの制定を目指して作業が

行われているとのことです。新たな投資規制の中身として、具体的にどのような業種が

外資規制の適用を受けるのかといった点等、その具体的な内容は Notification の制定に

より明らかになります。新投資法と Notification による新しいルールがどのようなもの

となるのか、今後も引き続き注視していく必要があります。 
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 0033--66226666--88775500 
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14. 新興国（メキシコ）：労働司法制度の改革と労使関係への影響 
 

2016 年 10 月 13 日、メキシコ連邦議会上院は、大統領が提案した労働司法制度の改

革を行う憲法改正法案（「改正法案」）を決議しました。 

現在、メキシコでは、行政府の一部である連邦及び州の調停・仲裁委員会（「労働委

員会」）が、労働組合に関する行政手続から、使用者と労働者との間の紛争を解決する

ための調停・仲裁に至るまで幅広い業務を行っています。 

改正法案は、労働委員会に代わって新たに調停センターや労働裁判所を設立し、従来

労働委員会が担ってきた機能を行政府と司法府に分散させます。すなわち、行政府の一

部となる調停センターが、行政手続及び使用者と労働者の間の調停手続を処理し、司法

府の一部となる労働裁判所が、単独で労働司法の運営を担うこととなります。また、労

働裁判所に労働訴訟を提起する場合には、あらかじめ調停センターにおいて調停手続を

経ていることが必要とされます。 

さらに、改正法案は、労働組合の代表選出、他の労働組合との紛争の解決、労働協約

の締結について、各労働者に独立した議決権を付与し、自由投票・秘密投票の権利を保

障しています。また、改正法案は、労働協約を締結しようとする労働組合は会社に対し

て労働者の代表であることを示さなければならない旨規定しており、このような手続き

的な公正性の強化により、使用者が労働者に不利な労働協約を締結することを防ぐと同

時に、労働組合の濫用的な運用から使用者を保護することが期待されています。 

なお、改正法案は、今後、メキシコ連邦議会下院による手続きやその他改正に必要な

手続きを経なければならず、追加の修正がなされる可能性もあることから、今後も引き

続き、動向を注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
15. 国際訴訟・仲裁：国際仲裁における手続きの効率化・迅速化に向け

た動き 
 

2016 年 11 月 4 日、国際商業会議所（ICC）が、仲裁規則を改正することを公表しま

した。この改正の最大のポイントは簡易手続（expedited procedure）の導入で、2017

年 3 月 1 日から効力が発生します。近年、多くの国際仲裁機関において、比較的単純な

事件（訴額が相対的に小さい案件等）について簡易・迅速な手続きを選択可能とするこ

mailto:hideaki.umetsu@mhmjapan.com
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とにより、手続利用のハードルを下げることが行われています。例えば、シンガポール

国際仲裁センター（SIAC）、香港国際仲裁センター（HKIAC）、日本商事仲裁協会（JCAA）

等にそのような簡易手続の規定が置かれており、今回の ICC の仲裁規則の改正もこの流

れの一環です。具体的な要件や手続きの内容は仲裁機関によって異なりますが、例えば

SIAC の場合、訴額が S$600 万（2016 年の規則改正により S$500 万から引き上げ）以

下の場合等に簡易手続の選択が可能とされ、単独仲裁人による審理とし、文書のみによ

る審理を可能とすること等により原則として 6 ヶ月以内に仲裁判断を得ることが可能

となっています。統計によれば、SIAC では 2010 年の制度導入以来 2016 年 8 月までに

171 件の利用があり、HKIAC でも 2015 年に 7 件利用があったとのことです。その他関

連する動きとして、SIAC の 2016 年改正規則で、主要仲裁機関の中で初めて導入され

た請求や防御方法の早期却下（early dismissal）制度（英米法の裁判における strike out

ないし motion to dismiss に類似した制度で、理由のない請求や防御方法を手続きの初期

段階で排除するもの）も、手続きの迅速化という観点から注目されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 セミナー  『フィリピンビジネスセミナー』 

開催日時  2016 年 11 月 10 日（木）14:00～17:30 

講師    江口 拓哉、園田 観希央 

主催    ひょうご・神戸国際ビジネススクエア（神戸市海外ビジネスセンター、

ジェトロ神戸、ひょうご海外ビジネスセンター）、みなと銀行（公益

社団法人兵庫工業会、一般社団法人神戸市機械金属工業会共催） 

 

 セミナー  『イスラーム債券の現況』 

開催日時  2016 年 11 月 10 日（木）15:00～17:00 

講師    石川 直樹 

主催    イマーム・ムハンマド・イブン・サウード・イスラーム大学東京分校 

アラブ イスラーム学院（在日サウジアラビア王国大使館附属） 
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 セミナー  『金融モニタリング対応講座（第２回）』 

開催日時  2016 年 11 月 11 日（金）11:15～14:25 

講師    江平 享 

主催    一般社団法人第二地方銀行協会 

 

 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～制度導入 

後の実務動向も踏まえ、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 11 月 14 日（月）14:00～17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『改正 FIT 法と重要制度改正のポイント～めまぐるしく変わる事業 

環境～』 

開催日時  2016 年 11 月 15 日（火）14:00～17:00 

講師    市村 拓斗、木山 二郎 

主催    日経エコロジー 

 

 セミナー  『機関投資家の議決権行使の展望～判断要素とプロセスを、投資家・ 

助言会社のキーパーソンに聞く～』 

開催日時  2016 年 11 月 17 日（木）10:00～12:00 

講師    澤口 実 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『課徴金導入後の景品表示法に対する～表示規制に加えて、景品規制 

の実務ポイントを踏まえて～』 

開催日時  2016 年 11 月 17 日（木）14:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『金融機関における不祥事対応の法務～近年の不祥事事案を踏まえた 

  実務対応の検討～』 

開催日時  2016 年 11 月 18 日（金）9:30～12:30 

講師    白根 央 

主催    株式会社セミナーインフォ 
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 セミナー  『内部統制システムの見直しのポイント～最新動向を踏まえた実務 

  対応～』 

開催日時  2016 年 11 月 22 日（火）13:30～16:30（東京） 

      2016 年 11 月 28 日（月）13:30～16:30（大阪） 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『海外子会社の「現実的な管理体制」と実務上のポイント』 

開催日時  2016 年 11 月 24 日（木）13:30～17:00 

講師    梅津 英明 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『シェア経済サミット』 

開催日時  2016 年 11 月 25 日（金）9:00～19:00 

講師    増島 雅和 

主催    シェアリングエコノミー協会 

 

 セミナー  『日本と EU の個人情報保護法制に伴う社内調査と危機管理 

～日本企業が直面する新たなリーガルリスクとディスカバリー対策』 

開催日時  2016 年 11 月 29 日（火）13:00～17:00 

講師    市川 雅士 

主催    コンシリオ合同会社 

 

 セミナー  『自動運転を取り巻く状況とその実現に向けた法整備』 

開催日時  2016 年 12 月 1 日（木）13:30～16:30 

講師    戸嶋 浩二、島田 里奈 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『贈賄コンプライアンス体制構築のために必要な実務上の対応』 

開催日時  2016 年 12 月 1 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  『会員定例解説会「来年の株主総会運営のあり方」』 

開催日時  2016 年 12 月 2 日（金）13:30～16:00 

講師    菊地 伸 

主催    公益社団法人商事法務研究会 
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 本   『指名諮問委員会・報酬諮問委員会の実務』（2016 年 10 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者   澤口 実、渡辺 邦広（編著） 

      角田 望、吉江 穏、飯島 隆博、坂㞍 健輔（著） 

 

 本   『情報・コンテンツの公正利用の実務』（2016 年 10 月刊） 

出版社   株式会社青林書院 

著者   齋藤 浩貴、上村 哲史（編著） 

      池村 聡、佐々木 奏、田中 浩之、桑原 秀明、嶋村 直登、呂 佳叡（著） 

 

 本   『Doing Business in Japan』（2016 年 11 月刊） 

出版社   Lexis Nexis 

著者   三浦 健、箱田 英子、安部 健介、齋藤 尚雄、石綿 学、大石 篤史、 

      小澤 絵里子、下瀬 伸彦、鈴木克昌、田中 光江（共著） 

 

 本   『Energy Fifth Edition』（2016 年 10 月刊） 

出版社   Global Legal Insights 

著者   小林 卓泰、岡谷 茂樹 

 

 論文   「＜論説＞米国における新ドローン規制と日米比較」 

掲載誌   NBL 1084 号 

著者     戸嶋 浩二、林 浩美、佐藤 典仁 

 

 論文   「ビジネスと人権～国際的取り組みと日本企業に求められる対応～」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.44 No.10  

著者     梅津 英明、井上 諒一、輪千 浩平 

 

 論文   「不正防止と内部監査の新たな役割」 

掲載誌   ジュリスト 1498 号 

著者     澤口 実 

 

 論文   「知財判例速報 意匠の類似――知財高判平成 28・7・13」 

掲載誌   ジュリスト 1498 号 

著者     田中 浩之 
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 論文   「[特別企画 FinTech 法務の最前線] 仮想通貨 ―私法上の取扱いに 

ついて」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.12 

著者     末廣 裕亮 

 

 論文   「ビジネスと人権の観点から日本企業に求められる対応～英国現代 

奴隷法の内容も踏まえて～」 

掲載誌   金融・監査ジャーナル Vol.28 

著者     梅津 英明 

 

 論文   「企業法務最前線－変わりゆく株主総会～平成 28 年定時株主総会の 

傾向」 

掲載誌   月刊監査役 No.658 

著者     石井 裕介 

 

 論文   「消費者契約法の改正」 

掲載誌   月刊監査役 No.659 

著者     横山 経通 

 

 論文   「昨今の制度改正を踏まえたインセンティブ報酬について」 

掲載誌   月刊監査役 No.659 

著者     奥山 健志 

 

 論文   「FinTech 最前線 ～金融データ開放をめぐる新潮流～」 

掲載誌   月刊監査役 No.660 

著者     岡田 淳 

 

 論文   「外国政府の不当な課税措置への対抗手段」 

掲載誌   月刊国際税務 10 月号 

著者     大石 篤史、羽深 宏樹（共著） 

 

 論文   「＜Robotics 法律相談室（16）＞IoT 活用など介護ロボットの技術 

新に 現行の介護保険法は迅速に対応できるか」 

掲載誌   日経 Robotics No.16 

著者     戸嶋 浩二 
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 論文   「連系線の利用ルール 先着優先を見直しオークション方式へ」 

掲載誌   日経エネルギーNext 第 22 号 

著者     木山 二郎 

 

 論文   「富士美術印刷（組合活動による会社の信用毀損に基づく損害賠償 

請求）事件（東京地裁平 28.2.10 判決）」 

掲載誌   WEB 労政時報 2016 年 9 月 

著者     増田 慧 

 

 論文   「ラボ国際交流センター（労働契約法 19 条 1 号または同条 2 号該当 

性および雇止めの有効性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 2016 年 10 月 

著者     坂本 萌 

 

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

 M&A フォーラム賞奨励賞『RECOF 奨励賞』を受賞しました 

M&A フォーラムによる第 10 回 M&A フォーラム賞が発表になり、森･濱田松本法

律事務所 編『M&A 法体系 』（有斐閣）が、M&A フォーラム賞奨励賞『RECOF

奨励賞』を受賞いたしました。 

 

 asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2016”にて高い評価を得ました 

asialaw PROFILES の"Asia law Leading Lawyers 2016"にて、当事務所の弁護士 16

名が高い評価を得ました。 

Banking & Finance 石黒 徹、佐藤 正謙、小澤 絵里子、小林 卓泰、石川 直樹 

Capital Markets 石黒 徹、佐藤 正謙、藤津 康彦、鈴木 克昌 

Competition & Antitrust 内田 晴康 

Corporate/M&A  石黒 徹、藤原 総一郎、石綿 学、大石 篤史、 

        内田 修平（Rising Star）、二見 英知 

Intellectual Property 松田 政行、三好 豊 

Investment Funds 三浦 健 

Taxation 大石 篤史 

 

 Asia Women in Business Law Awards にて Shortlisted に選ばれました 

Euromoney Legal Media Group が主催する、Asia Women in Business Law Awards 

2016 の「Country Awards: Japan」部門において、Shortlisted に選ばれました。 
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 三好 豊 弁護士が経済産業省「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」委員に就任しました 

2016 年 10 月 17 日付にて、三好 豊 弁護士が経済産業省「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」委員に就任しました。 

 

 増島 雅和 弁護士が一般社団法人 全国銀行協会「オープン API のあり方に関する

検討会」委員に就任しました 

2016 年 10 月 21 日付にて、増島 雅和 弁護士が一般社団法人 全国銀行協会「オー

プン API のあり方に関する検討会」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 

http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/550.html

