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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 4 月号（第 40 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：均等論に関する最高裁判決 

 

相手方の製品・方法等が特許権の特許請求の範囲の構成要件の一部でも充足しない場

合は特許権の文言侵害は成立しません。もっとも、特許発明の実質的価値は第三者が特

許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到する

ことのできる技術に及ぶものとして、文言侵害が成立しない場合にも、特許権侵害を認

める法理として、均等論（均等侵害）があり、実務上も重要です。 

均等侵害には、5 つの要件がありますが、対象製品等が特許発明の特許出願手続にお

いて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情がないこと

が要件の一つとなっています（均等侵害の第 5 要件）。 
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最高裁は、2017 年 3 月 24 日に、上記の均等侵害の第 5 要件について判断を示しまし

た。同判決は、出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る

構成を特許請求の範囲に単に記載しなかったというだけでは、上記の特段の事情は認め

られない（それだけをもって直ちに均等侵害が否定されることはない）ことを明らかに

しました。他方で、出願人が客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求

の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しな

かった旨を「表示」していたといえるときには、上記の特段の事情が認められ、均等侵

害は成立しないとしました。同判決では、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に

記載された構成中の対象製品等と異なる部分について、特許請求の範囲に記載された構

成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを「明細書等に記

載していた場合」には、上記の「表示」をした場合にあたることが明らかにされていま

す。もっとも、明細書（発明の詳細な説明等）に記載していた場合以外に、いかなる場

合に上記の「表示」が認められるのかについては、今後の議論の動向を注視すべきです。 

（判決原文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：米国トランプ大統領、司法省反トラスト局長の人 
事を表明 

 

2017 年 3 月 27 日、米国トランプ大統領は、同政権下での司法省反トラスト局長とし

て、マカン・デラヒム（Makan Delrahim）氏を指名する方針を明らかにしました。就

任には上院の承認が必要となります。 

デラヒム氏は、ジョージ・W・ブッシュ政権下で司法省反トラスト局次長を務め、司

法省の知財タスクフォースや各国競争当局が参加する国際競争ネットワーク（ICN）の

企業結合部会長等に従事した後、弁護士として超党派の反トラスト近代化委員会の委員

を務めた経歴を有し、2017 年 1 月からはトランプ大統領の副補佐官・副法律顧問を務

めています。 

デラヒム氏が反トラスト局長に就任した場合、司法省による反トラスト法の執行は、

オバマ政権下のそれから大きくは変わらないものの、過去の共和党政権下で見られた、

効率化の達成やイノベーションによる競争促進効果をより積極的に評価するといった

傾向を踏襲することになると予想されています。特に、企業結合についてはオバマ政権

パートナー 小野寺 良文 
 03-5223-7769 

 yoshifumi.onodera@mhmjapan.com 

アソシエイト 田中 浩之 
 03-6266-8597 

 hiroyuki.tanaka@mhmjapan.com 

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf
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下の司法省に比べて柔軟な考え方がとられ、現在審査が行われている大型企業結合案件

の一部については承認されやすくなるのではないかという観測が報じられています。 

トランプ政権下では人事の移行に時間を要しており、競争当局の人事についても、連

邦取引委員会の競争局長については先月に暫定人事が公表されたばかりですが、反トラ

スト法のベテランと言われるデラヒム氏については、上院の承認を有望視する意見が見

られるところです。日本企業にとって、企業結合審査やカルテル等の違反事件審査に影

響しうる米国競争当局の人事は、今後も注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. エネルギー・インフラ：コンセッション（運営権）ガイドラインの 

改正 

 
内閣府 PFI 推進室は、2017 年 3 月 31 日付で、「公共施設等運営権及び公共施設等運

営事業に関するガイドライン」を改正しました。 

改正されたガイドラインには、次に掲げる方式により、現行法の下でも、コンセッショ

ン事業者（公共施設等運営権者）が、指定管理者制度を併用せずに、特定の第三者に対

して施設を使用させることが可能であることが明記されました。 

① 地方公共団体が対象施設を普通財産化した上でコンセッション事業者に貸し付

ける方式 

② 地方公共団体が行政財産をコンセッション事業者に貸し付ける方式（施設目的の

範囲外の使用に供する場合に限ります。） 

上記の点については、2016 年 11 月 9 日の国家戦略特別区域諮問会議（第 25 回）に

おいても港湾（ウォーターフロント）のコンセッションとの関係で問題提起がなされ、

同年 12 月 19 日の未来投資会議（第 3 回）において、安倍内閣総理大臣から今回のガ

イドライン改正の方向性が示されていました。 

さらに、2017 年 3 月 10 日に国会に提出された国家戦略特別区域法及び構造改革特別

区域法の一部を改正する法律案附則第 2 条に、コンセッション事業者が上記貸付方式に

よらずとも第三者に対して公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、同法の施行

後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 川原 健司 
 03-6266-8591 
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要な措置を講ずる旨が規定されています。なお、内閣府は、2018 年の通常国会に提出

予定の PFI 法改正法案に必要な措置を盛り込むことを目指すとしています。 

これらの改正により、さらに幅広いインフラにおいてコンセッション（公共施設等運

営権制度）が活用される可能性が広がることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：働き方改革実現会議、「働き方改革実行計画」を決定 

 

2017 年 2 月 28 日、政府は第 10 回働き方改革実現会議を開催し、「働き方改革実行計

画」を決定しました。 

同計画においては、検討課題として掲げられていた 9 つのテーマについて、以下のと

おりの対応策を実現させることとされています。いずれも企業の人事労務施策に大きな

影響を与える可能性があり、先行して各社においても検討を開始することが望まれます。 

(1) 非正規雇用の処遇改善 

① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法整備とガイドラインの整備 

② 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進 

(2) 賃金引き上げと労働生産性向上 

③ 企業への賃上げの働きかけ、生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整 

  備 

(3) 長時間労働の是正 

④ 法改正による時間外上限規制の導入 

⑤ 勤務間インターバル導入に向けた環境整備 

⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備 

(4) 柔軟な働き方がしやすい環境整備 

⑦ 雇用型テレワークのガイドライン刷新 

⑧ 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援 

⑨ 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定 

(5) 病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労の推進 

⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援推進 

⑪ 子育て・介護と仕事の両立支援拡充 

⑫ 障害者等の希望・能力を活かした就労支援推進 

(6) 外国人材の受入れ 

⑬ 外国人材受け入れの環境整備 

パートナー 岡谷 茂樹 
 03-5220-1862 

 shigeki.okatani@mhmjapan.com 

mailto:shigeki.okatani@mhmjapan.com
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(7) 女性・若者が活躍しやすい環境整備 

⑭ 個人の学び直しの支援・職業訓練の充実 

⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備、多様な女性活躍の推 

  進 

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍支援に向けた支援・環境整備 

(8) 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 

教育の充実 

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定 

⑱ 給付型奨学金の創設 

（このほか、上記⑭個人の学び直しの支援・職業訓練の充実も本テーマへの対

応策とされている。） 

(9) 高齢者の就業促進 

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援 

 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法：会社法研究会が会社法研究会報告書を公表 
 

2017 年 3 月 2 日、公益社団法人商事法務研究会に設置された会社法研究会は、平成

28 年 1 月から平成 29 年 3 月までの間に合計 14 回にわたり開催された研究会における

主な検討の結果を取りまとめた会社法研究会報告書（以下「本報告書」といいます。旬

刊商事法務 2129 号 4 頁、商事法務研究会ウェブサイト https://www.shojihomu.or.jp/ke

nkyuu/corporatelaw 参照）を公表しました。 

本報告書は、主に①株主総会資料の新たな電子提供制度の設置、②株主提案権の濫用

的な行使の制限、③取締役会の決議事項に関する規律の見直し、④取締役の報酬に関す

る規律の見直し、⑤役員の責任についての会社補償に関する規定の設置及び D&O 保険

契約の締結に関する手続、⑥新たな社債管理制度及び社債権者集会に関する規律、⑦責

任追及等の訴えに係る訴訟における和解に関する規定及び⑧社外取締役の設置義務付

け等について、それぞれ規定の必要性やその内容等に関して検討を行った結果を公表し

ています。 

会社法研究会は神田秀樹学習院大学教授を座長として、研究者や企業、機関投資家、

金融商品取引所、弁護士、関係省庁等の関係者を委員とした研究会であり、上記の検討

内容は、2017 年 2 月 9 日に法務大臣が法制審議会に対して会社法制（企業統治等関係）

の見直しについて諮問した具体的な検討課題（株主総会に関する手続きの合理化、役員

パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 
 

https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/corporatelaw
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/corporatelaw
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に適切なインセンティブを付与するための規律の整備、社債の管理の在り方の見直し及

び社外取締役を置くことの義務付け。法務省ウェブサイト http://www.moj.go.jp/shingi1/

shingi03500028.html 参照）とも重なっており、本報告書は今後の会社法改正の方向性

を知る上で重要なものであるといえます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：SESC、勤務先の不祥事に関連するインサイダー取引に 
対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 3 月 7 日、東証一部上場の X 社の子

会社の社員による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（ht

tp://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170307-1.html）。 

本件は、X 社子会社 Y 社における不祥事に関連する事実を知った Y 社の従業員が、同

人が保有していた X 社株式を売却し、損失を回避した事案です。具体的には、Y 社が施

工した物件において杭工事施工報告書のデータが偽装されたことが判明し、同社は 201

5 年 10 月 14 日に当該事実を TDnet 上に公表しましたが、当該従業員は、公表前に当該

事実を知り、同年 10 月 7 日に自己が保有する X 社の株式を売り付けたと認定されてい

ます。 

不祥事が発生した際には、関係者により損失回避のためにインサイダー取引が行われ

るリスクが存在し、SESC による類似事案の摘発事例も多数存在します。不祥事が発生

した上に、従業員等により関連するインサイダー情報を利用したインサイダー取引まで

生じてしまうと、レピュテーションに大きな悪影響が生じますので、公表前段階におけ

る情報管理には十分注意する必要があります。特に、不祥事に関する内部調査段階では、

調査にとって必要最低限の範囲の従業員に対してのみ調査を実施しているという事実

を伝達することが、インサイダー取引を未然に防ぐために重要といえます。 

また、昨年 8 月に SESC が出した課徴金納付命令勧告では、不祥事対応を行ってい

た従業員が、当該不祥事に関連する未公表事実を取引先役員に対して伝達し、当該取引

先役員が当該未公表事実を利用して行ったインサイダー取引が摘発されていますので、

社内での情報管理のみならず、社外への伝達の要否の検討、社外に伝達する際には適切

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
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なワーニングを付すこと等を含む、社外伝達に際しての情報管理態勢の構築も非常に重

要といえます。 

さらに、未公表の期間を長期化させてしまうと、それだけインサイダー取引が行われ

る機会が増えてしまうため、公表のタイミングを検討するに際しては、インサイダー取

引の未然防止という観点も考慮する必要があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. 一般民事：加速する FinTech 関連法改正 
 

2017 年 4 月 1 日、昨年（2016 年）成立した情報通信技術の進展等の環境変化に対応

するための銀行法等の一部を改正する法律（2016 年改正銀行法）が施行されました。 

この法律は、金融分野に IT 分野のイノベーションを取り込もうという FinTech の動

きに対応したもので、①金融機関が金融関連 IT 企業に対して出資を行いやすくするた

めの改正や②ビットコイン等の仮想通貨を扱う取引所に対して登録制を導入する改正

等を内容とし、金融機関や企業の FinTech に向けた取り組みを加速させることが期待さ

れています。 

そして、金融庁は、昨年の銀行法改正に続き、今年も、銀行法等の一部を改正する法

律案（2017 年改正銀行法）を国会に提出しました（2017 年 3 月 3 日）。 

この法律案は、金融機関の口座情報を取得して、個人向けの家計簿サービスや中小企

業向けの会計サービスを提供する事業者、利用者からの委託を受けて決済指図を金融機

関に伝達する事業者を、電子決済等代行業者として登録制を導入するものです。この法

律案は、金融機関側にも連携のためのオープン API の体制整備に努めることを求め、電

子決済等代行業者との連携・協働に係る方針の策定・公表、接続に係る基準の策定・公

表を行うことも義務付けています。 

API は、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（Application 

Programming Interface）の略で、有名な例としては Google の地図検索機能を連携する

Google APIs 等があげられます。金融機関側でオープン API の体制が整えば、外部のア

プリケーションから API を経由して金融機関の機能の一部と連携することが可能とな

り、ユーザーは、金融機関のサービスを、支店や ATM という従来のチャネルに加え、

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 渥美 雅之 
 03-6266-8767 

  masayuki.atsumi@mhmjapan.com

mailto:yasuhiko.fujitsu@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. 

8 
 

API連携をした事業者の提供するサービスという第三のチャネルを通じて利用できるよ

うになります。 

金融庁が相次いで手当てする法改正はFinTechに関わる法的基盤と環境を整備するも

のといえ、 FinTech の一層の促進が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：スピンオフ税制の新設、これによる企業再編・M&A の新局面 
 

本年 3 月末に国会で成立した平成 29 年度税制改正は、M&A に関する重要な税制改正

を多く含んでいますが、今回取り上げる「スピンオフ税制」の新設もその 1 つです。 

スピンオフとは、事業の一部や子会社を企業グループから切り出すことをいいます。

その目的は様々ですが、「選択と集中」による企業価値の向上等が挙げられます。 

今回の税制改正で対応されたスピンオフのための手法は、以下の 2 つです。 

① 会社の一部の事業の切り出しの場合：新設分割＋新設子会社株式の現物配当 

 
② 既存子会社の切り出しの場合：子会社株式の現物配当 

 
今回のスピンオフ税制の新設まで、これらの手法には、切り出しを行う会社（「分割

会社等」）への譲渡益課税とその株主へのみなし配当課税を伴うという税務上の問題が

ありました。しかし、スピンオフ税制により、2017 年 4 月 1 日以降に行われる分割等

については、一定の要件（分割会社等が分割等の前に他の者に支配されていないこと、
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切り出された会社（「旧子会社等」）が分割等の後に他の者に支配されてないこと等）を

満たすことにより、適格組織再編成と取り扱われ、これらの課税が生じないこととなり

ました。 

このスピンオフは上場会社と非上場会社のいずれも活用が可能です（支配株主がいな

い場合に限られますが、支配株主がいる場合には本紙 2017 年 2 月号（Vol.38）の 9. M&A

でご紹介した会社分割（適格分割）の方法を活用することが考えられます）。上場会社

の場合、自社の株式の上場を維持しつつ、旧子会社等の株式をも上場する必要があると

考えられるため、後者の上場対応をどのように行うかが実務上のポイントになると考え

られます。 

また、今回定められた適格要件によれば、分割会社等がスピンオフの後に第三者に買

収されてもスピンオフの適格性は否定されないと考えられます。そのため、買収対象事

業を分割会社等に残し、それ以外の事業を切り出した上で、分割会社等を買収する M&A

が可能となったと考えられます。このように、今回のスピンオフ税制は、企業グループ

内の組織再編としてだけではなく、M&A の手法としても活用が可能です。今後、スピ

ンオフによる企業再編・M&A が活発化することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：東証が、「資本政策に関する株 
主・投資家との対話のために 
～リキャップ CB を題材とし 
て～」を公表 
 

2017 年 3 月 17 日、東京証券取引所は、「資本政策に関する株主・投資家との対話の

ために～リキャップ CB を題材として～」（「本文書」）を公表しました。リキャップ CB

（転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行と同時に自社株買いを行うこと）につい

ては、必ずしも企業価値の向上に寄与せず、既存株主の立場からは歓迎できないという

批判的な意見があることが指摘されていますが、本文書は、リキャップ CB に関する一

般的な疑問点を明らかにすることで、上場会社と投資家との相互理解を深め、ひいては

投資家との建設的な対話を促進させることを目的とするものです。 

本文書では、リキャップ CB の関し投資家との建設的な対話を行うにあたって重要な

6 つのポイント（自社株買いの合理性、自社株買いのための資金調達手段としての適切
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性、資本政策の基本方針との整合性、CB と自社株買いを組み合わせることの個別事情

の有無、CB の条件決定の適切性及び CB のアップ率のメッセージ性）について、投資

家が疑問を抱きやすい論点、問われる可能性が高い事柄の例が列挙され、さらに、投資

家の疑問の背景にあるコーポレート・ファイナンスの考え方等が解説されています。例

えば、自社株買いの合理性に関しては、「自社株買いを行うことについて、成長投資と

株主還元についての自社の資本政策に沿って説明できるか」、また「現在の自社の株価

に照らして、このタイミングで自社株買いを行うことが正当化できるか」といった質問

例が挙げられており、それらへの対応における留意点として、①株主還元の手法の 1 つ

である自社株買いは、一般に投資家から好意的に捉えられるものの、これが常に好意的

に評価されるわけではないこと、②成長投資と株主還元についての考え方をあらかじめ

整理しておくことが考えられること、③DCF 法等に基づいて計算した自社の本源的な

企業価値と、現在の株価から計算される時価総額とを比較し、自社株買いが自社の資本

コストを上回る収益率の投資だといえるかどうか等をあらかじめ検証しておくことが

考えられること等が指摘されています。 

スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの制定により、上場

会社と投資家の間で、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための建設的な対話が

求められている中、本文書は、上場会社がリキャップ CB を行う場合にかかる対話を進

める上で、一定の指針になるものと思われます。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

11. 税務：法人税法 132 条の 2 に基づく否認事例に関する裁決例の公表 
 

2017 年 3 月 23 日、組織再編に係る行為計算否認規定（法人税法 132 条の 2）に基づ

く否認事例に関する裁決例（裁決日 2016 年 7 月 7 日）の裁決要旨が公表されました。 

同事案は、審査請求人（X 社）の旧子会社の事業を X 社の新子会社に承継させた上で、

同日付で X 社と旧子会社が合併することにより、旧子会社の未処理欠損金額に相当する

金額を X 社の損金の額に算入したというものです。国税不服審判所は、当該事案につい

て、①合併の効力発生日と同日付で、旧子会社事業が新子会社に引き継がれた等からす

れば、合併を含む一連の行為は、旧子会社事業を X 社に取り込むことなく新子会社に移

転させることを計画したものであり、通常想定される合併の実質が備わっておらず、実
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体とは乖離した形式を作出する不自然なものであり、②合併の事業目的は債務超過に陥

ることが想定されていた旧子会社の救済とその事業の損益改善にあるとされていたも

のの、旧子会社事業の損益改善は、合併ではなく、販売単価の変更によって達成する方

針となったことからすれば、合併には、税負担の減少以外にその合理的な理由といえる

事業目的その他の事業があったとはいえないと指摘しました。その上で、合併を含む一

連の行為は、繰越欠損金に係る規定の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を

受けるものであって、当該規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負

担を減少させるのであるから、組織再編税制に係る行使計算否認規定における「法人税

の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当すると判断しました。 

組織再編に係る行為計算否認規定については、最判平成 28 年 2 月 29 日民集 70 巻 2

号 242 頁において一般的な判断枠組みが示されましたが、上記の裁決例は、同最高裁判

例の判断枠組みを踏襲したものと考えられます。組織再編を行うにあたっては、同最高

裁判例の判断枠組みを踏まえたプランニングや、事業目的の証拠化を行うことが欠かせ

ませんが、上記の裁決例は、現時点では数少ない否認事例の一つであり、プランニング

や証拠化のあり方を考える上で重要な先例価値を有するといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア：インドにおける競争委員会の最近のトレンドとリニ 
エンシー制度に基づく初の制裁金減額命令 

 

インドでは、2003 年に 2002 年競争法（The Competition Act, 2002）が施行され、同

法の執行機関としてインド競争委員会（Competition Commission of India）が設立され

ました。そして、2009 年より施行されている 2002 年競争法の改正法では、反競争的協

定（カルテル等）の禁止が盛り込まれました。 

インド競争委員会は、改正法に反競争的協定の禁止が盛り込まれて以降、カルテルの

摘発を積極的に行っています。2016 年には 2012 年より継続していたセメント業界にお

けるカルテル行為に対する摘発の最終判断として、セメント事業者 11 社とセメント製

造業者協会に対して、総額 671 億 5,000 万ルピー（現在の為替レートで約 1,160 億円）

の高額の制裁金の支払いを命じています。また、近年、インド競争委員会は、外国企業

によるカルテルの摘発も行い始めています。例えば、2014 年 8 月には、インド国内企

業・外国企業を含む 14 社の自動車メーカーに対して、総額 254 億 4,000 万ルピー（現
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在の為替レートで約 440 億円）の制裁金を課しています。このように、近年のインド競

争委員会は、カルテルを含む反競争的協定に対して非常に厳格な態度を取っていること

が特徴的です。 

他方で、2009 年、2002 年競争法の改正法において、反競争的協定違反の自主申告者

に対して制裁金を減額することができるリニエンシー制度も導入されました。リニエン

シー制度の詳細は、制裁金の減額に関する規則（The Competition Commission of India 

（Lesser Penalty） Regulations）に規定されています。この制裁金の減額に関する規

則によれば、一定の条件を満たした場合、最初の申告者は、最大 100%まで、2 番目の

申告者は、最大 50%まで、3 番目の申告者は、最大 30%まで、それぞれ制裁金が減額

されうると定められています。なお、実際に出される減額率については、インド競争委

員会がこれらの上限の範囲で裁量を有することとなります。 

このリニエンシー制度導入後、リニエンシー制度による制裁金減額命令は一つも出さ

れていなかったところ、2017 年 1 月 18 日、インド競争委員会は、インドで初となるリ

ニエンシー制度による制裁金減額命令を出しました。インドで初となるこの制裁金減額

命令のケースは、電気機器の入札において、Pyramid Electronics 社、R Kanwar Electricals

社及び Western Electric 社がカルテルを組んでいたところ、Pyramid Electronics 社がイ

ンド競争委員会による調査に際して、入札におけるカルテルの存在を裏付ける資料・情

報をインド競争委員会に提供した上で、リニエンシー制度による制裁金減額を申し立て

たものです。インド競争委員会は、申立てを受け、Pyramid Electronics 社が最初に本件

におけるカルテルの存在を自主申告したと認定して、制裁金の 75%を減額する命令を出

しました。インドで初となる制裁金減額命令が出されたことで、リニエンシー制度の運

用に対する一定の信頼が生まれ、リニエンシー制度を利用する者が増えていくと思われ

ます。 

今後もインド競争委員会がリニエンシー制度による制裁金減額命令を継続的に出し

ていくか、制度の動向を注意深く見守っていく必要があります。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

13. 新興国（メキシコ）：腐敗防止規制の強化～行政責任一般法の施行 
 

メキシコにおける汚職・腐敗問題は引き続き日本企業にとって重要な課題となってい

ますが、近時、メキシコにおいては腐敗防止関連規制が相次いで強化されてきています。
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2015 年 5 月には憲法が改正され、汚職撲滅に向けた連邦機関の設置・権限強化等がな

される等、大規模な取り組みが進められています。そうした中、当該憲法改正に関連し、

2017 年 7 月 19 日、新たに制定された法令の一つである行政責任一般法（Ley General de 

Responsabilidades Administrativas）が施行されます。 

同法では、個人及び法人の行政上の義務及び責任が定められています。個人が贈賄等

の「重大な行政上の違反」を行った場合の罰則として、罰金、公共調達への参加停止及

び公共経済に与えた損害の補償が定められ、また、当該個人が法人を代理し、その利益

を図る目的で行った行為については、当該法人も罰則の対象となり、上記の個人に対す

る各罰則に加え、営業停止及び解散命令等、厳しい罰則が定められています。 

他方、同法では、汚職等に対する捜査が公式に通知されていない時点において、役員

等が自社の違反行為を自主的に報告し、当局の捜査への協力を行う等の要件を満たす場

合には、処罰の減軽を受けることができるとされています。 

また、同法の特色として、当局が法人の責任を判断する際、当該法人における内部統

制システムが所定の要素を備えているかが考慮される点が挙げられます。汚職防止のた

めの法人の責任として組織規程や行動規範、監査システム、通報制度や従業員の懲戒手

続・教育制度等の一定の要素を含む内部統制システムを整備することが求められていま

す。 

メキシコにおけるこうした動きは、他の新興国における昨今の腐敗防止規制強化の動

きとも通ずるところであり、今後、新興国各国においてビジネスを展開する日本企業に

おいては、腐敗防止の観点はもとより、事案が発生した場合の法人責任の観点からも、

より一層、海外子会社管理・グローバル内部統制の確立が重要な課題になってくるとも

のと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

14. 国際訴訟・仲裁：米国における大統領令と裁判所による差止命令 
 

トランプ大統領は、2017 年 1 月 20 日の就任以降、多数のセンセーショナルな大統領

令に署名をしてきました。 

mailto:hideaki.umetsu@mhmjapan.com
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大統領令とは、行政府の長である大統領が、連邦行政機関に対して、憲法、法律又は

条約を解釈し、あるいはそれらの細目を定めるために発する命令のことをいいます。大

統領令は連邦行政機関を拘束する効力を持ちますので、その結果として、私人の権利義

務にも多大な影響を及ぼす可能性があります。大統領令は、連邦議会が成立させる制定

法と同等の効力をもつとされており、司法審査に服すると解されています。 

トランプ大統領は、2017 年 1 月 27 日、中東・アフリカ 7 ヶ国（イラン、イラク、リ

ビア、ソマリア、スーダン、シリア及びイエメン）の国民について、90 日間、アメリ

カへの入国を禁止すること等を内容とする大統領令に署名しました。この大統領令に対

しては、全米において多数の裁判が提起され、当該大統領令の違憲性・違法性が主張さ

れましたが、その中でも、ワシントン州が原告として提起した裁判において、同州の連

邦地方裁判所は、全米において、大統領令の一方的緊急差止命令（Temporary Restraining 

Order）を認めました。 

アメリカの民事訴訟法のもとでは、民事保全制度（本案判決前の回復不可能な損害に

対応するための救済制度）として、暫定的差止命令（Preliminary Injunction）と一方的

緊急差止命令が設けられています。暫定的差止命令は、最終的な判決が出るまでの間、

現状維持のために、仮の処分として、被告による一定の行為の差止めを命じるものであ

り、通常、発令の前に被告側の審尋が必要となります。これに対して、一方的緊急差止

命令は、上記の暫定的差止命令を認めるか否かを裁判所が判断するまでの短期間につい

て、現状維持のために、被告による一定の行為の差止めを命じるものであり、被告側に

対する通知を必要とせず、原告の申立てのみに基づいて発することができます。 

アメリカの民事保全制度は、日本と比較した場合、以下のような特徴があります。 

• 本案について訴訟が係属していることが必要とされており、原告は、保全処分の

申立と同時又はそれ以前に本案を提起しなければなりません。これに対し、日本

の場合、本案訴訟の提起前に仮差押・仮処分を執行することが可能です。 

• 本案の係属している裁判所が保全処分についても審理・判断することになります。

これに対し、日本の場合、保全処分については、本案とは別に手続が進行し、本

案とは異なる裁判体によって、保全処分の審理・判断がなされます。 

• 暫定的差止命令に対しては原則として直ちに（本案判決を待つことなく）上訴を

提起することが認められており、上級審が差止命令の適否について速やかに判断

をします（一方的緊急差止命令の場合は、その効力が短期的なものであるため、

原則として不服申立てが認められませんが、例外的に上訴が認められる場合があ

ります。）。これに対し、日本の場合、保全命令に対する不服申立てとしては、発

令裁判所が担当する保全異議と保全取消しがあり、発令裁判所の決定に対して不

服がある場合にはじめて上級審に保全抗告を申立てることができます。 
アメリカにおいて差止命令を得るためには、一般的に、原告は、①本案で勝訴する見

込みがあること、②当該差止命令が発令されない場合には、原告に回復不能な損害が発

生する可能性が高いこと、③当該差止命令が発令されない場合の原告の不利益が、当該

差止命令による被告の不利益を上回っていること及び④当該差止命令の発令が公共の
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パートナー 関戸 麦 
 03-5223-7759 

 mugi.sekido@mhmjapan.com 

アソシエイト 片桐 大 
 03-6266-8774  

   dai.katagiri@mhmjapan.com

利益に適うことを主張立証しなければなりません。また、被告側の審尋を経ずに一方的

緊急差止命令を発令するにあたっては、上記各要件に加えて、審尋を実施するまでの間

に回復不能な損害が発生する可能性が高いことを主張立証する必要もあります。 

ワシントン州の連邦地方裁判所は、2017 年 2 月 3 日、同州の提起した訴訟において、

上記の各要件がすべて満たされていることを認定し、大統領令の一方的緊急差止命令を

認めました。また、控訴審である連邦第九巡回区控訴裁判所も、同月 9 日、当該大統領

令が、適正手続によらず上記 7 ヶ国の国民の自由を奪うものとして違憲とされる可能性

が高いこと、差止命令による政府側の不利益について十分な主張立証がないこと等から

連邦地方裁判所の判断を支持しました。 

トランプ大統領は、このような連邦裁判所の判断を受け、2017 年 3 月 6 日、新たに、

上記大統領令を一部修正する内容の大統領令に署名しました（修正後の大統領令におい

ては、入国禁止の対象国からイラクを除外するとともに、入国査証や永住権を持ってい

る者等を入国禁止の対象から外しています。）。しかし、この修正後の大統領令について

も、2017 年 3 月 15 日、ハワイ州の連邦地方裁判所が一方的緊急差止命令を認めるとと

もに、メリーランド州の連邦地方裁判所が暫定的差止命令を認めています。大統領側は、

現在、連邦地方裁判所の判断に対して控訴を提起しており、控訴裁判所の判断が待たれ

るところです。 

本レターにおいては、アメリカの民事保全制度の基本的な理解に資するとの考えから、

一時入国禁止に係る大統領令及び裁判所による差止命令という最新のニュースをご紹

介しました。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 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 第 2 回』 

開催日時  2017 年 4 月 10 日（月）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  『平成 29 年度下請法入門講座』 

開催日時  2017 年 4 月 13 日（木）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  『基礎からわかる「企業統治（コーポレート・ガバナンス）」』 

開催日時  2017 年 4 月 19 日（水）13:00～17:00 

講師    内田 修平 

主催    みずほ総合研究所 

 

 セミナー  『第 3273 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「仮想通貨を用いた 

      ビジネスに取り組む上で押さえておくべき法律上のポイント」』 

開催日時  2017 年 4 月 19 日（水）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮、青山 慎一 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『大量保有報告制度の理論と実務（応用・実務編）～報告書の記載 

      方法・留意点からケーススタディまで徹底解説～』 

開催日時  2017 年 4 月 24 日（月）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

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 税務訴訟』（2017 年 3 月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    大石 篤史、小島 冬樹、飯島 隆博 

 

 本     『企業訴訟実務問題シリーズ インターネット訴訟』（2017 年 3 月 

      刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    上村 哲史、山内 洋嗣、上田 雅大 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 本     『JA バンク法務対策 200 講』（2017 年 3 月刊） 

出版社   株式会社きんざい 

著者    早川 学、下瀬 伸彦、江平 享、堀 天子、石川 貴教、加賀美 有人、 

      湯川 昌紀、篠原 孝典、白根 央、矢田 悠、尾登 亮介 

 

 本     『中国経済六法 2017 年増補版』（2017 年 1 月刊） 

出版社   日本国際貿易促進協会 

著者    石本 茂彦、江口 拓哉、小野寺 良文、康 石、湯浅 紀佳、本間 隆 

      浩、鈴木 幹太、森 規光、山口 健次郎、宇賀神 崇、青山 慎一、 

      井上 諒一、原 潔、孫 彦、李 珉、趙 唯佳、吉 佳宜、姚 珊、 

      華 花、胡 勤芳、李 維佳、高 玉婷、解 高潔（共著） 

 

 本     『中小企業の事業承継』（2017 年 3 月刊） 

出版社   株式会社有斐閣 

著者    山崎 良太、石井 裕介、白坂 守、村井 智顕、石田 渉（共著） 

 

 論文    「TPP における自動車合意と今後の展望」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.45 No.3 

著者    柴田 久 

 

 論文    「ブロックチェーン技術を用いたスマートコントラクトの検討」 

掲載誌   NBL No.1093 

著者    増島 雅和 

 

 論文    「三者間相殺の民事再生法上の有効性」 

掲載誌   NBL No.1093 

著者    内田 貴 

 

 論文    「InsurTech（インシュアテック）の本質と法的諸問題についての 

      試論－保険版 FinTech の可能性－」 

掲載誌   金融法務事情 No.2061 

著者    吉田 和央 

 

 論文    「知財判例速報 展示会への出展と商品形態模倣／応用美術―知 

      財高判平成 28 年 11 月 30 日」 

掲載誌   ジュリスト 1504 号 

著者    田中 浩之 
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 論文    「内部通報制度のあり方と監査役－民間事業者向けガイドライン 

      の改定を踏まえて－」 

掲載誌   月刊監査役 No.666 

著者    矢田 悠 

 

 論文    「オワハラ（就職活動終われハラスメント）の法的問題点」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2017 年 3 月号 

著者    南谷 健太 

 

 論文    「野村證券元従業員（同業他社に転職した元社員に対する退職加 

      算金の返還請求）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 No.124 

著者    坂本 萌 

 

 論文    「メルファインほか（解決金の支払いを命じる審判後に倒産した 

      会社の法人格濫用）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 No.125 

著者    宇賀神 崇 

 

 論文    「The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – Japan Chapter」 

掲載誌   The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review 2017 年 1 月 

著者    眞鍋 佳奈、梅津 英明、大野 志保 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides: Litigation – Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides: Litigation 2017 年 2 月 

著者    関戸 麦、横田 真一朗、大野 志保 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2017 

      – Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2017 

      2017 年 2 月 

著者    眞鍋 佳奈、梅津 英明、大野 志保 

 

 

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

 Chambers Global 2017 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2017 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

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

- Capital Markets (Band 1) 

- Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

- Corporate/M&A (Band 1) 

- Dispute Resolution (Band 2) 

- Intellectual Property (Band 2) 

 

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、尾本 太郎 

- Capital Markets: Securitisation & Derivatives 佐藤 正謙、江平 享 

- Capital Markets: J-REITs 藤津 康彦 

- Capital Markets : Foreign Expert - Myanmar 中村 聡 

- Capital Markets: Expert 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 Expert - China 射手矢 好雄、石本 茂彦、康 石 

- Dispute Resolution 関戸 麦 

- Dispute Resolution: Foreign Expert - China 射手矢 好雄 

- Intellectual Property 三好 豊 

- Intellectual Property: Foreign Expert - China 小野寺 良文 

 

China 

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

矢 好雄、康 石 

 
 Chambers Asia-Pacific Awards 2017 にて受賞しました 

2017 年 3 月 24 日にシンガポールで行われた、Chambers Asia-Pacific Awards 

2017 において、当事務所は Japan Domestic Law Advisors - Law Firm of the Year
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を受賞しました。 
 

 日本貿易振興機構（JETRO）が公表した『貿易・投資相談 Q&A「輸出時におけ

る PL 法の対策・留意点：米国」』の作成に、当事務所の弁護士が関与しました 
日本貿易振興機構（JETRO）が公表した『貿易・投資相談 Q&A「輸出時におけ

る PL 法の対策・留意点：米国」』の作成に、関戸 麦 弁護士、横田 真一朗 弁護

士、大野 志保 弁護士、片桐 大 弁護士が関与しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


