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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 11 月号（第 47 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：音楽的要素のみからなる「音商標」の初の登録について 

 

特許庁は、2017 年 9 月 26 日に、音楽的要素のみからなる「音商標」について、初め

て登録を認める判断をした旨を公表しました。 

「音商標」、「動き商標」、「色彩のみからなる商標」等の、いわゆる「新しいタイプの

商標」については、2014 年の商標法の改正を受けて、2015 年 4 月 1 日から出願受付が

開始されており、特許庁の発表によると、2017 年 9 月 19 日時点で、合計 1,594 件の出

願があり、うち 303 件が登録されています。音商標に関しても、同日時点で 172 件が
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登録されていますが、これらはいずれもメロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、

音色等の「音楽的要素」に加え、歌詞等の言語的要素が含まれるものでした。代表的な

例としては、テレビ CM 等で広く普及している「HI SA MI TSU」、「ファイトー イッ

パーツ」等が挙げられます。 

今回、特許庁が登録を認める判断をしたのは、大幸薬品、インテル・コーポレーショ

ン、BMW 社のサウンドロゴの 3 件であり、いずれも言語的要素を含まない音楽的要素

のみからなる純粋な音商標です。 

音楽的要素のみからなる音商標の場合、音の要素自体に識別力が備わっている必要が

ありますが、これまで登録が認められてこなかったという事実は、識別力に関する特許

庁の審査実務が慎重なものとなっている現状を表しているものと考えられます。 

 

＜参考資料＞ 

特許庁「音楽的要素のみからなる音商標について初の登録を行いました」 

https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/otoshouhyou-hatsutouroku.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法①：公取委が企業結合の届出一覧の公表を開始 
 

公取委は、2017 年 11 月 1 日から、企業結合の届出が行われた案件で、審査の結果、

排除措置命令を行わない旨の通知（届出規則 9 条。以下「9 条通知」）を行ったもの（す

なわち、クリアランスを出したもの）について、案件に関する情報（届出日、当事会社

名、届出会社の主な事業、企業結合の類型、株式取得の場合の議決権取得割合（20%超

か又は 50%超か）、9 条通知が行われた日、待機期間短縮の有無）の公取委ウェブサイ

ト上での公表を開始しました。 

今回の公表では、2017 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までに 9 条通知が行われた案件が

対象となっており、公取委は、今後、四半期毎に一覧表の形で上記情報を公表するとし

ています。ただし、当事会社が企業結合計画を公表しておらず、案件名等の情報を公表

することに不都合があるとする案件については、公取委は、暫定的に一覧表への掲載を

留保し、その後当該不都合の解消等の事情を踏まえ、四半期毎に一覧表への案件の追加

更新を行うとしています。 

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 

 

https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/otoshouhyou-hatsutouroku.htm
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これまで日本の届出手続においては、第 2 次審査が行われた案件や他の会社の参考と

なる案件を除き、届出が行われた案件に関する情報が公表されることはありませんでし

たが、今後はクリアランス取得後に原則として公表されることになることを認識してお

く必要があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. 競争法／独禁法②：イギリス政府が企業結合審査の改正を含む政策提 
案書を公表 

 

2017 年 10 月 17 日、イギリスのビジネス・エネルギー・産業戦略省（Department for 

Business, Energy & Industrial Strategy）は、企業結合についてイギリス政府の監督権限

を拡大する方向の改正案を含む政策提案書（Green Paper）「National Security and 

Infrastructure Investment Review」を公表しました。 

現行法では、競争・市場庁（Competition & Markets Authority）への企業結合の届出

は任意であり、また同庁の調査の対象は、①イギリス国内で 7,000 万ユーロ超の売上を

有する会社の支配権の取得、又は②イギリス国内における何らかの商品・サービスの市

場において企業結合の結果シェアが増加し、全当事会社合算で 25%以上のシェアを有す

ることになる場合に限定されています。また、イギリス政府は、公共の利益の観点から、

国家安全保障、金融の安定、及びメディア多様性に影響しうる企業結合について、上記

①②の条件を満たす場合等に、介入する権限を有しています。 

政策提案書では、急ぎ改正が必要な「Short-term reforms」として、軍事利用及び軍

民両用の分野、並びに先端技術の分野について、上記①の売上基準を 7,000 万ユーロか

ら 100 万ユーロまで引き下げることと、上記②のうち企業結合によるシェアの増加を要

件から除外すること（すなわち、いずれかの当事会社が単独でイギリス国内の市場で

25％以上のシェアを既に有している場合、企業結合によってシェアが増加しなくても要

件を満たすことになります）が提案されています。また、「Long-term reforms」として、

介入が可能となる企業結合の範囲の更なる拡大や、一定の取引に事前届出義務を課すこ

とが提案されています。 

本政策提案書は、「Short-term reforms」について 2017 年 11 月 14 日まで、「Long-term 

reforms」について 2018 年 1 月 9 日まで、意見募集の手続に付されます。本政策提案書

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 竹腰 沙織 
 03-6266-8903 

 saori.takekoshi@mhmjapan.com  
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を契機として今後イギリスにおける企業結合審査が大きく変わる可能性があり、引き続

き動向が注目されます。 

 

 

 

 

 
 
 

5. エネルギー：間接送電権の検討の方向性が示される 
 

2017 年 10 月 30 日、電力・ガス基本政策小委員会の制度検討作業部会が開催され、

間接送電権の検討の方向性が示されました。 

連系線の利用ルールが間接オークション制度に移行することに伴い、連系線を介した

エリア間の電力取引は卸電力市場を通じて行われることとなります。すなわち、X エリ

アから Y エリアに電力を供給したいと考える事業者は、卸電力市場において、X エリア

にて売札を入れて、Y エリアにて買札を入れることとなります。この場合、X エリアと

Y エリアを繋ぐ連系線が混雑し、エリア間の電気のやり取りに制約（市場分断）が発生

すると、X エリアと Y エリア間で市場価格に値差が発生することになります。仮に X

エリアの市場価格が安く（例：10 円）、Y エリアの市場価格が高い場合（例：12 円）、

事業者は、X エリアにて 10 円で売却した電気を Y エリアにて 12 円で買い戻すことと

なり、市場価格の値差分（例：2 円）の損失を蒙るリスク（このリスクを「市場間値差

リスク」といいます。）が生じることになります。 

今回の作業部会においては、上記の市場間値差リスクをヘッジするための仕組みとし

て、市場間値差に相当する収入が得られること等を内容とする「間接送電権」を導入す

る方向性が明確にされました。また、間接送電権の制度設計の論点として、①市場開設

者と間接送電権の位置づけ、②商品の形態、③約定の仕組み、④決済方法、⑤間接送電

権のオークション収入の取扱い等が整理され、各論点について検討の方向性が示されて

おります。 

今後、事業者のニーズ等を踏まえて、さらなる詳細検討が進められる予定ですが、間

接送電権の導入及びその制度設計は、連系線を介した電力取引を行う事業者に大きな影

響を与えるものであることから、引き続き今後の議論の展開が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

パートナー 小林 卓泰 
 03-5223-7768 

 takahiro.kobayashi@mhmjapan.com 

アソシエイト 木山 二郎 
 03-6266-8778 

 jiro.kiyama@mhmjapan.com 

アソシエイト 星 千奈津 
 03-6213-8153 

 chinatsu.hoshi@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 竹腰 沙織 
 03-6266-8903 

 saori.takekoshi@mhmjapan.com  
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6. 労働法：厚生労働省、「柔軟な働き方に関する検討会」が開催される 
 

厚生労働省は、2017 年 10 月 3 日、「第 1 回柔軟な働き方に関する検討会」を開催し

ました。 

同検討会は、働き方改革を進めるうえで、柔軟な働き方がしやすい環境を整備するこ

とを目的としており、具体的には、子育てや介護と仕事の両立を可能とする、時間や空

間の制約のないテレワーク（在宅勤務）や新たな技術の開発、オープンイノベーション

や企業の手段等としての副業・兼業が検討されています。 

今後、同検討会において、2017 年 3 月 28 日働き方改革実現会議にて決定された「働

き方改革実行計画」を踏まえ、こうした働き方の普及にあたっての課題を整理するとと

もに、ガイドラインの策定に向けて検討が行われる予定です。 

今後の労働人口減少社会においては、人材の有効な活用が必須ともいえるなか、従来

の画一的な就業条件に囚われない就業形態の活用はより積極的に検討されるべきであ

ろうと思われます。 

 

 

 

 

 

 

7. 会社法：ISS が 2018 年版の議決権行使助言方針（ポリシー）改定案

を発表 
 

2017 年 10 月 26 日、Institutional Shareholder Services Inc.（「ISS」）は、2018 年の

日本向け議決権行使助言方針（ポリシー）改定案（「本ポリシー改定案」）を発表しまし

た。 

本ポリシー改定案の一つとして、2019 年 2 月から、指名委員会等設置会社及び監査

等委員会設置会社において、取締役の 3 分の 1 を社外取締役とすることを求め、株主総

会後の取締役会に占める社外取締役（ただし、独立性は問わない）の割合が 3 分の 1 未

満である場合、経営トップ（通常は社長及び会長）である取締役選任議案への反対を推

奨するとされています。 

ISS の調査によれば、2017 年 8 月時点で、指名委員会等設置会社の 2.8%、監査等委

員会設置会社の 52.6%で取締役会に占める社外取締役の割合が3分の1未満とのことで

すので、本ポリシー改定案の内容が採用された場合、少なからぬ数の監査等委員会設置

会社において、2019 年 2 月以降に開催する株主総会までに、改定内容を踏まえた対応

の検討が必要になると考えられます。また、監査等委員会設置会社に今後移行すること

を検討している監査役設置会社においても同様に、社外取締役の割合の増加の要否を含

めて移行の是非を検討することが必要になると考えられます。 

パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 
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なお、本ポリシー改定案では、本ポリシーとの関係では、社外取締役の独立性を問わ

ないとされていますが、取締役会の過半数の独立していない指名委員会等設置会社にお

ける社外取締役や、監査等委員会設置会社における監査等委員である社外取締役につい

ては、引き続き、独立性が求められます。 

本ポリシー改定案は 2017 年 11 月 9 日までオープンコメントに付され、そのフィー

ドバックを踏まえて今後最終的な 2018 年版新ポリシーが発表されるため、引き続き十

分な注意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

「ISS 議決権行使助言方針（ポリシー）改定に関する日本語でのオープンコメントの 

募集について」 

https://www.issgovernance.com/file/policy/11-2017-a-japanese-language-draft-policies

.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

8. 危機対応：証券取引等監視委員会が「開示検査事例集」を公表 
 

証券取引等監視委員会（「SESC」）は、2017 年 10 月 3 日、2016 年度の「開示検査

事例集」（「本事例集」）を公表しました（ http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/kaiji/20171003.

htm ）。SESC は、2008 年以降、「金融商品取引法における課徴金事例集」を公表して

きましたが（ http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/index.htm ）、今回から、課徴金納付命令勧

告を行った事例だけでなく、勧告は行わなかったものの、開示規制違反の根本原因を追

及した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等を含めた様々な

事例を紹介することにし、名称を変更したものです。本事例集では、このように課徴金

納付命令勧告に至らないレベルのものを含め合計 30 を超える事例が具体的な取引の概

要や不正の背景を含めて紹介されており、自社のリスク分析や不正防止等に役立てるこ

とができます。 

また、SESC は、2016 年度に終了した開示検査事案の傾向を分析し、①違反形態に

ついて、そのほとんどが不適正な会計処理による有価証券報告書等の虚偽記載であり、

とりわけ架空計上や前倒し計上等、売り上げをめぐる不適正な会計処理が目立った、②

違反の発生原因について、多くの場合、経営陣のコンプライアンス意識の欠如、会社の

ガバナンスの機能不全を背景としていると分析しています。 

パートナー 石井 裕介 
 03-5223-7737 

  yusuke.ishii@mhmjapan.com

アソシエイト 松村 謙太郎 
 03-6266-8938 

  kentaro.matsumura@mhmjapan.com

https://www.issgovernance.com/file/policy/11-2017-a-japanese-language-draft-policies.pdf
https://www.issgovernance.com/file/policy/11-2017-a-japanese-language-draft-policies.pdf
http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/kaiji/20171003.htm
http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/kaiji/20171003.htm
http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/index.htm
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加えて、SESC は、「最近の開示検査の取組み」として、非財務情報についての調査・

検査、虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出を容易にする行為・唆す行為について

の調査・検査を積極的に行うという方針も示しています。そのうえで、上場企業へのメッ

セージとして、自社のガバナンス体制が形式だけでなく実質を伴っているかの改めての

点検を取締役に求め、監査役会・監査等委員会・監査委員会と会社経営陣幹部、業務執

行部門、会計監査人等が積極的にコミュニケーションすることが求められるとしていま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. 一般民事：「民事執行法の改正に関する中間試案」の取りまとめ 
 
2017 年 9 月 8 日、法制審議会の民事執行法部会において、「民事執行法の改正に関す

る中間試案」が取りまとめられ、公表されました（同年 9 月 29 日から 11 月 10 日にか

けて同試案に対するパブリックコメント（意見募集）も実施されました）。 

中間試案で取りあげられた項目は、①債務者財産の開示制度の実効性の向上、②不動

産競売における暴力団員の買受防止の方策、③子の引渡しの強制執行に関する規律の明

確化、④債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し、⑤差押禁止債権をめぐる規律の見

直しの５項目です。 

このうち、企業法務に最も影響する項目は、①債務者財産開示制度の実効性向上です。

同項目では、現行制度について、実効性が不十分で利用件数も低調であるとの批判があ

ることから、利用可能な債務名義の範囲の拡大（確定判決以外にも支払督促や執行証書

としての公正証書等による利用を可能にする）、金融機関等の第三者に債務者財産に関

する情報の提供を求める制度の新設等が提案されています。 

今後、民事執行法の改正については、パブリックコメントの結果を踏まえ、上記部会

において更に調査審議される予定です。法改正がされると、債権回収の実効性が向上す

ることが期待される一方、金融機関等においては情報提供を求められた場合に対応でき

る体制の構築等が必要となる等、企業法務に影響を及ぼすといえますので、今後の改正

動向には留意が必要です。 
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10. M&A：金商法 166 条 1 項 5 号にいう「職務に関し知った」の意義に

ついて示した裁判例 
 

2017 年 6 月 29 日、東京高裁は、証券会社 A 社の従業員 B が認識していた「C 社が

株式の募集を行うことについての決定をした」旨の事実（「本件重要事実」）について、

X が B から当該事実の伝達を受けたにもかかわらず、C 社の株式の売付けを行ったとし

て、処分行政庁が X に対して行った課徴金納付命令決定について、X が、B は本件重要

事実を「その職務に関し知った」とは認められないこと等を理由として、当該決定の取

消しを求めた事案について、「職務に関し知った」の意義について示した上で、同決定

を取り消す旨の判決を行いました。 

当該事案における主要な争点は、B が本件重要事実を「職務に関し知った」といえる

かという点でした。この点について、東京高裁は、「職務に関し知った」といえるため

には、「その職務に関し重要事実を構成する主要な事実を単に認識したというだけでは

足りず、その者を会社関係者と位置付けることを正当化する状況、すなわち、その方法

や態様等を問わないものの、当該契約の締結若しくはその交渉をする役員等が知った重

要事実が法人内部においてその者に伝播したもの（流れて、伝わったもの）と評価する

ことができる状況のもとで重要事実を構成する主要な事実を認識した場合であること

を要する」との判断を示した上で、本件においては、C 社との間で引受契約の交渉を担

当していた A 社の他部門から B に対して本件重要事実が伝播したことを認めるに足り

る証拠はなく、B が X に対して伝えた株式の募集の事実は B が営業員として推測した事

実にすぎないこと等を理由に、B が本件重要事実を「職務に関し知った」とはいえず、

処分行政庁が行った課徴金納付命令決定は違法であるとの判断を示しました。 

本東京高裁判決は、金商法 166 条 1 項 5 号にいう「職務に関し知った」の意義を明

らかにし、また、処分行政庁の課徴金納付命令が裁判所により取り消された初めての事

例であり、今後の M&A 実務においても参考になるものと思われます。 
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11. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁が「企業内容等の開示 
に関する内閣府令」等の改正 
案を公表 

 

金融庁は、2017 年 10 月 24 日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案（「本

改正案」）を公表しました。本改正案は、2017 年 11 月 22 日までパブリック・コメント

の手続に付されています。 

本改正案は、①開示内容の共通化・合理化及び②非財務情報に係る開示の充実を図る

ものです。 

具体的には、上記①として、（a）有価証券報告書等の「大株主の状況」における株式

所有割合の算定の基礎となる発行済株式について、事業報告と同様に自己株式を控除す

ること、（b）「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプショ

ン制度の内容」の項目を「新株予約権等の状況」に統合すること、並びに（c）有価証

券報告書における「大株主の状況」の記載時点を、事業年度末から、原則として議決権

行使基準日に変更すること等の改正がなされています。 

また、上記②として、（a）「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」が「財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合されており、また、（b）

（i）「事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営

者の視点による認識及び分析」並びに（ii）「経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的

な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか」についての記載が要

求されています。 

本改正の内容は交付日から施行される予定であり、有価証券報告書等の記載内容に係

る改正については、2020 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等

から適用される予定です。本改正による開示の合理化及び充実により、企業と投資家と

の建設的な対話が一層促進されることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 税務：タックス・ヘイブン対策税制に関する最高裁判決 
 

最高裁は、2017 年 10 月 24 日、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）についての判決を行いました。 
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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。控訴審は、

シンガポール子会社の所得の大部分が子会社及び関連会社からの配当によるもので

あったことを重視し、その「主たる事業」は地域統括業ではなく、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。これに対し、最高裁は、高裁判決が重視

していた所得・収入といった金額規模だけでなく、具体的な業務の内容、多くの従業員

が地域統括業務に従事していたこと、有形固定資産の大半が地域統括業務に供されてい

たこと、といった諸般の事情を考慮し、「主たる事業」は株式保有業ではなく、地域統

括業務であるとしました。 

平成 22 年度税制改正により、株式保有業を営む法人のうち、一定の要件を満たす法

人は、「統括会社」として、事業基準を満たすものと取り扱う制度（いわゆる統括会社

の特例）が導入されたため、本件と類似する事案においては、当該特例が用いられてい

ることが多いと思われます。もっとも、本判決によれば、多くの株式を保有する法人が

当該特例の要件を充足しない場合であっても、具体的な事情次第では、なお事業基準を

満たしうるものと考えられるため、本判決が実務に与える影響は小さくないといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 中国・アジア（ミャンマー）：会計年度変更に向けた議論 
 

現地報道によれば、ミャンマー連邦議会は、同国の会計年度を現状の 4 月開始（翌年

3 月まで）から、10 月開始（翌年 9 月まで）へと変更する旨の大統領府（President Office）

からの要請を受け、2017 年 10 月 26 日付で、これを承認する決議を行ったとのことで

す。これは 4 月に年度が開始すると、年度開始直後に雨季が到来するため、建設工事等

の予算執行が円滑に進まないこと等を理由としたものであると言われています。しかし

ながら、これで会計年度の変更が最終決定となったのか、今後更なる検討が連邦議会又

は連邦政府レベルで行われるのかという点も含め、上記承認決議の法的な位置付けは不

明です。 

仮に 2018 年 10 月から新年度が始まることとなった場合、2018 年 4 月から 9 月まで

の期間をどう扱うのか（2018 年 3 月で終了するはずであった 2017 年度の延長として扱
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うのか、それとも 6 か月間の新年度とするのか）といった点がまず問題となります。ま

た、会社法では会社の会計年度について 4 月開始から翌年 3 月までとされています。連

邦政府の会計年度変更により会社の会計年度も変更されるのかといった点も注目され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 新興国（ロシア）：オフショア企業によるロシアへの投資についての 
規制を厳格化する新法の施行 

 

2017 年 7 月 1 日、ロシアにおいて、連邦法第 155 号「連邦法「国有資産及び地方自

治体所有資産の私有化について」第 5 条及びロシア連邦法「国防及び国家安全保障に関

して戦略的な意義を有する企業に対する外国投資の実施手順について」の改正について」

（「本法」）が制定され、同日施行されました。 

本法は、税率の極端に低い外国に名目上の本拠地を置くオフショア企業等（オフショ

ア企業並びにオフショア企業と関連する法人及びオフショア企業を含む人の集団が支

配する法人を総称します。以下同様。）からロシアへの投資を制限するものです（ロシ

ア連邦財務局は、特別優遇税制が適用される及び／又は金融活動に関する情報を開示し

ていない地域として、ケイマン諸島、英領ヴァージン諸島、香港を含む 40 か国以上の

地域をオフショア地域として指定しており、同地域において登記された法人をオフショ

ア企業といいます。なおロシア投資において比較的多くみられるキプロス、ルクセンブ

ルグ又はオランダといった国は当該指定から除外されています。）。これは、ロシア資本

の逃避先であるオフショア企業によるロシアへの投資は、実際的にはロシア企業が税負

担を回避しているに過ぎず、また、当該投資に係る利益は当該オフショア地域へと移転

されるためロシア経済に寄与しないものと考えられているためです。すなわち本法は、

ロシア資本のオフショア地域への逃避・流出を防ぐものと位置づけられます。 

本法第 1 条では、まず、オフショア企業等によるロシアの国有資産及び地方自治体所

有資産（株式、不動産、土地等）の購入が禁止されました。 
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また、本法第 2 条では、オフショア企業等による「国防及び国家安全保障に関して戦

略的な意義を有する企業」（地質調査、地理・気象、感染症、核兵器・原子力エネルギー、

暗号、武器、宇宙、テレビ・ラジオ放送、出版等に関する活動を行う企業のことをいい、

以下「戦略的企業」といいます。）への投資が制限されました。具体的には、①オフショ

ア企業等による戦略的企業の持分の過半数取得又は支配権取得の一律禁止、②オフショ

ア企業等が 25％を超えて戦略的企業の持分を取得すること又は戦略的企業の意思決定

への拒否権を取得することについての外国投資規制委員会による許可制の導入といっ

た点が挙げられます。 

本法の制定により、オフショア企業等を出資者とする投資が大きく制限されうること

となったため、今後のロシア投資においては、本法の適用を考慮の上ストラクチャーを

組成することが極めて重要になると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

15. 国際訴訟・仲裁：米最高裁、国外保存メールの開示問題を審理 
 

2017 年 10 月 16 日、米国の連邦最高裁判所は、マイクロソフト社が米国外に保存す

る電子メールの開示を求める米国当局の捜査令状を無効とした米国連邦第 2 巡回区控

訴裁判所の決定について、司法省の上訴を受理し、審理を開始すると発表しました。 

この事件は、2013 年に米国当局が薬物取引捜査の一環として、マイクロソフト社に

対し同社のサーバーに保存された電子メールの提出を要求したのに対し、同社が米国内

のサーバーに保存された電子メールは提出する一方、米国の法執行機関が海外に所在す

る電子メールを強制的に取得することはできないとして、アイルランドに所在するサー

バーに保存された電子メールの提出を拒んだことに端を発するものです。 

下級審では、連邦地方裁判所はマイクロソフト社に対し問題の電子メールの提出を命

じていたのに対し、米国連邦第 2 巡回区控訴裁判所は、2016 年 7 月、米国当局が捜査

令状によって米国外のサーバーに保存された外国人の電子メールを取得することはで

きないとして、連邦地方裁判所の判断を覆し、マイクロソフト社の主張を認める判決を

していました。 
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この問題は、米国法人が海外のサーバーやデータセンターで管理する外国人の情報を

米国当局が捜査令状により取得することができるかという問題ですが、多くの日本企業

においても、米国法人のクラウドサービスを利用しているところであり、米国連邦最高

裁の判断が注目されます 
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開催日時  2017 年 11 月 28 日（火）13:30～16:30 

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  2017 年 11 月 30 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 

 

 

 

 

 

パートナー 横田 真一朗 
 03-6212-8365 

 shinichiro.yokota@mhmjapan.com 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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 セミナー  公益社団法人商事法務研究会『会員定例解説会「来年の株主総会運 

      営のあり方」』 

開催日時  2017 年 12 月 4 日（月）13:30～16:30 

講師    菊地 伸 

主催    公益社団法人商事法務研究会 

 

 セミナー  『プライベートバンカーの職業倫理－具体的事例を踏まえて－』 

開催日時  2017 年 12 月 8 日（金）18:00～19:30 

講師    大石 篤史 

主催    公益社団法人日本証券アナリスト協会 

 

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

 本     『ブロックチェーンの未来 金融・産業・社会はどう変わるのか 

      ［第 1 版］』（2017 年 9 月刊） 

出版社   日本経済新聞出版社 

著者    増島 雅和 

 

 本     『ミャンマー法務最前線ー理論と実務〔第 2 版〕』（2017 年 9 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    武川 丈士、眞鍋 佳奈、井上 淳 

 

 本     『独占禁止法<第八版>』（2017 年 10 月刊） 

出版社   株式会社弘文堂 

著者    村上 政博 

 

 本     『新債権法下の債権管理回収実務 Q&A』（2017 年 11 月刊） 

出版社   株式会社きんざい 

著者    矢田 悠（共著） 

 

 論文    「＜平成 29 年改正金商法の解説（2）＞フェア・ディスクロー 

      ジャー・ルール」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2140 

著者    森田 理早（共著） 

 

 論文    「日本版フェア・ディスクロージャー・ルールの導入と資本市場へ 

      の影響」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2145 

著者    鈴木 克昌、五島 隆文、森田 理早（共著） 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「民泊新法が示すシェアリングエコノミー規制の未来」 

掲載誌   NBL No.1107 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文    「担当者解説 金融商品取引法の一部を改正する法律の概要」 

掲載誌   金融法務事情 No.2072 

著者    森田 理早（共著） 

 

 論文    「情報・テクノロジー法最前線 第 5 回 IoT，ビッグデータ②─ 

      IoT，ビッグデータを取り巻く法制度の問題点，取引上の留意点」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.9 

著者    上村 哲史、桑原 秀明 

 

 論文    「自社グループに潜むリスクを知る 海外子会社の法務マネジメン 

      トー優先順位をどうつける？管理体制の「現実的な」運用ポイント」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.11 

著者    梅津 英明 

 

 論文    「＜ベンチャー投資・買収の実務ポイント＞ コンバーティブル・ 

      エクイティ誕生の背景」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.11 

著者    増島 雅和 

 

 論文    「＜座談会＞自動運転社会の法制度設計（上）」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.12 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文    「＜実務解説＞消費者契約法改正案のポイントと対応」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.12 

著者    松田 知丈 

 

 論文    「経済法判例・審決百選[第 2 版]」 

掲載誌   別冊ジュリスト No.234 

著者    村上 政博、伊藤 憲二、池田 毅 
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 論文    「平成 29 年 6 月定時株主総会の動向（相談役・顧問制度への各社 

      の対応等）」 

掲載誌   月刊監査役 674 号 

著者    石井 裕介 

 

 論文    「住宅宿泊事業法（いわゆる民泊新法）について」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.126 

著者    佐伯 優仁 

 

 論文    「平成 29 年金融商品取引法改正～フェア・ディスクロージャー・ 

      ルールのアウトライン～」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル No.748 

著者    根本 敏光、青山 慎一（共著） 

 

 論文    「ロシアにおける活動拠点のセットアップ～駐在員事務所、支店、 

      現地子会社の設立及び対比～」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.39 

著者    中島 悠助（共著） 

 

 論文    「＜Global＞Legal 米国で爆発的に広がる個人間送金」 

掲載誌   日経 FinTech 2017 年 7 月号 

著者    堀 天子、立入 寛之 

 

 論文    「改正民法のはなし（その 2）定型約款」 

掲載誌   民事法務 No.377 

著者    内田 貴 

 

 論文    「[座談会] 会社法判例の理解を深める (上)」 

掲載誌   法学教室 No.445 

著者    久保田 修平、内田 修平 

 

 論文    「TOPIX500 構成銘柄企業のコーポレートガバナンス・コード対応 

      の傾向と開示例」 

掲載誌   法学教室 No.445 

著者    内田 修平、飯島 隆博、須納瀬 史也、白岩 直樹、千原 剛、 

      立入 寛之、溝端 悠太（共著） 
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 論文    「教育サービスにおける ICO について考える」 

掲載誌   月刊私塾界 第 438 号 

著者    増島 雅和 

 

 論文    「金融×IT 対談」 

掲載誌   金融 IT フォーカス 2017 年 10 月号 

著者    堀 天子 

 

 論文    「ビットコイン 3 つの“真相”」 

掲載誌   日経ビジネスアソシエ 2017 年 11 月号 

著者    増島 雅和 

 

 論文    「機械学習を利用した技術は特許侵害訴訟でどのように審理・判断 

      されるか」 

掲載誌   日経 Robotics 2017 年 11 月号 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「有償ストック・オプションは報酬？ ASBJ 公開草案が投げかけ 

      る「報酬」の意義」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS  

著者    大石 篤史 

      https://business.bengo4.com/category9/article261 

 

 論文    「司法修習はこう変わった」 

掲載誌   NIBEN Frontier 第 168 号 

著者    上村 哲史（共著） 

 

 論文    「刑事弁護レポート 薬物密輸事件の裁判員裁判の差戻審で逆転無 

      罪を獲得した事例」 

掲載誌   季刊刑事弁護 第 92 号 

著者    柴田 勝之、金丸 由美、大下 真、土岐 俊太 

 

 論文    「＜ドローン・ビジネス関係者は必ず知っておきたい＞ドローンを 

      めぐる法律と規制の基礎知識」 

掲載誌   Profession Journal No.236 

著者    戸嶋 浩二、林 浩美、岡田 淳、増田 雅史 

 

 

https://business.bengo4.com/category9/article261


 
 

   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. 

18 
 

 論文    「The Shareholder Rights And Activism Review Second  

      Edition, Chapter 5 JAPAN」 

掲載誌   The Shareholder Rights And Activism Review 

著者    松下 憲 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2018  

      - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2018 

著者    林 浩美 

 

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

 Asialaw Awards 2017 にて Shortlisted に選ばれました 

Asialaw Awards 2017 において、当事務所は以下の分野にて Shortlisted law firms

に選ばれました。 

 

• Japan Firm of the Year 

• Energy & Natural Resources Firm of the Year 

• Investment Funds Firm of the Year 

• Labour & Employment Firm of the Year 

• North Asia Firm of the Year 

 

 ALB Asia M&A Rankings 2017 にて高い評価を得ました 

ALB（Asian Legal Business）2017年 9月号の特集記事 'Asia M&A Rankings 2017' 

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。 

なお、Thailand においては、Chandler MHM（バンコクオフィス）が Tier 1 に選

ばれております。 

 

 加藤 賢治 公認会計士・税理士が顧問に就任しました 

2017 年 10 月 1 日付で、加藤 賢治 公認会計士・税理士が、森・濱田松本法律事

務所・MHM 税理士事務所の顧問に就任いたしました。 

 

加藤顧問は、中央青山監査法人での勤務の後、日系証券会社において、プライベー

トウェルスマネジメント、事業承継・相続対策に関する業務を幅広く取り扱って

きました。 

 

加藤顧問の就任により、当事務所は、ウェルスマネジメント、相続・事業承継分

野において、さらに充実したサービスを提供できるように、努めてまいる所存で

す。 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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 荒井 太一 弁護士が厚生労働省 柔軟な働き方に関する検討会委員に就任しました 

 

 林 浩美 弁護士が国土交通省・経済産業省 無人航空機の目視外及び第三者上空等

での飛行に関する検討会 物流分科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 


