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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 2017 年 3 月号（第 39 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：文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間 

まとめについて 

 

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会は、2017 年 2 月 24 日に中間まとめ

を公表しました。中間まとめでは、新たな時代のニーズに的確に対応するための権利制

限規定に関する検討結果として、総合考慮の結果公正な利用であると判断される場合は

権利制限の対象とする米国著作権法 107 条のフェア・ユース規定に代表される柔軟性の

高い権利制限規定ではなく、①著作物の本来的利用に該当せず、権利者の利益を通常害
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さないと評価できる行為類型（情報通信設備のバックエンドで行われる利用等）、②著

作物の本来的利用に該当せず、権利者に及びうる不利益が軽微な行為類型（所在検索

サービス、情報分析サービスで行われる著作物の表示行為等）、③公益的政策実現のた

めに著作物の利用が期待される行為類型（翻訳サービスにおける利用等）という三種の

権利制限規定を導入することが提言されています。 

 この他、教育の情報化を推進するため、著作権法 35 条を改正し、教育機関における

授業のインターネット配信を新たに権利制限の対象とすることも提言されています。な

お、著作権者に不利益を及ぼさないようにとの配慮から、当該改正に際しては、権利者

に補償金請求権を付与すべきであるとされています。 

 中間まとめは、現在パブリック・コメントを受け付けており（2017年 3月 29日まで）、

今後は、最終まとめの公表後、著作権法の改正が行われる予定です。改正法案は、最短

で今通常国会に提出される可能性があります。 

 

＜参考資料＞ 

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見募集の実施に

ついて 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=18500089

2&Mode=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法、エネルギー・インフラ：「適正な電力取引につい 
ての指針」及び「適正な 
ガス取引についての指 
針」の改定 

 

2017 年 2 月 6 日、公正取引委員会と経済産業省は、電力・ガスの取引について独占

禁止法上及び電気事業法・ガス事業法上問題となる行為等を明らかにする指針である、

「適正な電力取引についての指針」及び「適正なガス取引についての指針」の改定を公

表しました。これらの改定は、同年 4 月に、需要抑制により得られる電気を転売するこ

とができる「ネガワット取引」が制度化されること、及び、ガス小売業への参入が全面

自由化されることに伴って行われたものです。 

パートナー 岡田 淳 
 03-5220-1821 

 atsushi.okada@mhmjapan.com 

オブ・カウンセル 池村 聡 
 03-6266-8507 

 satoshi.ikemura@mhmjapan.com 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000892&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000892&Mode=0
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「適正な電力取引についての指針」においては、ネガワット事業者が適合すべき要件

や、ネガワット取引に際して当事者間で協議されるべき事項、公正かつ有効な競争の観

点から望ましい行為及び問題となる行為等が新たに示されています。 

「適正なガス取引についての指針」においては、ガスの小売分野、卸売分野、製造分

野、託送供給分野それぞれについて、適正な取引の考え方や、公正かつ有効な競争の観

点から望ましい行為及び問題となる行為等が示されており、特に、問題行為の例が「適

正な電力取引についての指針」に倣い今回の改定で多数追加されています。具体的には、

小売分野においては、ガス小売事業者による、①ガス以外の商品とのセット割引による

著しい安値設定、②他のガス小売事業者の業務提携に対する不当な介入、③一旦他のガ

ス小売事業者へ切替えた後、従来契約していたガス小売事業者との再契約を希望する需

要家に対する不当な高値設定、④需要家がガス小売事業者を切り替えることへの不当な

妨害、⑤他のガス小売り事業者に対する消費機器調査等の業務の受託の不当な拒絶等が

問題となる行為の例として追加されています。また、卸売分野では、卸売事業者による、

①ガス小売事業者に対する不当な供給制限や供給料金の高値設定、②特定のガス小売事

業者に対する不当な差別的価格設定等が問題となる行為の例として追加されています。 

ネガワット取引及びガス小売自由化の開始に向け、既に各種ビジネスについて検討を

進めている企業も出てきていますが、その適法性については、改定案に対して寄せられ

た意見への回答も参照しつつ慎重に検討する必要があります。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. エネルギー・インフラ：再生可能エネルギー特別措置法の改正直前 

の留意点 

 
資源エネルギー庁は、今年 4月の改正再生可能エネルギー特別措置法（「改正 FIT法」）

の施行を前に、直前説明会を全国各地で開催しています。2017 年 2 月 14 日に都内で開

催された説明会で示された改正のポイントのうち、特に以下の点については実務上留意

が必要と考えられますので、事業者の方は特にご注意ください。 

パートナー 小林 卓泰 
 03-5223-7768 

 takahiro.kobayashi@mhmjapan.com 

パートナー 宇都宮 秀樹 
  03-5223-7784

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 市村 拓斗 
  03-6266-8772

 takuto.ichimura@mhmjapan.com 

アソシエイト 竹腰 沙織 
  03-6266-8903

 saori.takekoshi@mhmjapan.com 

 

mailto:takahiro.kobayashi@mhmjapan.com
mailto:%20%09hideki.utsunomiya@mhmjapan.com
mailto:masashi.atsumi@mhmjapan.com
mailto:saori.takekoshi@mhmjapan.com
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・ みなし認定を受けた事業者は、みなし認定に移行した日から 6 ヶ月以内に、「発

電事業計画に相当する書面」及び「接続契約を証する書類」等を提出する必要

があり、期限内に提出できないと認定は「失効扱い」とされます。「接続契約を

証する書類」については近日中に該当書類のリストが公表される予定ですので、

「接続契約を証する書類」によってみなし認定事業者となることを予定する事

業者は、3 月中に当該書類を確実に準備しておくことが重要です。 

・ 改正 FIT 法の下では、認定取得後の発電事業者の変更は変更認定事由（但し、

会社分割や合併による場合は事後変更届出事由）となります。現行法に基づく

設備認定を受けている案件の譲渡に伴い、2017 年 4 月以降に認定事業者の変更

手続きを行うことを予定している場合、認定事業者の変更認定の取得申請に先

だって、譲渡人（現行法下での認定事業者）が、まず発電事業計画に相当する

書面及び接続契約を証する書類を作成し、その確認を経ることが必要となりま

す。同年 4 月 1 日に直ちに認定事業者の変更認定の申請ができるわけではない

と考えられる点に留意する必要があります。 

・ 事業計画策定ガイドラインには、遵守事項と推奨事項が定められる見込みです

が、このうち遵守事項に違反すると、行政処分の対象となりえます。推奨事項

については、遵守していないことで直ちに処分の対象となるものではないと考

えられるものの、悪質性が強い場合や他の遵守事項や認定基準に抵触する場合

には、行政処分の対象となることもありうる点に留意が必要です。 

・ 送配電買取への移行に伴い、従来のモデル契約は廃止され、特定契約は原則と

して約款形式の送配電買取要綱により締結されます。小売電気事業者との既存

の特定契約の効力はそのまま維持されますが、改正 FIT 法施行後に、小売電気

事業者の事情によって、「当事者」、「設備」、「買取期間」、「買取価格」のいずれ

かの変更が行われる場合には送配電買取への移行が必要となる点に注意が必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 小林 卓泰 
 03-5223-7768 

 takahiro.kobayashi@mhmjapan.com 

アソシエイト 山路 諒 
 03-6213-8126 

 ryo.yamaji@mhmjapan.com 

アソシエイト 星 千奈津 
 03-6213-8153 

 chinatsu.hoshi@mhmjapan.com 
 

mailto:takahiro.kobayashi@mhmjapan.com


 
 

   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。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

5. 労働法：最高裁、残業手当を控除したうえで計算される歩合給の有 

効性に関し判決 

 

最高裁は、2017 年 2 月 28 日、残業手当が支払われた場合、歩合給の計算にあたって

は当該残業手当を控除して支払うとの賃金規程の有効性に関する判決を出しました。 

本件は、上告人に雇用され、タクシー乗務員として勤務していた被上告人らが、各タ

クシー乗務員の売上高に応じて支払われる歩合給の計算に当たり、別途支払われる残業

手当等に相当する金額を控除する旨を定める上告人の賃金規則上の定めが無効であり、

上告人は、控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して、

上告人に対し、未払賃金等の支払を求めた事案です。 

原審は、本件賃金規則の計算によると、タクシー乗務員の売上高が同額である限り、

時間外労働等をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は同額

になること等を指摘し、本件規定は、労働基準法 37 条の規制を潜脱するものであり、

同条の趣旨に反し、ひいては公序良俗に反するものとして無効である、と判示していま

した。 

最高裁は、「労働基準法 37 条は、労働契約における通常の労働時間の賃金をどのよう

に定めるかについて特に規定をしていないことに鑑みると、労働契約において売上高等

の一定割合に相当する金額から同条に定める割増賃金に相当する額を控除したものを

通常の労働時間の賃金とする旨が定められていた場合に…当該定めが当然に同条の趣

旨に反するものとして公序良俗に反し、無効であると解することはできない」と判示し、

原審を破棄しました。 

「働き方改革」の一環として、社会的に残業の削減について努力を続ける中、残業代

が減ることによる労働者の不利益に配慮し、従前の残業代を含む賃金水準を維持する目

的から、残業代が生じなければ増額され、残業代が生じた場合には減額される「業務効

率手当」の支給を検討する企業も増えています。本判決により、こうした柔軟な手当の

設計についても取り組みが促進されるものといえます。 

 

 

 

 

 

6. 会社法：会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する諮問について 
 

2017 年 2 月 9 日、法務大臣より、法制審議会に対して会社法制（企業統治等関係）

の見直しについての諮問がなされました。諮問においては、具体的な検討課題として、

①株主総会に関する手続きの合理化、②役員に適切なインセンティブを付与するための

規律の整備、③社債の管理の在り方の見直し及び④社外取締役を置くことの義務付けが

パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 
 

mailto:taichi.arai@mhmjapan.com
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挙げられています（法務省ウェブサイト http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500028.h

tml 参照）。 

① 株主総会に関する手続きの合理化については、株主提案権の濫用的な行使を制

限するための制度改正や、2016 年 4 月に経済産業省により公表された株主総会

プロセスの電子化促進等に関する研究会報告書における提言も踏まえた、招集

通知関連書類の電子提供に関する制度整備が期待されています。 
② 役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備については、コーポ

レートガバナンス・コードが求める中長期業績連動報酬の割合の適切な設定（補

充原則 4－2①）の実現に資する制度整備等が期待されます。 

③ 社債の管理の在り方の見直しについては、現行の社債管理者制度よりも簡略化

された新たな社債管理制度の整備等が見込まれます。 

④ 社外取締役を置くことの義務付けについては、東京証券取引所によれば、2016

年 7月 27日時点の東京証券取引所上場会社における社外取締役の選任率が 95.

8%であり、社外取締役の導入自体は進んでいると思われることから、社外取締

役による経営監視機能と実際の企業価値向上への効果とのバランスに照らした

設置義務付けの是非が議論されるものと思われます。いずれの検討課題につい

ても、今後の議論の動向が注目されます。 

 

＜参考資料＞ 

・株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会報告書 

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160421007/20160421007-1.pdf 

・東証上場会社における独立社外取締役の選任状況＜確報＞ 

http://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000001sndx-att/20160727-1.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：SESC、従業員持株会への入会、拠出金増額後の取引が 
インサイダー取引に当たるとして課徴金納付命令の勧告 

 
証券取引等監視委員会（「SESC」）は、2017 年 2 月 24 日、東証マザーズ上場の X 社

の社員等のインサイダー取引に関し、法令違反の事実が認められたとして、内閣総理大

臣及び金融庁長官に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました（http://ww

w.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170224-1.htm）。 

パートナー 石井 裕介 
 03-5223-7737 

  yusuke.ishii@mhmjapan.com

アソシエイト 井形 文佳 
 03-5220-1806 

 ayaka.igata@mhmjapan.com 
 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500028.html
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500028.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160421007/20160421007-1.pdf
http://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000001sndx-att/20160727-1.pdf
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170224-1.htm
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170224-1.htm
mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
mailto:ayaka.igata@mhmjapan.com
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この中には、従業員持株会への入会、その拠出金増額後の従業員持株会を通じた取引

が、インサイダー取引に該当するとの判断が含まれており、注目されます。 

具体的には、課徴金納付命令対象者 7 名は、X 社が東証一部上場の Y 社と業務提携を

行うことを決定したという重要事実を知りながら、当該事実が公表された 2015 年 12

月 11 日よりも前に、それぞれ同年 10月 1日から 8日の間、X社従業員持株会に入会し、

又は、その拠出金を増額し、その後、同年 10 月 26 日と 11 月 26 日に、他の従業員持

株会会員と共同して、合計 400 株の X 社株式を買い付けたと認定されています。各対

象者への課徴金の計算は、それぞれの拠出金の増加分に X 社による奨励金を加えた額の

従業員持株会全体の拠出金及び奨励金等に占める割合を基準に算出されており、それぞ

れ 2 万円から 11 万円と判断されています。 

 

【認定された事実の概略】 

2015 年 10 月 1 日～10 月 8 日：重要事実を知りながら、従業員持株会に入会又は拠出 

金を増額 

2015 年 10 月 26 日     ：従業員持株会において 200 株買付け 

2015 年 11 月 26 日     ：従業員持株会において 200 株買付け 

2015 年 12 月 11 日     ：重要事実の公表 

 

従業員持株会を通じた自社株の買付けは、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づ

かず、継続的に行われる等一定の条件の下で、インサイダー取引規制の適用除外となっ

ていますが、本件については、重要事実を知りながら持株会への新規入会や拠出金の増

加をしたため、「個別の投資判断に基づかず」との要件を欠くと判断されたものです。

従業員持株会への入会、拠出金の増額等やや盲点となりがちなフェーズにおいても、通

常の自社株式売買と同様に重要事実のチェックを行う等留意が必要です。 
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8. 一般民事：インターネット検索サイトの検索結果削除請求に関する 
最高裁決定 

 

2017 年 1 月 31 日、最高裁は、インターネットの検索サイトで氏名等を入力して検索

すると、検索結果として逮捕歴が表示される個人が、人格権ないし人格的利益を根拠に、

検索事業者に対して当該検索結果の削除を求めた仮処分事件について、削除を認めない

旨の決定をしました。 

本件は、下級審のさいたま地裁や東京高裁の決定の中で「忘れられる権利」に言及が

されたことによって社会的な関心を集めた事件であり、同種事件において下級審の結論

も分かれていたため、最高裁の判断が注目されていました。 

最高裁は、「忘れられる権利」について言及することなく、「検索事業者が、ある者に

関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等

が掲載されたウェブサイトの URL 等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法

となるか否かは、当該事実の性質及び内容、当該 URL 等情報が提供されることによっ

てその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の

程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載され

た時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性等、

当該事実を公表されない法的利益と当該 URL 等情報を検索結果として提供する理由に

関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法

的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該 URL 等情報を検

索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」との判

断基準を示した上で、当該事案における結論としては、当該事実が公表されない法的利

益が優越することが明らかではないとして、削除を認めなかった東京高裁決定を維持し

ました。 

今後、同種事件はこの基準に基づき判断されることになると考えられ、下級審の裁判

例における削除請求の当否についての判断事例の動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 早川 学 
 03-5223-7748 

 gaku.hayakawa@mhmjapan.com 

アソシエイト 大室 幸子 
 03-6212-8350 

  sachiko.omuro@mhmjapan.com

mailto:gaku.hayakawa@mhmjapan.com
mailto:sachiko.omuro@mhmjapan.com


 
 

   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。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

9. M&A：スクイーズアウトの税務上の取扱いが大きく変わります 
 

上場会社を非公開化する M&A 取引では、通常、TOB（株式公開買付け）により株式

の大半を取得し、その後、100%化のため、株式売渡請求、株式併合、全部取得条項付

種類株式の取得等により TOB に応募しなかった少数株主に株式と引換えに金銭を交付

します（いわゆるスクイーズアウト）。このスクイーズアウトに関し、本年 3 月に成立

予定の平成 29 年度税制改正では以下の 3 点の重要な改正が予定されています。 

(1) 従来のスクイーズアウト手法について適格要件の判定が必要に 

これまでは、株式売渡請求、株式併合、全部取得条項付種類株式の取得を用い

たスクイーズアウトによって対象会社（上場会社）に課税を生じることはあり

ませんでした。しかし、今回の改正により、それらのスクイーズアウト手法が

組織再編税制の一環と位置付けられ、新たに定められる適格要件を充足しなけ

れば対象会社に時価評価課税が生じることとなります。適格要件としては、①

対価交付要件、②支配関係要件、③従業員引継要件、④事業継続要件の 4 つを

すべて満たす必要があります（もっとも、多くのケースではこれらの要件を満

たすことが可能と考えられます。）。 

(2) 合併・株式交換を用いたスクイーズアウトが可能に 

これまでは合併対価として金銭を交付すると税務上合併が非適格となるため、

実務上、合併はスクイーズアウトの手法としてあまり用いられていませんでし

た。しかし、今回の改正により、合併法人（買収者）が被合併法人（対象会社）

の発行済株式の 3 分の 2 以上を有する場合、少数株主に合併対価として金銭を

交付しても適格性が否定されないこととなります（株式交換についても同様の

改正が行われます。）。これにより、合併・株式交換をスクイーズアウトの手法

として用いることが実務的に可能となります。 

(3) 連結納税を実施している企業がスクイーズアウトを行うことが容易に 

これまでは連結納税を実施する企業がスクイーズアウトにより対象会社を

100%子会社化した場合、原則として対象会社に時価評価課税が生じるとされ、

また、対象会社が有していた税務上の繰越欠損金を連結納税に持ち込むことも

できませんでした。しかし、今回の改正により、上記(1)の適格要件を満たした

スクイーズアウトにより 100%化された対象会社については、時価評価課税は

生じないこととされ、また、繰越欠損金についても連結納税への持込みが可能

となります（連結納税開始時についても同種の措置が講じられます。）。 

 

これらの改正は、いずれも 2017 年 10 月 1 日以降に効力を生じるスクイーズアウト

に適用されることが予定されています。 

今回の税制改正により、各手法間の税務上の取扱いの差異は以前よりも小さくなりま

す。今後ストラクチャーを検討するにあたっては、法務上の取扱いの差異がより重要と
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なる可能性があると思われます（例えば、スクイーズアウトの実行に必要な買収者の議

決権割合、対象会社・買収者における株主総会特別決議の要否等）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：企業内容等の開示に関する内 
閣府令の改正に係るパブ 
リック・コメントの公表 
 

2017 年 2 月 14 日、金融庁は、企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案に係る

パブリック・コメントの結果（「本パブコメ」）を公表し、同日付で、改正後の当該内閣

府令が施行されました。 

当該改正の主要な内容として、有価証券報告書の記載内容に、経営方針・経営戦略等

が加えられたことが挙げられます。これにより、有価証券報告書の提出会社グループに

係る経営方針・経営戦略等の内容や、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的

な指標等がある場合には、当該内容を有価証券報告書に記載することが義務付けられる

こととなりました。 

本パブコメにおいては、①経営計画等の具体的な目標数値の記載を義務付けるもので

はないが、当該目標数値を任意で記載することは妨げられないこと、②有価証券報告書

の提出日後に将来の目標に重要な変更が生じたときや、実績と目標数値が大きく乖離し

た場合、有価証券報告書に合理的に算出した具体的な目標数値を記載しており、有価証

券報告書提出日現在においてその後の事情の変化が予測できていなかったのであれば、

当該有価証券報告書の訂正報告書の提出は不要と考えられること、③経営方針や経営戦

略として定めた事項すべてを記載することが義務付けられるわけではないが、投資者の

投資判断上重要な事項を開示することが必要であること、④「経営方針・経営戦略等」

とは、例えば、経営理念やビジネスモデル、経営計画等、経営方針・経営戦略に相当す

るものを含む趣旨であること、等の見解が示されています。 

上記の経営方針・経営戦略等の記載に係る改正は、2017 年 3 月 31 日以後に終了する

事業年度に係る有価証券報告書から適用されます（したがって、3 月末を事業年度末と

する会社においては、2017 年中に提出する、2017 年 3 月期に係る有価証券報告書から

適用されることとなります。）。経営方針・経営戦略等に関し、有価証券報告書に具体的

にどのように記載するかについては、有価証券報告書の虚偽記載等には刑事罰等の厳重

な制裁が科されうることにも留意しつつ、個別に判断する必要があります。特に、有価
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 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhmjapan.com 

アソシエイト 栗原 宏幸 
 03-6266-8727 

  hiroyuki.kurihara@mhmjapan.com

mailto:%20%09atsushi.oishi@mhmjapan.com
mailto:hiroyuki.kurihara@mhmjapan.com


 
 

   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。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

11 
 

証券報告書において将来数値を開示すべきかどうかは、将来数値の実現可能性や将来の

エクイティ・ファイナンスの可能性も踏まえ、慎重に判断すべきと思われます（この点

については、当事務所が 2017 年 2 月 17 日に配信した Capital Markets Bulletin 2017 年

2 月第 2 号（Vol.31）をご参照ください。）。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

11. 税務：職務発明に係る税務上の取扱いに関する文書回答事例 
 

平成 27 年特許法改正により、職務発明につき、勤務規則等に定めることによって、

会社は、特許を受ける権利を原始的に（従業員から特許を受ける権利を承継するという

過程を経ることなくはじめから）取得することができるようになりました。これに対し、

職務発明を行った従業員は、会社に対して「相当の利益」を受ける権利を有することに

なり、会社からは、従業員に対し勤務規則等で定めた補償金等が支払われることになり

ます。 

上記のような会社に特許を受ける権利を原始帰属させる制度の下での補償金の課税

関係については確立した見解がありませんでしたが（Client Alert 2016 年 4 月号（第 28

号）参照 http://www.mhmjapan.com/content/files/00021741/20160608-101428.pdf）、こ

の点につき、名古屋国税局による文書回答事例が公表されました。 

当該文書回答事例によれば、①会社が特許を受ける権利を原始取得し、これを特許出

願したとき、②特許出願に係る特許権の設定の登録がされたとき、③登録された特許を

会社が実施したとき、④登録された特許を会社が他者に実施許諾したとき、及び⑤特許

を受ける権利又は登録された特許を他者に譲渡したときに従業員に対して支払われる

補償金は、いずれも従業員において（譲渡所得、給与所得、一時所得のいずれにも該当

せず）雑所得として扱われるものとされています。 

また、かかる補償金は使用料とはいえないため、会社において源泉徴収をする必要も

ないとされています。 

職務発明に関する制度を設計するにあたっては、上記の点を十分に念頭に置いて対応

する必要があるといえます。 
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＜文書回答事例＞ 

http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/170206/besshi.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア：タイにおける取締役等の刑事責任推定に関する規定 
を修正する新法の成立 

 

2016 年 12 月 23 日、暫定国会（National Legislative Assembly）において、法人代表

者の刑事責任に係る条項の修正に関する法律案（Bill on Revisions of Provisions 

Regarding Criminal Liability of Juristic Persons’ Representative）が承認され、同法律が

成立しました（「本法律」）。本法律は、2017 年 2 月 11 日付官報で公告され、翌 12 日付

で施行されました。本法律の施行により、76 件の法律（金融機関事業法、反ダンピン

グ法等）に設けられている法人代表者の刑事責任推定に関する規定（取締役等が自ら当

該刑事罰違反に関わっていないことを証明しない限り、当該取締役等の刑事責任が推定

される旨を定めた規定）は、以下の文言に沿った内容に修正されることになります。 

 

「犯罪が法人によって行われた場合、(1)当該犯罪が、役員、支配人若しくは事業の責

任者の指示若しくは行為の結果であるとき、又は(2)必要な指示若しくは行為について責

任を負うこれらの者が、指示若しくは行為を行わなかったことに起因して法人による犯

罪が行われたときは、これらの者は当該犯罪について責任を負う。」 

 

従来、刑事責任推定規定の存在により、タイに進出している日系企業の役員等にとっ

て、役員等であること自体から刑罰が科されうる潜在的なリスクがありましたが、本法

律の施行により、少なくとも 76 件の法律については、このような取締役の刑事責任が

推定されることはなくなります。他方で、取締役は、自らが積極的に犯罪行為に関与し

た（又は関与したと証明された）場合だけではなく、犯罪の発生を防止すべき取締役と

しての注意義務に違反した場合においても刑事責任を負う可能性がある（すなわち、過

失責任が問われる可能性はある）点には留意が必要です。 
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13. 新興国（南アフリカ）：最低賃金制度の導入に向けた合意書 
 

南アフリカ政府は、2017 年 2 月 7 日、全国経済開発労働評議会（NEDLAC）におい

て、官・労働組合・地域社会の各代表者によって、国家統一最低賃金制度を導入に向け

た合意書（「本合意書」）に署名がされたことを公表しました。但し、報道によれば、

NEDLAC の構成メンバーである一部の労働組合は内部手続上の理由で署名できなかっ

たとのことです。 

現在、南アフリカでは、特定の業種を除き、法定の最低賃金制度は存在せず、各業界

団体や個社ごとに団体交渉で最低賃金が定められていますが、本合意書は、南アフリカ

において初となる全国・全業種に統一的な最低賃金制度の導入を目指すもので、政府は、

遅くとも2018年5月1日の効力発生に向けて、必要な立法を行うものとされています。 

本合意書において予定される最低賃金額は、1 時間当たり 20 ランド（ご参考：現在

のレートで約 178 円（1 ランド＝約 8.9 円））とされ、これは、週 40 時間労働の労働者

であれば月額約 3,500 ランド（ご参考：現在のレートで約 31,150 円）、週 45 時間労働

の労働者であれば月額約 3,900 ランド（ご参考：現在のレートで約 34,710 円）に相当

します。報道によれば、現在の南アフリカにおける労働者の約 47%がこの最低賃金額を

下回る賃金水準とのことであり、影響力の大きい制度改正といえます。 

本合意書では、最低賃金制度においては、あらゆる使用者に適用されるとしつつ、中

小企業やスタートアップ企業については最低賃金の支払履行が困難である場合には、一

定の要件の下で、最大 12 ヶ月の間、適用免除を認めることも予定されています。また、

最低賃金の金額水準については、生活コスト、最低限度の生活の水準、貧困の解消状況、

賃金格差の状況等の諸要素を考慮して、毎年、見直すことが予定されています。 

上記のとおり、NEDLAC の構成メンバーである一部の労働組合による本合意書の署

名が未了であることや、最低賃金制度に違反した事業者に対する制裁措置等制度の詳細

及び具体的な立法スケジュールが明らかになっていないこと等、不確定要素はあります

mailto:seiji.akimoto@mhmjapan.com
mailto:reiji.hosokawa@mhmjapan.com
mailto:masaaki.ibaragi@mhmjapan.com
mailto:kana.manabe@mhmjapan.com
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パートナー 梅津 英明 
 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 佐藤 貴哉 
  03-6266-8543

 takaya.sato@mhmjapan.com 

アソシエイト 小川 正太 
  03-6266-8908

 shota.ogawa  @mhmjapan.com

アソシエイト 岩澤 祐輔 
 03-5220-1808 

 yusuke.iwasawa@mhmjapan.com 

パートナー 眞鍋 佳奈 
 03-5220-1829  
 +65-6593-9762 （シンガポール） 

 kana.manabe@mhmjapan.com 
 

が、日系企業を含む外資企業にとっても影響があると思われ、今後の動向に注視が必要

です。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

14. 国際訴訟・仲裁：国際商工会議所 ICC の 2016 年の新受件数は過去 
最高の 966 件 

 
国際商工会議所（ICC）は、2016 年に ICC に新たに提起された国際仲裁の件数は 966

件と発表しました。この件数は ICC の過去 94 年の歴史の中で最大であり、2015 年と

比較しても 15％の増加となっています。ICC により審理される国際仲裁の件数は年々

増加しており、2012 年から継続的に毎年増え続けています。 

966 件に関与した当事者の数は 3,000 を超え、その国籍も 137 ヶ国にまたがっていま

す。当事者の国籍で一番多いのは米国、2 番目はフランス、それにブラジル、ドイツ、

メキシコと続きます。また、特に、ラテンアメリカ諸国の当事者による利用は 2015 年

と比較し、15％増加しており、さらに、韓国、トルコ、及びナイジェリアの当事者によ

る ICC の利用件数も過去最大でした。 

ICC は、この結果は、ICC の仲裁手続を利用しやすくする努力の結果であるとコメン

トしています。 

近年、国際仲裁は、どの仲裁機関を選択するのかという点で、各仲裁機関の間の競争

が激しくなってきています。主要な国際仲裁機関としては、ICC、SIAC（シンガポール

国際仲裁センター）、LCIA（ロンドン国際仲裁裁判所）、HKIAC（香港国際仲裁センター）

等がありますが、これらの仲裁機関はいずれも、手続規定の内容の合理化、審理期間の

短縮、費用の透明化を図ることで、自らの仲裁機関の利用を促進しようとする努力を続

けています。仲裁合意を行う場合には、最新の規定内容に従った各仲裁機関の費用、審

理時間等を検討したうえで、どの仲裁機関が最適かという点を検討することが必要です。 

 
 

 

mailto:hideaki.umetsu@mhmjapan.com
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『親事業者のための「下請かけこみ寺」対応策～独禁法と下請法 

        の基本と勘所を体感・体得～』 

  開催日時  2017 年 3 月 8 日（水）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  『Cartels and Intellectual Property』 
  開催日時  2017 年 3 月 9 日（木）5:00～6:00（日本時間） 

  講師    池田 毅 

  主催    American Bar Association 

 

 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  2017 年 3 月 10 日（金）13:30～16:30 

  講師    渡辺 邦広 

  主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『D&O 保険の更なる活用と社内手続きの Q&A～税務上の取扱い 
        について当局から示された新たな考え方についても～』 

  開催日時  2017 年 3 月 10 日（金）9:30～12:30 

  講師    梶元 孝太郎 

  主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『平成 29 年定時株主総会における想定質問作成及び回答のポイン 
        ト』 

  開催日時  2017 年 3 月 10 日（金）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  『日米欧における特許訴訟の発展』 
  開催日時  2017 年 3 月 16 日（木）15:15～16:00 

  講師    設樂 隆一 

  主催    東京理科大学 

 

 

 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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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』 
  開催日時  2017 年 3 月 23 日（木）13:30～16:30（東京） 

        2017 年 3 月 24 日（金）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  『大量保有報告制度の理論と実務（基礎・理論編）～制度の基本 

        的理解に不可欠な基礎概念から報告の要否の判断基準まで徹底解 

        説～』 

  開催日時  2017 年 3 月 27 日（月）13:30～16:30 

  講師    根本 敏光 

  主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『均等論の現状と課題』 
  開催日時  2017 年 3 月 30 日（木）13:30～17:00 

  講師    設樂 隆一 

  主催    大阪弁護士会、大阪弁護士会知的財産法実務研究会（共催） 

 

 セミナー  『ドローンに関する法規制の日米比較と関係ビジネスの今後の 

        展開』 

  開催日時  2017 年 4 月 3 日（月）13:30～16:30 

  講師    戸嶋 浩二、林 浩美 

  主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『中東進出の法務～中東のハブである UAE、制裁緩和で注目が集 
        まるイランを中心に～』 

  開催日時  2017 年 4 月 5 日（水）14:00～17:00 

  講師    西尾 賢司 

  主催    金融財務研究会 

 

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

 本   『企業訴訟実務問題シリーズ 証券訴訟―虚偽記載』 

  『企業訴訟実務問題シリーズ 企業訴訟総論』 

  『企業訴訟実務問題シリーズ 労働訴訟―解雇・残業代請求』 

  （2017 年 2 月刊） 

  出版社   株式会社中央経済社 

  著者   藤原 総一郎、矢田 悠、金丸 由美、飯野 悠介（証券訴訟―虚偽 

記載） 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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難波 孝一、稲生 隆浩、横田 真一朗、金丸 祐子（企業訴訟総 

論） 

荒井 太一、安倍 嘉一、小笠原 匡隆、岡野 智（労働訴訟―解 

雇・残業代請求） 

 

 本    『証拠収集実務マニュアル 第 3 版』（2017 年 2 月刊） 

出版社   株式会社ぎょうせい 

著者   増田 慧（共著） 

 

 本    『職務基準の人事制度』（2017 年 2 月刊） 

出版社   株式会社労務行政 

著者   安倍 嘉一 

 

 本    『独禁法審判決の法と経済学 事例で読み解く日本の競争政策』 

   （2017 年 1 月刊） 

出版社   東京大学出版会 

著者   池田 毅（共著） 

 

 論文    「＜実務問答会社法 第 7 回＞株式等売渡請求における取引条件、 

   仮払いの方法等」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2124 

著者   渡辺 邦広 

 

 論文    「「働き方改革」による雇用のオペレーションシステムの変更に 

  備えよ」 

掲載誌   NBL No.1091 

著者   荒井 太一 

 

 論文    「消費者契約法の「勧誘」の意義ークロレラチラシ事件最高裁判 

   決が投げかける課題」 

掲載誌   NBL No.1092 

著者   松田 知丈 

 

 論文    「類似性（4）写真 [西瓜写真事件：控訴審]」 

掲載誌   別冊ジュリスト No.231 

著者   松田 政行 
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 論文    「＜コンプラが充実する独禁法の道標 3（2）＞発注者との接触 

  場面で注意すべき独禁法・贈賄に関するコンプライアンス」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 2017 年 4 月号 

著者   池田 毅 

 

 論文    「「働き方改革」を踏まえた労働法リスクの見直しと対応」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 2017 年 4 月号 

著者   荒井 太一 

 

 論文    「＜特集 解決すべき人事労務の重要ポイント＞過重労働に関す 

   る法的課題と企業の対策」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2017 年 2 月号 

著者   竹岡 裕介 

 

 論文    「＜企業法務＞クロスボーダー現物出資に関する実務の動向につ 

   いて」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.29 No.3 

著者   酒井 真 

 

 論文    「不正会計問題等に係る第三者委員会設置の留意点」 

掲載誌   企業会計 Vol.69 No.3 

著者   藤津 康彦 

 

 論文    「17 年 1 月から金融機関等に求められる CRS（共通報告基準） 

   の実務対応」 

掲載誌   週刊金融財政事情 3196 号 

著者   石川 貴教（共著） 

 

 論文    「第 192 回臨時国会で成立した主な法律と実務への影響」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1470 

著者   北山 昇 

 

 論文    「Robotics 法律相談室 自動航行船舶を実用化するには国際条約 

  上でどのような検討が必要か」 

掲載誌   日経 Robotics 

著者   林 浩美 
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 論文    「Charterer の倒産時における傭船契約の取扱いと Owner の取り 

   得る手段」 

掲載誌   海事法研究会誌 No.234 

著者   丸茂 彰、山崎 良太、林 浩美、稲生 隆浩、川村 隆太郎、松井 裕 

   介、田尻 佳菜子、浅井 大輔 

 

 論文    「Annual Review Energy & Utilities 2017」 

掲載誌   Financier Worldwide 

著者   石川 直樹 

 

 論文    「日本アイ・ビー・エム（従業員 3 名に対する業績不良を理由と 

   する解雇の有効性等）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 No.122 

著者   増田 慧 

 

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

 パートナー及びオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 4 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

田中 光江、塙 晋、渡辺 邦広、小島 冬樹 

 

また、同日付で 3 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任いたしました。 

 

【オブ・カウンセル】 

柴田 久、原 潔、孫 彦 

 

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。 

 

 The Eighth 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 Eighth 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 3 名の弁護士が「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

 

内田 晴康：Antitrust / Competition Law 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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三浦 健: Investment and Investment Funds 

石綿 学: Private Equity, Private Funds and Venture Capital 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 

- 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、小林 卓泰、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、

江平 享 

- Criminal Defense: 池田 綾子、奥田 洋一 

- Derivatives: 佐藤 正謙、小澤 絵里子 

- Financial Institution Regulatory Law: 松井 秀樹、小田 大輔、江平 享 

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

- Insolvency and Reorganization Law: 藤原 総一郎 

- 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、

信國 篤慶、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、青山 大樹 

- 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 
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 Who's Who Legal: Banking 2017 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Banking 2017 において、日本を代表する弁護士として、当事

務所の 石黒 徹 弁護士、佐藤 正謙 弁護士、松村 祐土 弁護士が選ばれました。 

 

Who's Who Legal: Banking 2017 - Finance 

- 石黒 徹 

- 佐藤 正謙 
- 松村 祐土 

 

Who's Who Legal: Banking 2017 -Regulatory 

- 石黒 徹 

 

 石黒 徹 弁護士が Euromoney の発行する EXPERT GUIDE "The Best of the Best  

2017"において高い評価を得ました 

EXPERT GUIDE "The Best of the Best 2017"において、当事務所の石黒 徹 弁護

士が Banking 分野の、"the world's top 30 practitioners"に選ばれました。 

 

 内田 貴 弁護士が法務省 法制審議会 総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 


