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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 9 月号（第 45 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：総務省情報通信審議会「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」中間答申 
について 

 

総務省情報通信審議会は、2017 年 7 月 20 日に総会を開催し、「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」につき、中間答申を行いまし

た。 

この中間答申は、ブロードバンドやスマートフォン等の普及により映像コンテンツの

視聴方法が多様化していることを受けて、今後我が国において放送番組のインターネッ
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ト同時配信を普及させていくための課題や今後取り組むべき事項をまとめたものであ

り、2016 年 10 月の総務省の諮問を受けたものです。 

中間答申では、放送番組のインターネット同時配信を行う上での課題としてこれまで

指摘されてきた著作権や著作隣接権等の処理の問題について、既に放送や放送後のイン

ターネット配信（異時配信）において実施されている放送事業者・権利者団体間の包括

的利用許諾契約等による権利処理の運用実務を参考にしつつ、具体的なインターネット

同時配信のサービス内容等をもとに権利処理の課題を抽出した上で、課題に対応するた

めの具体的な権利処理方法の形成について放送事業者や権利者団体等を中心に検討す

ることが必要であるとしており、権利制限規定による対応（著作権法改正による対応）

ではなく、契約による対応を念頭に置いている点が注目されます。 

最終答申は、2018 年 6 月を目途に出される予定であり、引き続き注視する必要があ

ります。 

 

参考資料：情報通信審議会「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」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000496775.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、課徴金制度の見直し等に係る意見募集結 
果を公表 

 

2017 年 8 月 8 日、公正取引委員会（「公取委」）は、同年 4 月 25 日に公表した課徴金

制度の在り方に関する独占禁止法研究会の報告書（「本報告書」）が提言した事項に対す

る意見募集の結果を公表しました。 

意見は本報告書が提言した事項全般に及びましたが、中でも、手続保障に関する事項

に最も多くの意見が寄せられました。主な論点に対する主な意見は以下のとおりです。 

 課徴金制度に一定の柔軟性を認める方向での見直すべきとの提言に対する意見 

・ 課徴金賦課に関し公取委に裁量を認めることについては、一律かつ画一的

な現行制度の問題点を解消し違反行為に対する抑止力確保が期待できると

いう理由で賛成する意見がある一方、予見可能性を確保するため、課徴金

の算定基準を指針等により公表すべきとの意見もあります。 

・ 課徴金の算定基礎とする売上額の算定期間の上限（現行 3 年間）の撤廃及

パートナー 岡田 淳 
 03-5220-1821 
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び課徴金の基本算定率を引き上げる見直しについては、賛成とする意見が

多くありました。一方で、課徴金の多寡だけで執行力の強弱を論ずること

は合理性を欠くとの意見や、算定期間を見直せば課徴金水準が上がり抑止

効果も上がると想定しうるため、算定率の引き上げは不要との意見もあり

ました。 

 調査協力インセンティブを高める制度を導入すべきとの提言に対する意見 

・ 公取委に対する調査協力度合いに応じて課徴金を減算する制度の導入につ

いては、基本的には賛成とする意見が多くありました。一方で、課徴金の

減算について公取委に裁量を認めるかについては、必要性が明確ではない

等として消極的な意見もありました。 

 手続保障の見直しに関する提言に対する意見 

・ 弁護士・依頼者間秘匿特権の導入については、米国のディスカバリー対策

等の観点から独禁法において法定化すべきであるとの意見がありました。

一方で、実態解明機能の阻害防止や法定化に困難な点があり、時間がかか

る等の理由から、提言のとおり公取委が運用で配慮することが適当とする

意見等もありました。 

・ 供述聴取時における弁護士の立会い、録音・録画、メモ取りを許すことに

ついては、公取委による威圧的な聴取が行われた事例が報告されており、

いずれも真摯に検討されるべきだとの意見がありました。一方で、これら

を認めると供述人は会社に供述内容を知られることを恐れる等の弊害があ

るため、認めるべきではないとの意見もありました。 
 

公取委は、今回寄せられた意見を踏まえ、改正法案の取りまとめ等に向けた具体的な

作業を進めて行くと述べています。上記のとおり、今回の課徴金制度等の見直しは違反

事件対応の実務に大きな影響を与えると見込まれるところ、各論点について様々な意見

が寄せられています。今後の改正作業の動向が注目されます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 
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4. エネルギー：再生可能エネルギー特別措置法施行規則・告示の改正 
について 

 

2017 年 8 月 31 日、改正再生可能エネルギー特別措置法施行規則及び改正調達価格等

を定める告示が公布・施行されました。同改正は、FIT 認定後にパネルの枚数を積み増

して売電収入を増やすいわゆる「事後的過積載」への規制を新設する改正を含むもので

あり、7 月に改正案が公表されて以来、既に実務に大きな影響を及ぼしてきました 1。

以下、公表されたパブリックコメントの結果も踏まえ、改正後の実務対応に当たり特に

重要と思われる点を紹介いたします。 

(1) 事後的過積載規制について 

改正後の施行規則・告示においては、「太陽電池の出力の変更」が新たに変更認定事

由に位置づけられるとともに、①3kW 以上又は 3%以上太陽電池の合計出力を増加

させる変更認定、及び②20%以上太陽電池の合計出力を減少させる変更認定 2が、新

たに調達価格変更事由とされています 3。特に①に関しては、7 月に公表された改正

案から修正がなされ、「3kW 未満かつ 3%未満」の増加のみが適用対象外とされまし

た。発電所の規模にかかわらず、3kW 以上太陽電池の合計出力が増加する場合（パ

ネルの増設の場合に限らず、交換により新型のパネルを設置した結果、出力が増加

する場合も含みます。）には、事前に変更認定を取得することが必要となるとともに 4、

変更認定を受けた場合には調達価格の変更が生じることになります。この点は、今

後の O&M 業務において特に留意が必要と考えられます。 

なお、実務上注目された遡及適用の有無については、今回の改正規則・改正告示の

施行前に太陽電池の合計出力の事前変更届出を行っていた場合、調達価格の変更が

生じることはなく、遡及適用は講じない旨、明確に見解が示されています。 

(2) その他の改正事項について 

改正規則・改正告示においては、その他、「電気事業者の同意に係る主要な事項の変

更」が新たに変更認定事由とされ、また、同変更認定は調達価格変更事由にも位置

づけられています。かかる改正は、パブリックコメントへの回答（No.93、108 等）

によれば、改正 FIT 法の施行以前も電気事業者との接続契約に重要な変更があった

場合には調達価格変更事由とされていたため、改正 FIT 法の下でも同様の調達価格

変更事由を追加したものであり、どのような変更がこれに当たるかは、資源エネル

                               
1 詳細は先月号の Client Alert（Vol.44）をご参照。 
2 いわゆる「運転開始期限」の導入に際して、当該制限を受ける案件については、20%以上の発電出力

の変更があっても調達価格の変更はないものとする制度改正がなされていましたが、今回の改正により、

太陽電池の発電出力が 20%以上減少する場合には調達価格の変更を伴う変更認定が必要となる点、留

意が必要です。 
3 なお、パブリックコメントの結果（No.48）を受け、10kW 未満の太陽光発電設備における太陽電池の

合計出力を変更する変更認定は調達価格変更事由から除外されました。 
4 なお、条文上、変更認定の申請自体は、およそ「太陽電池の出力の変更」を行おうとする限り、増加

であるか減少であるか、また、増減の程度を問わず必要となるように見受けられるため、留意が必要で

す。 
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ギー庁 HP に掲載されている「変更内容ごとの変更手続の整理表」に今後記載する

予定である旨が明らかにされています。 

以上のとおり、今般の施行規則・告示の改正は実務上重要な内容を含むものであり、

今後の実務の運用に対し重大な影響を与え得るものと考えられることから、注意を要し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
5. 労働法：厚生労働省、平成 28 年度の監督指導による賃金不払残業の

是正結果公表 
 

厚生労働省は、2017 年 8 月 9 日、平成 28 年度においておこなった賃金不払い残業に

よる労働基準法違反に関する是正結果を公表しました。 

支払額が 1 企業で合計 100 万円以上となった事案を取りまとめたところ、是正企業数

は 1,349 企業（うち、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは 184 企業）、支払われ

た割増賃金額は 127 億 2,327 万円でした。 

監督指導の対象となった企業では、定期的にタイムカードの打刻時刻やパソコンのロ

グ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなどの取組みが指導されたとのことで

す。 

厚生労働省は、過重労働対策を進めており、本年 1 月 20 日に「労働時間の適正な把

握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しており、今後も、こ

のガイドラインに従った労働時間管理が行われているか、労働時間が時間外労働協定で

定められた上限の範囲内に収まっているか等について重点的な監督がなされるものと

予想されることから、十分な管理体制がとられているか、改めて確認と対策が必要です。 
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6. 会社法：東証が相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガ 
バナンスに関する報告書」記載要領を改訂 

 

2017 年 8 月 2 日、株式会社東京証券取引所は、相談役・顧問等の開示に関する「コー

ポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂を公表しました（「本改訂」）。 

本改訂による相談役・顧問等に関する情報の開示は任意の開示項目との位置づけです

が、相談役・顧問等については、Institutional Shareholder Services Inc.（ISS）による

2017 年度の議決権行使助言方針の改訂や、経済産業省のコーポレート・ガバナンス・

システムに関する実務指針（CGS ガイドライン）の提言、6 月 9 日に閣議決定された

未来投資戦略 2017 等においても注目されていたテーマの 1 つであり、本改訂を契機に、

今後、相談役・顧問等に関する情報の積極的な開示が期待されます。 

本改訂によって、代表取締役社長等であった者が、取締役など会社法上の役員の地位

を退いた後、引き続き、相談役や顧問など何らかの役職に就任している又は何らか会社

と関係する地位にある場合には、2018 年 1 月 1 日以降に提出する「コーポレート・ガ

バナンスに関する報告書」において、代表取締役社長等を退任した者と会社との関係を

説明することができることとなります。当該説明においては、会社と関係を有するそれ

ぞれの者ごとに、①氏名、②役職・地位、③業務内容、④勤務形態・条件（常勤・非常

勤、報酬有無等）、⑤代表取締役社長等の退任日、⑥顧問・相談役等としての任期等を

記載するとともに、その合計人数を記載すること等が考えられるとされています。相談

役・顧問制度については、本改訂を契機として、開示の内容にとどまらず、制度の廃止

や内容自体の見直しも含めた検討が必要となると思われ、特に現在かかる制度を有する

会社においては注意が必要です。 

 

参考資料：「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領（2017 年 8 月改訂 

版） 

http://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000002l2aa-att/nlsgeu000002l2cv.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：証券取引等監視委員会が平成 28 年度の活動状況を公表 
 

証券取引等監視委員会（「SESC」）は、2017 年 8 月 28 日、「証券取引等監視委員会

の活動状況」（「活動報告」）を公表しました（http://www.fsa.go.jp/sesc/reports/n_28/n_

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.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000002l2aa-att/nlsgeu000002l2cv.pdf
http://www.fsa.go.jp/sesc/reports/n_28/n_28a.pdf
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28a.pdf）。活動報告は、SESC の一年間の活動状況をまとめたもので、平成 28 年度（2

016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日）の活動実績と今後の課題が記載されています。 

インサイダー取引については、課徴金納付命令の勧告件数が前年度の 22 件から 43

件と倍増している点が目を引きます。重要事実別では業務提携の占める割合が大幅に増

加しています。SESC は、インサイダー取引の調査において、①上場企業における重要

事実に関する認識・検討が不十分、②職務上不要な情報伝達の抑制が不十分、③持株会

による自社株の売買管理が不十分等の内部管理体制上の問題点が多く認められたと分

析しており、インサイダー取引の防止体制の点検の視線として参考になります。 

上場会社の開示規制との関係では、昨今の多額減損事案の発生を受けてか、市場監視

における平成 29 年度の新たな観点として M&A（のれん）等を新たな観点としたと明言

している点、開示書類の財務情報のみならず、有価証券報告書における「コーポレート・

ガバナンスの状況」等の会社のガバナンスに関する非財務情報についてもより深度ある

分析を行っていくとしている点が特筆されます。 

最後に、SESC は、調査手法について、FinTech の普及等を踏まえ、監視対象の変化

に対応するため、市場監視における先駆的 IT 技術の活用（RegTech：Regulation＋Tec

hnology）の検討を行っているとしています。SESC は過去にデータフォレンジック手

法をいち早く導入した行政調査機関であり、その動向は他の行政機関の調査実務にも影

響を与えうることから、今後の具体的な運用が注目されるところです。なお、SESC は

不公正取引事例も公表（http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20170829.htm）してお

り、こちらもインサイダー取引の防止体制整備の参考となります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. 一般民事：消費者契約法の見直しに関する答申及び意見募集 
 
2017 年 8 月 8 日、内閣府消費者委員会は、消費者契約法専門調査会の報告書に基づ

き、消費者契約法の規律の在り方についての答申を公表しました。この答申は、2016

年の消費者契約法の改正の際に引き続き検討を行うこととされていた論点等について、

現時点での方向性を示したものです。 

最も注目を集めている答申内容は、恋愛感情を利用したいわゆる「デート商法」や、

根拠なく不安をあおって商品を売りつける「不安商法」など、消費者が合理的な判断を

することができない事情を利用して締結させた契約について、消費者が困惑して意思表

示をしたときの取消権を規定する消費者契約法第 4 条第 3 項についての改正案です。 

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

  yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com

アソシエイト 金山 貴昭 
 03-6266-8930 

 takaaki.kanayama@mhmjapan.com 
 

http://www.fsa.go.jp/sesc/reports/n_28/n_28a.pdf
http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20170829.htm
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このほか、今回の答申内容には、不利益事実の不告知（消費者契約法第 4 条第 2 項）

の主観的要件に「重大な過失」を追加すること、「平均的な損害の額」（消費者契約法第

9 条第 1 項）の立証に関し、消費者が「事業の内容が類似する同種の事業者に生ずべき

平均的な損害の額」を立証した場合には、その額を「当該事業者に生ずべき平均的な損

害の額」と推定すること、一定の消費者契約において、消費者の後見開始、保佐開始ま

たは補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する条項を

無効とすること等が含まれています。 

この報告書を受けて、消費者と事業者の双方から幅広く意見を聞く機会を設けるため

に、2017 年 8 月 21 日から 2017 年 9 月 15 日まで、消費者契約法の改正に関するパブ

リックコメント（意見募集）が行われています。 

特に BtoC の事業を営む企業にとって消費者契約法の改正は重要な意味を持ちますの

で、今後の議論動向に注目し、必要に応じて、自社の規約・約款や実務を見直していく

必要があります。 

 

 

 

 
 
 
 
 

9. M&A：自社株対価の株式取得に関する税制改正を経産省が要望 
 

経済産業省は、平成 30 年度税制改正要望として、自社株式又は親会社株式（「自社株

式等」）を対価とする株式取得（例えば、自社株対価の公開買付け等）による買収に応

じた株主について、株式譲渡益・譲渡所得課税を繰り延べる措置を講じることを要望し

ました。 

現行制度においては、自社株式等を対価とした株式取得により他社を買収する場合に

は、適格株式交換の場合を除き、買収に応じた被買収法人の株主に対して、株式譲渡益・

譲渡所得の課税が生じることとされています。この場合、被買収法人の株主は、買収法

人の自社株式等の交付を受けるのみで金銭を受領しないにもかかわらず、株式譲渡益・

譲渡所得課税を負担することになり、このことが自社株式等を対価とする株式取得の活

用が進まない理由の一つとなっていました。 

そこで、経済産業省は、平成 30 年度税制改正要望において、積極的な事業再編の促

進を目的として、組織再編税制で定められているような一定の要件を満たし被買収法人

の支配を獲得する株式対価の買収について、株式譲渡益・譲渡所得課税の繰り延べを認

めることを要望しました。この要望どおりに税制が改正された場合、自社株式等を対価

パートナー 早川 学 
 03-5223-7748 

 gaku.hayakawa@mhmjapan.com 

パートナー 横田 真一朗 
 03-6212-8365 

  shinichiro.yokota@mhmjapan.com
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とする株式取得の活用が進むことが期待されます。M&A の実務に与える影響は非常に

大きいと思われるため、今後の動向に注目する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：外国会社の株式を信託財産と 
した JDR（日本版預託証券） 
上場の第一号案件 

 

東証は、2017 年 8 月 31 日、アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立された外国

会社であるテックポイント・インクの株式を信託財産とする受益証券発行信託の受益証

券（JDR）の上場を承認しました。本件は、外国会社の株式を信託財産とした JDR の

上場が日本において初めて認められたという第一号案件であり、当事務所は発行会社側

カウンセルとして関与いたしました。上場予定日は、2017 年 9 月 29 日です。 

JDR は、Japanese Depositary Receipt（一般に「日本版預託証券」と訳されます。）

の略で、外国の有価証券を信託財産とした信託受益証券を指します。国内機関投資者の

中には外国証券に投資できない投資方針を有しているものもありますが、JDR は形式上

は信託銀行が発行する内国有価証券であるため、このような投資家が取引することによ

り流動性が高まるとともに適切な価格形成が行われることや、個人投資家も通常の内国

株式の取引と同じように内国証券取引口座を通じて円貨建てで投資できることなどか

ら、外国会社による東証上場案件を促すことが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 鈴木 克昌 
 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhmjapan.com 

アソシエイト 大下 真 
 03-5220-1823 

 makoto.oshimo@mhmjapan.com 

アソシエイト 三木 翼 
 03-6266-8536 

 tsubasa.miki@mhmjapan.com 
 

パートナー 大石 篤史 
 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhmjapan.com 

アソシエイト 岡野 貴明 
 03-6213-8105 

  takaaki.okano@mhmjapan.com   

 

mailto:katsumasa.suzuki@mhmjapan.com
mailto:makoto.oshimo@mhmjapan.com
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mailto:takaaki.okano@mhmjapan.com
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11. 税務：タックス・ヘイブン対策税制に関する訴訟、最高裁判断へ 
 

タックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準を満たすか否かが争われた訴訟（上告審）

で、最高裁は、弁論期日を 2017 年 9 月 26 日に指定しました（日本経済新聞 2017 年 7

月 26 日朝刊）。最高裁が弁論期日の指定を行うということは、控訴審の判決が見直され

る可能性が高いことを意味します。 

当該事案は、日本企業のシンガポール子会社が、アジア諸国に所在する他の子会社及

び関連会社の株式を保有して地域統括業務（各拠点の事業運営のための企画、財務、人

事等の業務や物流改善業務）を行っていたという事実関係の下、タックス・ヘイブン対

策税制の適用除外基準のうちのひとつである事業基準（「主たる事業」が株式保有業そ

の他の一定の事業に該当しないこと）を満たすか否かが争われたものです。第一審は、

シンガポール子会社の「主たる事業」は地域統括事業であるとして、事業基準を満たす

と判断しました。他方、控訴審は、シンガポール法人の「主たる事業」は株式保有業で

あるとして、事業基準を満たさないと判断しました。このように第一審と控訴審で判断

が分かれている中、最高裁において「主たる事業」について一定の判断がなされるもの

と考えられます。 

既報のとおり、平成 29 年度税制改正においてタックス・ヘイブン対策税制の全面的

な改正が行われました。もっとも、事業基準及び「主たる事業」という概念は改正法に

おいても引き続き存在するため、今回最高裁により判断がなされた場合、そこで示され

た判断は今後のタックス・ヘイブン対策税制の適用の有無の検討に当たっても参考にな

ると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（インド）：インドにおける非公開会社に適用される会社

法規定の緩和 
 

インド企業省（Ministry of Corporate Affairs）は、2017 年 6 月 13 日、同省が 2015

年 6 月 5 日に出した通達を改訂する通達を出し、非公開会社に適用される会社法規定の

緩和を行いました。 

インドでは、日本の株式会社に相当する会社として株式有限責任会社が存在しますが、

この株式有限責任会社の中に更に公開会社と非公開会社という分類が存在します。公開

会社は、株式の譲渡に制限が課されていない会社であり、会社法上、多くのコンプライ

パートナー 大石 篤史 
 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhmjapan.com 

アソシエイト 山川 佳子 
 03-6213-8125 

 yoshiko.yamakawa@mhmjapan.com 

mailto:atsushi.oishi@mhmjapan.com
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アンス規制の遵守が義務付けられる会社である一方、非公開会社は、株式の譲渡に制限

が課されており、会社法上も一定の規定の適用除外を受ける旨が規定されている、公開

会社に比してガバナンスに関する規制の緩やかな会社です。 

今回の通達によって、以下の内容を含む事項について、非公開会社に適用される会社

法規定の緩和が更に進められました。 

 

・従前、非公開会社は、年次報告書において、各取締役と各主要役職者（key 

management personnel）の報酬額を個別に開示することが要求されていましたが、今

回の通達により、小規模会社である非公開会社は、年次報告書には、取締役の報酬の総

額のみを記載すればよいこととされました。 

・従前、非公開会社については、1 年に 4 回取締役会を開催しなければならす、かつ

各取締役会の開催日の間隔は 120 日以下でなければならない、とされていたところ、今

回の通達により、一人会社、小規模会社、休眠会社と同様、各回の間を 90 日以上空け

ていれば、暦年の上期と下期に 1 回ずつ取締役会を開催すればよいこととされました。 

・会社法 174 条 3 項においては、全取締役のうちの 3 分の 2 以上の取締役が利害関

係取締役に該当する場合、2 名以上の非利害関係取締役が実際に取締役会に出席しない

と取締役会の定足数が充足されないと規定されていますが、今回の通達により、非公開

会社については、上記場合であっても、利害関係取締役に該当する取締役が自ら利害関

係取締役に該当する旨を開示した場合、当該取締役は定足数にカウントされるという例

外が適用されることとなりました。 

 

今回の通達により、上記のとおり、会社法下における非公開会社に対する規制の一層

の緩和が認められることとなりました。これにより、非公開会社はより機動的に運営し

得るようになった評価できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（ブラジル）：労働法改正による労使関係への影響 
 

2017 年 7 月 13 日、ブラジルのテメル大統領は議会を通過していた改正労働法を承認

しました。ブラジルの統一労働法（1943 年制定）は、従来より、労働者保護の要素が

強く柔軟性に乏しいとして、ブラジルに進出する日本企業からも長く問題視されてきま

したが、今回はその労働法の現代化の要請を受け、大幅な改正が行われました。 

パートナー 小山 洋平 
 03-5220-1824  

 yohei.koyama@mhmjapan.com  

アソシエイト 臼井 慶宜 
 06-6377-9405 

 yoshinori.usui@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. 

12 
 

パートナー 梅津 英明 
 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com  

アソシエイト 輪千 浩平 
 03-6266-8750 

 kohei.wachi@mhmjapan.com 

アソシエイト 宮原 拓郎 
 03-6213-8152 

  takuro.miyahara@mhmjapan.com  
 

今回の改正の対象は広範かつ多岐に渡り、①労働時間やパートタイム、有給休暇、在

宅勤務等の個別の労働条件に関する改正、②労使間交渉・労働協約等に関する改正、③

解雇法制の改正、④労働紛争に関する改正等、多くの内容が含まれています。 

例えば、従来は、有給休暇は 30 日連続で取得しなければならなかったところ、改正

法下では、労働者が合意する限り 3 分割して取得することが可能（但し、その内の一つ

は最低 14 日間連続であることは必要）となりました。また、パートタイムに関しても、

従来は週で最長 25 時間までで、残業は認められていなかったところ、改正法下では①

週で最長 30 時間までで、残業を認めないとするか、②週で最長 26 時間までとして週 6

時間までは残業を認めるとするか、いずれかを選べるようになりました。このように、

労働時間や労働体系、休暇取得等に関して労使間で柔軟に合意できるようになったとい

う点が一つの大きな特徴です。また、改正以前においては、従業員は会社に対し、弁護

士費用負担なく訴訟を提起することが可能とされていましたが、このような権利にも一

定の制限がかかることになる等、労働法の実体的な権利にとどまらず、労働紛争の手続

き面の改正も行われています。 

今回の改正法は 2017 年 11 月に施行予定ですが、改正項目のいくつかについては、

大統領が経過措置（Provisional Measure）により、撤廃又は修正を行う可能性もあり、

今後の動向に引き続き注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

14. 国際訴訟・仲裁：東京地裁における「仲裁関係事件」の審理状況に

ついて 
 

2017 年 7 月、東京地裁本庁における「仲裁関係事件」の審理状況について、統計数

値等が公表されました（JCA ジャーナル第 64 巻 7 号）。統計数値は概数ではあります

が、従前公表されていなかったものであり、貴重な情報といえます。 

仲裁手続に関しては、裁判所は、仲裁法が規定する場合に限り、その権限を行使する

ことができるとされており、裁判所の役割は限定的です。しかし、仲裁手続の適正性・

実効性を確保するために裁判所の介入が必要な場面があり、特に、手続違反、防御不可

能、公序良俗違反等の事由があった場合に認められる仲裁判断の取消し（仲裁法 44 条

http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=0028
mailto:hideaki.umetsu@mhmjapan.com
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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 

1 項）、仲裁判断に基づく民事執行を認める仲裁判断の執行決定（仲裁法 46 条 1 項）等

は、仲裁事件における裁判所の重要な役割です。 

上記統計数値等から読み取れることとしては、まず、東京地裁本庁が基本的に仲裁判

断を尊重しているという点があります。仲裁判断の取消しの終局判断としては、全体の

80%程度が棄却又は却下とされており、認容又は和解等で終局した事例はごくわずかで

す。また、仲裁判断の執行決定については、70％近くが認容で終局しており、却下で終

局した事例はほとんどありません。 

件数については、東京地裁本庁に係属した仲裁関係事件の新受件数は、毎年概ね 3,4

件から 10 件程度とされており、一貫して少ない状況が見てとれます。もっとも、仲裁

判断の取消しや仲裁判断の執行決定についてみれば、近年は毎年事件が係属しています。 

審理期間については、多くの場合迅速に手続が進められています。例えば、仲裁判断

の取消しに関する審理は、対審型の最も重厚な手続になりますが、多くの事件において

申立日から 1,2 ヶ月で第 1 回審尋期日が指定されており、早い場合には 3 ヶ月で事件が

終局しています。もっとも、例外的に長期化する場合もあり、仲裁判断の執行決定につ

いていえば、10％程度の割合で、審理期間が 2 年を超えています。 

日本企業においても、紛争解決方法として仲裁条項を定めるケースは増加しています

が、仲裁地を選択する際には、当該法域の裁判所が仲裁手続に精通しているか、仲裁手

続に協力的かといった事情も考慮すべき要素になりますので、その意味でも、東京地裁

における「仲裁関係事件」の審理状況は注目に値します。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『Wolters Kluwer Japan: 4th Annual International Arbitration, 

      Compliance and Competition Law Summit』 

開催日時  2017 年 9 月 7 日（木）8:55～17:20 

講師    関戸 麦 

主催    Wolters Kluwer 

 

 セミナー  『相談役・顧問制度の廃止・存続・見直しの実務～東証の新制度の 

      公表（8 月 2 日）を受けての最新情報セミナー～』 

開催日時  2017 年 9 月 8 日（金）9:30～12:30 

      2017 年 9 月 26 日（火）9:30～12:30 

講師    石井 裕介 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『知的財産と競争法コンプライアンス講座』 

開催日時  2017 年 9 月 12 日（火）15:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    公益財団法人公正取引協会 

 

 セミナー  『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上 

      のポイントを重点的に解説～』 

開催日時  2017 年 9 月 12 日（火）13:30～16:30 

講師    熊谷 真和、髙橋 悠 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『情報セキュリティ対策セミナー～知っておくべき企業の法的責任 

      と緊急時の対応～』 

開催日時  2017 年 9 月 13 日（水）14:00～17:00 

講師    関戸 麦、田中 浩之 

主催    株式会社インターリスク総研 

 

 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  2017 年 9 月 13 日（水）13:30～16:30 

講師    内田 修平 

主催    株式会社商事法務 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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 セミナー  『トップ・マネジメントセミナー《全 3 講》 今求められる取締役 

      の役割と責務 ～コーポレートガバナンス・コードを踏まえて～』 

開催日時  2017 年 9 月 14 日（木）8:30～10:30 

講師    野村 修也 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『平成 29 年度 下請法実務講座』 

開催日時  2017 年 9 月 25 日（月）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  『債権法改正が保険業務に与える影響と実務対応－ポイントを絞っ 

      て詳しく解説－』 

開催日時  2017 年 9 月 29 日（金）13:30～16:30 

講師    吉田 和央 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『親事業者のための「下請かけこみ寺」対応策』 

開催日時  2017 年 10 月 2 日（月）14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

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

 論文    「米国におけるヴァーチャル総会増加とわが国における適否」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2140 

著者    澤口 実、近澤 諒 

 

 論文    「「一帯一路」構想より中国の商事仲裁にもたらされる期待～自由 

      貿易試験区における更なる革新～」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.45 No.8 

著者    孫 彦 

 

 論文    「3D プリンタを巡る法的問題」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.10 

著者    池村 聡 

 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「不正・不祥事案件の最新危機対応プラクティスと調査時のデータ 

      解析技術の活用法」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 2017 年 9 月号 

著者    山内 洋嗣、矢田 悠 

 

 論文    「独占禁止法研究会報告書の解説と実務への影響」 

掲載誌   月刊監査役 No.671 

著者    伊藤 憲二、水口 あい子 

 

 論文    「民法（債権法）改正と監査役の留意点」 

掲載誌   月刊監査役 No.671 

著者    松井 秀樹 

 

 論文    「EC サービス運営に関する最新の法務トピック」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2017 年 9 月号 

著者    増田 雅史 

 

 論文    「改定米国反トラスト法国際執行ガイドラインから見る同法の域外 

      適用に係る諸問題」 

掲載誌   月刊公正取引 No.800 

著者    渥美 雅之 

 

 論文    「平成 29 年 6 月の株主総会を振り返って」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.29 No.9 

著者    松井 秀樹 

 

 論文    「平成 29 年度税制改正が M&A の実務に与える影響」 

掲載誌   租税研究第 814 号 

著者    大石 篤史 

 

 論文    「上場企業による資金調達手法の特徴と比較」 

掲載誌   ディスクロージャー&IR 2017 年 8 月号 

著者    根本 敏光、田井中 克之（共著） 

 

 論文    「AI で従業員を不正監視してもいいのか -個人情報保護法の順守が 

      欠かせず、プライバシー侵害への配慮も-」 

掲載誌   日経 FinTech 2017 年 6 月号 

著者    岡田 淳、松尾 有希 
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 論文    「Robotics 法律相談室 日本版レギュラトリー・サンドボックス制 

      度が自動運転などの実証実験にもたらす利点とは」 

掲載誌   日経 Robotics 2017 年 9 月号 

著者    林 浩美 

 

 論文    「実務に役立つ法律基礎講座（32） 営業社員管理」 

掲載誌   労政時報＜付録＞ No.3935 

著者    安倍 嘉一、金丸 祐子、岩澤 祐輔、木村 純、白岩 直樹 

 

 論文    「日本企業のための国際仲裁対策 （41）～（50）」 

掲載誌   商事法務ポータル 

著者    関戸 麦 

 

 論文    「キーワードで紐解く金融検査・監督改革」 

掲載誌   銀行実務 2017 年 8 月号 

著者    江平 享 

 

 論文    「農業法人・農業ビジネスに関わる法律問題」 

掲載誌   銀行法務 21 No.817 

著者    早川 学 

 

 論文    「住宅宿泊事業法について」（民泊新法） 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.38 

著者    佐伯 優仁、小中 諒 

 

 論文    「裁判員裁判レポート～裁判員裁判の差戻審で逆転無罪を獲得した 

      事例～」 

掲載誌   二弁フロンティア 2017 年 8・9 月合併号 

著者    柴田 勝之、金丸 由美、大下 真、土岐 俊太 

 

 論文    「改正民法の話（その 1） 改正の思想」 

掲載誌   民事法務 No.376 

著者    内田 貴 

 

 論文    「Getting the Deal Through Mergers & Acquisitions 2017 - Myanmar」 

掲載誌   Getting the Deal Through Mergers & Acquisitions 2017 2017 年 6 月 

著者    武川 丈士、ベン・スウィフト（共著） 
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 論文    「The Securities Litigation Review, Edition 3 - Japan」 

掲載誌   The Securities Litigation Review, Edition 3 2017 年 7 月 

著者    関戸 麦、横田 真一朗、大野 志保、金丸 祐子 

 

 論文    「Legal 500 Restructuring & Insolvency – Japan」 

掲載誌   The In-House Lawyer 2017 年 7 月 

著者    関戸 麦、横田 真一朗、浅井 大輔、宮岡 邦生 

 

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

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

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

所の弁護士 21 名が選ばれました。 

 

Banking 

・石黒 徹 

・佐藤 正謙 

・松村 祐土 

 

Capital Markets 

・石黒 徹 

・佐藤 正謙 

・中村 聡 

・鈴木 克昌 

 

Competition 

・内田 晴康  

・伊藤 憲二 

・宇都宮 秀樹 

・眞鍋 佳奈 

・池田 毅 

・大野 志保 

 

Construction and Real Estate 

・佐藤 正謙  

・小澤 絵里子 

・藤津 康彦 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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M&A and Governance 

・内田 晴康 

・射手矢 好雄 

・石綿 学 

・大石 篤史 

・関口 健一 

 

Private Funds 

・竹野 康造 

・三浦 健 

 

TMT 

・小野寺 良文 

・増島 雅和 

 

 asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2017"にて高い評価を得ました 

asialaw PROFILES の"Asia law Leading Lawyers 2017"にて、当事務所の弁護士

18 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 

・岸 寛樹（Rising Star） 

 

Capital Markets 

・石黒 徹 

・佐藤 正謙 

・藤津 康彦 

・鈴木 克昌 

 

Competition & Antitrust 

・内田 晴康 
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Corporate/M&A 

・石黒 徹 

・藤原 総一郎 

・石綿 学 

・大石 篤史 

・鈴木 克昌 

・内田 修平（Rising Star） 

・二見 英知 

 

Dispute Resolution & Litigation 

・三好 豊 

 

Intellectual Property 

・松田 政行 

・三好 豊 

 

Investment Funds 

・三浦 健 

 

Labour & Employment 

・高谷 知佐子 

 

Taxation 

・大石 篤史 

 

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

Who's Who Legal: Competition 2017 において、内田 晴康弁護士、伊藤 憲二弁

護士、宇都宮 秀樹弁護士、眞鍋 佳奈弁護士、池田 毅弁護士が選ばれました。 

 

 岡谷 茂樹弁護士が EXPERT GUIDES The World's Leading Practitioners Chosen 

by Their Peers 2017 にて高い評価を得ました 

EXPERT GUIDES The World's Leading Practitioners Chosen by Their Peers 

2017 の Project Finance の分野において、当事務所の岡谷 茂樹 弁護士が Rising 

Stars に選ばれました。 

 

 田中 尚文 弁理士が入所しました 

2017 年 8 月 1 日付で、田中 尚文 弁理士が、当事務所に入所いたしました。 

田中弁理士は、国内の有力な弁理士事務所にて、長年にわたり国内及び国際的な
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商標業務を幅広く担当しており、同分野における豊富な知識及び経験を有し、多

くの依頼者に信頼されてまいりました。 

田中弁理士の入所により、弁護士及び弁理士が一体となった総合的な知的財産関

連サービスを、さらに充実した体制で提供できるように、努めてまいる所存です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


