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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 2018 年 2 月号（Vol.50）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：経産省「データ利活用促進に向けた検討中間報告」を

公表 

 

経済産業省は、2018 年 1 月 19 日、パブリックコメント手続を経た上で、「データ利

活用促進に向けた検討中間報告」を公表しました。 

同中間報告は、不正競争防止法の改正を対象としており、データ利活用促進に向けた

制度がメインテーマの一つとなっています。外部提供を想定し技術的に管理されるデー

タであり、「営業秘密」では保護できないもの（例：商品として広く会員に提供される

データや、秘密保持義務のない緩やかな規約に基づきコンソーシアム内で共有される
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データ等）について、新たに不正競争防止法の保護客体に加え、所定の行為（不正取得

類型、著しい信義則違反類型、転得類型）を不正競争行為とすることにより、データの

安全・安心な流通を促進するというものです。同中間報告では、不正競争防止に関する

ガイドライン素案策定 WG で検討を行い、各要件の判断基準や具体例を示すガイドライ

ン等を、策定するべきであるとしており、既に、同 WG における検討が始まっています。 

なお、同中間報告では、他にも、技術的な制限手段による保護の対象拡大、技術的な

営業秘密の保護のための不正使用の推定規定の拡大、不正競争防止法に係る侵害訴訟に

おける証拠収集手続についても、不正競争防止法改正の方向性が示されています。 

 

＜参考資料＞ 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20180124001_01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、今通常国会への独禁法改正法案の提出を断念 
 

公取委の山田昭典事務総長は、本年 1 月 10 日の定例会見において、作業中の独占禁

止法改正法案について、1 月 22 日召集の通常国会への提出を見送ることを明らかにし

ました。 

改正法案は、硬直的な現行の課徴金制度を見直し、複雑化する経済社会に応じて適切

な課徴金を課し、事業者による調査協力のインセンティブを高めることができるように

するため、課徴金制度に一定の柔軟性を認めるという方向性の下で検討が進んでいまし

た。 

これに対し、与党や法曹界等からは、新制度の下での手続保障を求める意見が強く、

山田事務総長は、昨年 12 月 7 日の自民党・競争政策調査会において、「弁護士・依頼者

間秘匿特権の法制化を目指すこと、それと併せて供述調書等の手続保障も議論するとの

取りまとめがなされた」ことを明らかにしています。これを受け、山田事務総長は、「弁

護士秘匿特権などの法制化ということであれば、我が国の法体系全般に大きく関わる事

柄で」あって「公正取引委員会で対応できる範囲を大きく超えているもの」であると述

べ、公取委としては、「法制度全体にわたる大きな枠組みでの議論を待つことなく、法

改正作業を進めるということはできないと考えて」いるため、改正法案の国会提出を見

送らざるを得ないと判断したと明らかにしました。今後の改正法案の国会提出時期につ

いては、見通しが立っていません。 
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なお、1 月 23 日、政府が 3 月に任期満了を迎える公取委の杉本委員長を再任する国

会同意人事案を衆参両院に提出し、杉本氏が留任する見通しとなりました。 

 

 
 
 
 
 

 
4. エネルギー・インフラ：一般海域における洋上風力発電の利用ルール

に関する整備法案 
 

本年 1 月 22 日開会の第 196 回国会において、一般海域における洋上風力発電の利用

ルールに関する整備法案が提出される見込みです。 

洋上風力発電による海域の利用については、一昨年に港湾区域の利用ルールが整備さ

れたものの、より設置可能量の多い一般海域の利用ルールは未整備の状況でした。その

ため、一般海域における洋上風力発電の阻害要因として、長期にわたり海域の占有を実

現する手段がなくファイナンスが付きにくい、海域の先行利用者との調整枠組みがなく

地元との合意形成が困難といった点が指摘されていました。こうした状況の中、昨年

12 月には、日本風力発電協会から一般海域利用の法制化に関する政府への請願も行わ

れたところであり、今回の法案提出は、こうした業界のニーズや動きを踏まえたものと

いえます。 

上記法案では、①政府による基本方針の策定、②これを前提とした海洋再生可能エネ

ルギー発電設備の整備促進区域の指定、③当該区域内における海域占用計画の認定制度

等が定められる予定です。経済産業省設置の研究会では、欧州で採用されている「セン

トラル方式」に関する検討が行われてきたところであり、上記法案でも、かかる方式を

参考とした制度設計がなされているものと見込まれます。 

なお、洋上風力発電に関しては、上記の他、本年 1 月 19 日に開催された調達価格等

算定員会において、北東北地域における系統連系希望の増加を背景に、入札制度を導入

する方針が示されており、上記法案による導入環境の整備と並行して、国民負担の抑制

を意識した政策も進められています。 

以上のとおり、洋上風力発電をめぐっては、実務への影響が大きい重要な制度に関す

る議論が複数進められておりますので、引き続き今後の展開を注視する必要があります。 
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5. 労働法：厚生労働省、障害者雇用促進法施行規則の一部改正省令を

公布 
 

2018 年 1 月 19 日、厚生労働省は、障害者雇用促進法施行規則の一部を改正する省令

を公布し、精神障害である短時間労働者に関する雇用率のカウント方法を定めました。 

これは、2018 年 4 月 1 日に施行される改正障害者雇用促進法により、法定雇用率の

算定基礎に精神障害者が加えられ、法定雇用率が現行の 2.0%から 2.2%に引き上げられ

ることに伴う所要の規定の整備となります。 

具体的には、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから 3 年以内の者

又は精神障害者保健福祉手帳取得から 3 年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、

現行は 1 人をもって 0.5 人とみなしているところ、2023 年 3 月 31 日までに雇い入れら

れた者等については、1 人をもって 1 人とみなすこととされます。 

障害者雇用の促進に向けて、各社の一層の取り組みが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法：金融庁・法務省ら、「事業報告等と有価証券報告書の一体的

開示のための取組みについて」を公表 
 

2017 年 12 月 28 日に、内閣官房、金融庁、法務省及び経済産業省は、「事業報告等と

有価証券報告書の一体的開示のための取組みについて」を公表し、同日、金融庁及び法

務省は、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を

公表しました。 

現在、上場会社に対しては、会社法に基づく事業報告及び計算書類（「事業報告等」）

と、金融商品取引法に基づく有価証券報告書という 2 本立ての開示が求められています

が、今回の取組みは、投資家側の利便性の向上及び企業側の業務負担の軽減の観点から、

両制度で一体の書類による開示又は二つの書類の段階的若しくは同時提出による開示

（事業報告等と有価証券報告書の一体的開示）をより行いやすくするための環境整備と

して、両制度の類似・関連する項目について可能な範囲での共通化を図るものです。 

事業報告等への影響という観点では、例えば、①事業報告の「直前三事業年度の財産

及び損益の状況」の記載について、有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」の記

載を基礎として共通の記載が可能であること、②事業報告の「重要な親会社及び子会社

の状況」の記載について、有価証券報告書の「関係会社の状況」の項目に係るひな型に

従った記載により共通の記載が可能であること、③事業報告の「使用人の状況」の記載

について、有価証券報告書の「従業員の状況」の項目と同様に連結会社について記載す

パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 
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ることが可能であること、④計算書類の表示科目の名称や配列について、有価証券報告

書に合わせて共通の記載が可能であること等が、事業報告等のひな型又は法令解釈の公

表によって明確化されることになります。 

以上の取組みは 2017 年度中を目途として速やかに行われることとされています。各

社において、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示を義務付けられるものではあり

ませんが、事業報告等及び有価証券報告書の記載の仕方に変更が生じうるため、かかる

取組みの動向には引き続き注意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組みについて」 

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171228003/20171228003.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：公益通報者保護法改正の最新動向 
 

内閣府の公益通報者保護専門調査会の第 9回会議が 2018年 1月 26日に執り行われ、

その配布資料が公開されました（http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/koueki/00

9/shiryou/index.html）議事録は脱稿時、準備中であり、今後公開されるものと考えられ

ます）。 

2006 年 4 月に施行された公益通報者保護法は、同法附則第 2 条において、施行後 5

年を目途として、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとするとされていました。それを受け、消費者庁を中心に種々の議論・検討が

なされ、2016 年 12 月に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よる最

終報告書が取りまとめられ、また、同月から 2017 年 2 月にかけて同最終報告書で提言

された法改正に係る部分についてのパブリック・コメントが実施されていたところです。

このたび、2018 年 1 月 15 日付で、内閣総理大臣が、消費者委員会に、公益通報者保護

法における規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策に関する事項について

諮問し、公益通報者保護専門調査委員会での検討が再開（第 1 回～第 8 回は 2010 年 6

月～2011 年 2 月に開催）されました。 

上記配布資料に含まれる「公益通報者保護専門調査会スケジュール（案）」（http://ww

w.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/koueki/doc/009_180126_shiryou3.pdf）によれば、2
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018 年 7 月頃に中間的な論点整理が行われ、2018 年秋頃に消費者委員会に検討結果を

報告することが予定されているようです。 

近時、企業による不正がメディア等で盛んに取り上げられる事態が後を絶ちませんが、

企業が、内部で、自ら不正を発見することはダメージを最小化するキーポイントになり

ます。また、企業が、2018 年 6 月に施行を控える日本版司法取引を活用するという場

面でも、やはり内部における情報の吸い上げが要となります。公益通報者保護法は、内

部通報・行政機関等外部組織への通報に関するルールを定める重要な法令であり、今後

もその改正動向を注視していくことが必要です。 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. 一般民事：住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）の公表等 
 
住宅を活用した宿泊サービスを提供する民泊サービスについては、住宅宿泊事業法

（いわゆる民泊新法）が 2018 年 6 月 15 日から施行されますが、施行前の同年 3 月 15

日から、同法に基づく住宅宿泊事業の届出、住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業の登録

の申請が可能です。 

同法については、2017 年 12 月 26 日、厚生労働省と国土交通省から、「住宅宿泊事業

法施行要領（ガイドライン）」が公表され、適用対象となる「住宅」、年間 180 日の宿泊

制限などの具体的な内容の解説、申請方法・添付書類など、住宅宿泊事業に係る様々な

事項についての説明がされています。 

また、同法において、地方自治体が、条例によって、生活環境の悪化を防止するため

に合理的に必要な限度において、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限する

ことができるとされたことを受け、住居専用地域の区域を中心として、民泊の実施期間

を制限する条例を制定したり、制定する動きを示したりする地方自治体が相次いでいま

す。 

今般の住宅宿泊事業法に係わる法整備を機に、民泊関連事業への参入を計画する事業

者においては、ガイドラインの内容を把握し、各地域の条例の制定動向やその内容も注

視しつつ検討等を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

パートナー 横田 真一朗 
 03-6212-8365 

 shinichiro.yokota@mhmjapan.com 

アソシエイト 野村 祐美子 
 03-6212-8360 

 yumiko.nomura@mhmjapan.com 

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 山内 洋嗣 
 03-6266-8579 

  hiroshi.yamauchi@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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

7 
 

9. M&A：法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会において「株式

交付」制度の導入を検討 
 

2018 年 1 月 10 日に開催された法制審議会会社法（企業統治等関係）部会第 9 回会議

において、会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案の取りまとめに向け、

株式交付について審議されました。 

「株式交付」とは、株式会社（A）が他の株式会社（B）をその子会社とするために B

の株式を譲り受け、その譲渡人に対して A の株式を交付すること、と定義されています。 

現行制度においては、A がその株式を対価として B を子会社とするためには、A の株

式を現物出資財産として会社法 199 条 1 項の募集を行うこととなり、①検査役の調査が

必要となりその手続に時間及び費用がかかること、②当該株式の引受人及び取締役等が

財産価額填補責任を負う可能性があること等が障害になるため、限定的にしか活用され

ておりませんでした。そこで、法務省は、検査役の調査や財産価額填補責任に相当する

規律を及ぼさない制度として、新たに「株式交付」制度を導入することを検討しており

ます。当該制度の導入に際しては、その性質上、株式交換に関する規律とは異なる規律

とすることが適当であると考えられるものを除き、基本的に株式交換に関する規律と同

様の規律を設けることが想定されております。 

制度の詳細については、今後会社法法制（企業統治等関係）部会での議論を通じて取

りまとめられていくこととなりますが、株式交付制度が 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①：金融庁、企業内容等の開示

に関する内閣府令等の改正

案に対するパブリックコメ

ントの結果を公表 
 

2018 年 1 月 26 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対す

るパブリックコメントの結果（「本パブコメ」）を公表し、本改正に係る内閣府令は、同

日付で公布・施行されました（一部、2018 年 4 月 1 日施行）。有価証券報告書等の記載

内容に係る改正については、2018 年 3 月 31 日以降に終了する事業年度（3 月末決算会
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社であれば 2018 年度）を最近事業年度とする有価証券届出書及び当事業年度に係る有

価証券報告書から適用されます。 

本改正は、（a）開示内容の共通化・合理化及び（b）非財務情報に係る開示の充実を

図るものですが、本パブコメにおいては、とりわけ、上記（b）の一環として「記載上

の注意」が大きく変更された「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況の分析」（いわゆる Management Discussion & Analysis、以下「MD&A」）の項目

に関する質問が多く寄せられています。これらの質問及び回答内容の要約は、以下のと

おりです。 

① MD&A においては、事業の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができ

るよう、経営者の視点による経営成績等に関する十分な分析・検討が記載されることが

期待されており、企業と投資者との建設的な対話を促進する上でも重要な情報となる。

しかし、現在の開示の状況に対しては、財務情報の要約を文章化しているにとどまり分

析的に記載されていない、経営者の視点による分析・検討が欠けている、他の項目と同

じ情報が含まれている、といった批判が従来よりなされてきた。 

② MD&A に係る改正の趣旨は、かかる状況を改善すべく、MD&A で本来求められ

ている開示内容をより充実させるとともに、結果的に同様の記載となっている項目の統

合を図ることによって、企業と投資者との対話に資する、より体系立った分かりやすい

開示の実現を目指すという点にある。 

③ 上記趣旨の一つの表れとして、MD&A においては従前「提出会社の代表者」によ

る分析・検討内容の記載が求められていたのに対して、本改正においては、「経営者の

視点」による分析・検討を要求することとなっている。 

④ 上記趣旨より、MD&A の記載内容は、各企業の実態に応じて経営者が主体的に判

断すべきものであるため、「経営者の視点」の具体的な意味を雛形や例示等により示す

ことには慎重な検討が必要と考えられる。他方、開示内容が分かりやすくなるのであれ

ば、項目名に捕われずに、複数の項目にわたる事項を一つの項目にまとめて記載する（そ

して他の項目において当該項目を参照する旨の記載を行う）といった対応も許容される。 

以上のとおり、MD&A に係る本改正においては、従来よりも実質に踏み込んだ検討及

びその開示が明示的に要求されるに至っています。日本上場企業の有価証券報告書は、

米国上場企業の Annual Report と比較して、MD&A のみならず、Risk Factors・Strategy・

Business など多くの重要な項目で形式的・表層的な開示に留まっているのが一般的で

あり、本改正を契機としてより充実した開示が行われ、企業との投資者の建設的な対話

が促進されることが期待されます。一方で、事業計画などの将来数値や財務数値を加工

した数値については法的な問題点も多く、積極的な情報開示と投資者を誤解させない

フェアな開示のバランスが従来以上に求められることとなります。 
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11. ファイナンス・ディスクロージャー②：証券会社の善管注意義務違

反を肯定した英国の裁判例 
 

2017 年 12 月 7 日、英国高等裁判所は、Sukuk（シャリア法に準拠した、ユーロ債発

行と同等の経済効果を有する証券）発行案件におけるアレンジャーである証券会社に

対して、英国法上の善管注意義務違反を肯定する判決を下しました。本事案では、Sukuk

に組み込まれているサウジアラビア王国法準拠の Promissory Note について、その執行

要件となる手書きでの署名が欠けていました。Sukuk 発行後発行会社が債務不履行に陥

りましたが、Promissory Note の強制執行が不可能であったため、Sukuk 保有者はアレ

ンジャーである証券会社に対して善管注意義務違反に基づく損害賠償請求を提起しま

した。英国高等裁判所は、大要、アレンジャーには、取引における書類が適切に署名さ

れたことを確保する義務があるという判断を示しました。 

本事案における上記判決は、事例判決であるという指摘がなされており、また現在上

訴中であるため、その影響については今後の検証が必要であるものの、資本市場の先進

国である英国での裁判例であることから、各国の資本市場案件においても、契約書類の

適法性等について、証券会社が弁護士の助言も得て確認する体制が求められる可能性も

あり、今後の動向に注視が必要です。 

 

 

 
 
 
 
 
 

12. 税務：米国における税制改正法案の成立 
 

米国の税制改正法案が 2017 年 12 月 22 日に成立しました。法人課税及び個人課税に

関し、大幅な改正がなされています。 

日本企業に影響のある改正のひとつとして、連邦法人税率の引き下げが挙げられます。

従前、米国の連邦法人税率は最大 35%であり、先進国の中でも最も高い水準でしたが、

これが 2018 年 1 月 1 日より 21%に引き下げられます。 

この点に関し、日本のタックス・ヘイブン対策税制との関係で留意が必要となります。

すなわち、平成 29 年度税制改正により、外国関係会社の租税負担割合が 20%以上であ

れば一律タックス・ヘイブン対策税制の対象外となるという制度（いわゆるトリガー税

率）は廃止され、仮に租税負担割合が 20%以上であっても、30%未満であれば、特定の

類型の外国関係会社（ペーパーカンパニーやキャッシュボックス等）については、タッ

クス・ヘイブン対策税制の会社単位の合算課税の対象となることとされました。米国に
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おける税制改正により連邦法人税率が 21%に引き下げられた結果、州税等と合わせても、

日本企業の米国における子会社・関連会社の租税負担割合が 30%未満となり、タック

ス・ヘイブン対策税制の適用対象となってしまう可能性があります。したがって、米国

に子会社・関連会社を有する日本企業は、今般の税制改正を受け、タックス・ヘイブン

対策税制の適用の有無を改めて確認し、対応を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 中国・アジア（インドネシア）：インドネシアにおける BKPM の新規

則制定 
 

インドネシア投資調整庁（BKPM）は、2017 年 12 月 4 日に「投資ライセンス及びファ

シリティの指針及び手続についての 2017 年第 13 号規則」（BKPM 新規則）を制定し、

2018 年 1 月 2 日より施行されています。BKPM 新規則は、外国投資を促進することを

企図した改正であり、重要な点についての改正を含みますので、以下ご紹介いたします。 

 

（1）投資基本許可制度の廃止 

BKPM 新規則が制定されるまでは、外資系企業がインドネシアにおいて投資するた

めには、まずは、投資基本許可（Izin Prinsip）を申請・取得し、操業の準備が整った

後にビジネス・ライセンス（Izin Usaha）を申請・取得するという二段階のプロセス

を経る必要がありました。 

BKPM 新規則は、既存の投資基本許可を廃止し、これに代わるものとして、資本投

資登録（Pendaftaran Penanaman Modal）を定め、かつ、これが必要となる事業の

範囲を限定しました。すなわち、資本投資登録の取得が義務付けられる事業は、（a）

建設のために時間を要する事業、（b）投資インセンティブを利用できる事業、（c）中・

高度の環境汚染のリスクがある事業、（d）国防、天然資源、エネルギー及びインフラ

に関する事業、及び（e）その他適用法令により定められる事業に限定されています。 

そのため、上記事業に該当しない場合は、資本投資登録を取得する必要はなく、直

接ビジネス・ライセンスの取得を行うことが可能となっています。 

 

（2）ダイベストメント義務の免除 

また、BKPM 新規則では、いわゆるダイベストメント義務の免除が可能となりまし

た。ダイベストメント義務とは、外資会社は商業的活動の開始から 15 年以内に株式
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の一部をインドネシア人に譲渡しなければならないとされるルールのことで、15 年

ルールとも呼ばれます。ダイベストメント義務は、2007 年の新投資法施行時に廃止

されたため、新投資法施行後に設立された会社には適用がありませんが、新投資法施

行以前に設立された外資会社には適用があり、会社の投資基本許可に義務の具体的内

容が記載されています。 

BKPM 新規則では、株主総会決議及び BKPM の承認を経ることによって、ダイベ

ストメント義務の免除が可能である旨規定されています。上記株主総会決議には、イ

ンドネシア人株主が存在する PMA 会社（外資が一株でも出資する場合には PMA 会

社とみなされます）については、インドネシア人株主によるダイベストメント義務の

履行を求めない旨の宣誓、外国株主が 100%保有する PMA 会社については、全ての

外国株主によるインドネシア人への株式譲渡に係る合意又は約束が存在しない旨の

宣誓が含まれている必要があります。なお、採掘事業のように、株式のダイベストメ

ントについて、その他の法令による義務が課されている場合には、BKPM 新規則は適

用されないので、留意する必要があります。 

 

（3）その他 

上記のほか、BKPM 新規則では、不動産事業における最低投資額の計算方法の変更、

BKPM における拡張許可（Izin Perluasan）が必要とされる範囲の拡大などについて

も改正がされています。また、実際の運用はこれから始まるところでもあるため、今

後の運用方法についても注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 新興国（アルゼンチン）：贈賄行為に関する法人の刑事責任を定める

新法 
 

アルゼンチンにおいて贈賄行為に関する法人の刑事責任を定める新法が制定されま

した。本新法は 2017 年 12 月 1 日に公布され、その 90 日後に施行されます。 
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アルゼンチン刑法上、国内公務員及び海外公務員に対する自然人の贈賄行為は既に処

罰の対象とされていましたが、法人に対する刑事責任については法整備が遅れていまし

た。こうした背景のもと制定された本新法は、国内公務員及び海外公務員に対する贈賄

行為に関する法人の刑事責任を定めており、具体的には、①直接又は間接に当該法人が

関与した又は当該法人を代理して行われた贈賄行為、②当該法人の利益に向けられた贈

賄行為について刑事責任を負うとしています。 

本新法は、不当に取得した又は取得し得た利益の 2 倍から 5 倍の額の罰金、公共事業・

公共サービスに関する政府の入札等への 10 年以下の参加の停止等の重い刑罰を定める

一方、一定の場合に刑罰を免除する旨の規定を設けています。具体的には、不当に取得

した利益の返還の他、内部調査等による自主的な申告の有無や、本新法に従ったコンプ

ライアンス・プログラムが整備されていることが、刑罰が免除されるための要件とされ

ています。 

本新法は、かかる適切なコンプライアンス・プログラム（Programa de Integridad）

について一定の要件を提示しており、少なくとも①贈賄行為の防止のための職務行為に

関する倫理・行動規範の整備、②入札手続、行政機関との契約締結その他公共セクター

との接触において違法行為を防止するための規則・手続規程の整備、③役職員に対する

コンプライアンス・プログラムに関する定期的なトレーニングの実施、の 3 点を規定す

る必要があるとされています。 

本新法ではその他、検察庁（Ministerio Público Fiscal）との司法取引制度や、裁判官

が刑罰の量刑を決定する際に考慮すべき要素等も規定されています。 

アルゼンチンにおいて活動する日本企業は、本新法を踏まえたうえで適切なコンプラ

イアンス体制を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 国際訴訟・仲裁：香港にて、知的財産権関連紛争の仲裁による解決

が可能に 
 

香港政府は、仲裁条例の 2017年改正（the Arbitration （Amendment） Ordinance 2017）

において、知的財産関連の紛争（香港内外を問わない）は仲裁手続の対象となること、

及び知的財産関連の仲裁判断は香港内において執行可能であることを明記しました。同

改正条例の施行日は 2018 年 1 月 1 日であり、同日以降に手続を開始する全ての仲裁手

パートナー 梅津 英明 
 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 大川 信太郎 
 03-6213-8050 

 shintaro.okawa@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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

13 
 

続に適用があると共に、同日よりも前に手続を開始した仲裁手続についても当事者が合

意をすれば同改正条例が適用されます。 

知的財産関連の紛争のうち、特に特許の有効性や商標登録等に関する行政判断を含む

事項については、仲裁手続の対象外とする国や地域も多いのが現状です。しかし、関係

企業が多国籍に渡る場合には知財関連訴訟を複数の国家裁判所で提起しなければなら

ず、時間とコストを要するという問題点があり、また公開手続による風評の問題等もあ

り、知財関連紛争を仲裁で処理する必要性は従来より指摘されていました。さらに、IoT 

（internet of things）技術の進展により、異業種間における領域横断的かつ国家横断的

な知的財産関連の紛争が増加する懸念があり、この必要性は今後加速度的に増していく

可能性もあります。 

今般の改正条例は、当事者の国籍等に関わらず、あらゆる知財関連紛争（知的財産権

の執行・権利侵害・権利存続・有効性・権利者・権利の範囲及び存続期間、知財権に関

する取引、知財権に関連する対価に関する紛争全てを含む）につき香港での仲裁手続に

付する合意が可能であること、及び香港の裁判所は当該仲裁判断が知財紛争を内容とす

ることのみを理由としてその執行を拒否してはならないことを明記しており、企業に

とっては、知財紛争を単一手続内で、専門的知識のある仲裁人を通し非公開に解決する

選択肢が増えたことになります。 

もっとも、同改正条例に基づく仲裁判断の拘束力は手続の当事者にのみ及び、当事者

の別途の合意がない限りライセンシー等の第三者には及ばないこと、仲裁判断はニュー

ヨーク条約加盟国や香港と相互承認のある国（中国本土等）においても執行可能ではあ

るものの、仲裁の対象事項が当該執行国において仲裁不可能とされている場合には執行

国裁判所はこれを拒否できること等の制約もあり、実際に知的財産権に関連して仲裁合

意条項を作成するに際しては、なお慎重な検討が求められます。 

 

 

 

 
 
 
 

パートナー 関戸 麦 
 03-5223-7759 

 mugi.sekido@mhmjapan.com 

アソシエイト 森田 茉莉子 
 03-6266-8722 

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

 セミナー  『新任担当者のための株主総会運営の基礎と実践～根拠法令・判 

例・実務慣行を踏まえた総会実務の基本構造を学ぶ～』 

開催日時  2018 年 2 月 7 日（水）13:30～16:30  

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『インサイダー取引規制の最新動向と監査役等の実務対応ポイント』 

開催日時  2018 年 2 月 7 日（水）15:00～16:30 

講師    久保田 修平 

主催    公益社団法人日本監査役協会 

 

 セミナー  『オンラインビジネス・e コマース実務講座～独占禁止法上起こり 

得る問題と留意すべき点（その 1）』 

開催日時  2018 年 2 月 8 日（木）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  『改正外為法で増大する輸出管理リスクへの対応～「防衛装備移転 

三原則」等の制定と国際研究開発をはじめ、改正外為法による日米 

の安全保障貿易管理の動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～』 

開催日時  2018 年 2 月 9 日（金）14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『取締役会運営の実務～基本と応用～』 

開催日時  2018 年 2 月 9 日（金）13:30～16:30（東京） 

  2018 年 2 月 14 日（水）10:00～13:00（大阪） 

講師    澤口 実 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『株主総会 2018 年の課題と対応（大阪）』 

開催日時  2018 年 2 月 14 日（水）14:00～16:00 

講師    澤口 実 

主催    株式会社プロネクサス 
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 セミナー  『コーポレートガバナンスの潮流と取締役会の改革～取締役会の実 

効的な運営と監督機能の強化のための実務対応～』 

開催日時  2018 年 2 月 15 日（木）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  『2017 年度 企業法務研究部会「株主総会への実務対応」』 

開催日時  2018 年 2 月 15 日（木）14:30～17:00 

講師    菊地 伸 

主催    一般財団法人産業経理協会 

 

 セミナー  『企業不祥事防止のためのコーポレートガバナンス強化策～予防・ 

早期発見の視点から～』 

開催日時  2018 年 2 月 19 日（月）13:30～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『競合他社との提携、連携、接触ルール～強化改正される独占禁止 

法規制と業務提携等～』 

開催日時  2018 年 2 月 20 日（火）14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『JRRC 第 12 回著作権セミナー「企業実務と著作権～最新トラブ 

ル例を通じて～」』 

開催日時  2018 年 2 月 21 日（水）15:50～16:50 

講師    池村 聡 

主催    公益社団法人日本複製権センター 

 

 セミナー  『フェア・ディスクロージャー・ルール導入までに必要な理解と実 

務対応－平成 30年 4月 1日施行・改正金融商品取引法への対応－』 

開催日時  2018 年 2 月 22 日（木）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    金融ファクシミリ新聞社 
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 セミナー  『オンラインビジネス・e コマース実務講座～独占禁止法上起こり 

得る問題と留意すべき点（その 2）下請法上起こり得る問題と留意 

すべき点』 

開催日時  2018 年 2 月 22 日（木）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  『企業に求められる柔軟な働き方への対応と課題』 

開催日時  2018 年 2 月 23 日（金）15:00～17:00 

講師    荒井 太一 

主催    株式会社 TKC 

 

 セミナー  『平成 30 年株主総会準備対策講座 株主総会の準備と運営〜各社 

を取り巻く環境の変化への実務対応〜（東京開催）』 

開催日時  2018 年 2 月 28 日（水）13:00～16:00 

講師    菊地 伸 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『企業不祥事の事例に見るコンプライアンス上の予防・対応策』 

開催日時  2018 年 2 月 28 日（水）15:00～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    公益財団法人 資本市場研究会 

 

 セミナー  『新しい株主総会の実務』 

開催日時  2018 年 3 月 2 日（金）13:30～16:30 

講師    澤口 実 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『ICC Institute Advanced PIDA Training on International Commercial  

Arbitration』 

開催日時  2018 年 3 月 5 日（月）9:15～9:45 

講師    射手矢 好雄、関戸 麦 

主催    International Chamber of Commerce (ICC) 
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文献情報      http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 本     『金融商品取引法‐公開買付制度と大量保有報告制度編』（2017 年 

      12 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    鈴木 克昌、久保田 修平、熊谷 真和、根本 敏光、藤田 知也、宮

田 俊、五島 隆文（共著） 

 

 本     『日本バイアウト市場年鑑‐2017年上半期版‐』（2017年 12月刊） 

出版社   株式会社日本バイアウト研究所 

著者    塩田 尚也 

 

 本     『はじめての著作権法』（2018 年 1 月刊） 

出版社   日本経済新聞出版社   

著者    池村 聡 

 

 論文    「すぐに使える 危機管理の書式（1）証拠の保全～不正探知後すぐに 

必要になる書式～」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.3 

著者    藤津 康彦、山内 洋嗣、塚田 智宏   

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールの導入に向けて必要な実務 

対応」 

掲載誌   月刊監査役 No.676 

著者    根本 敏光 

 

 論文    「デジタルフォレンジックの監査役監査への利活用可能性＜第 2 回＞」 

掲載誌   月刊監査役 No.676 

著者    山内 洋嗣、矢田 悠 

 

 論文    「［会社法務］相談役・顧問に関する開示制度の新設」 

掲載誌   企業会計 Vol.69 No.12 

著者    松村 謙太郎 

 

 論文    「＜特集 存続か廃止か、それが問題？ 相談役・顧問を見直す 6 つ 

の着眼＞コーポレートガバナンスの視点で相談役・顧問を問い直す」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.2 

著者    太子堂 厚子 
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 論文    「長時間労働リスクへの対処法」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.2 

著者    荒井 太一 

 

 論文    「ICO とその法規制について」 

掲載誌   週刊 経営財務 No.3343 

著者    安部 健介、石橋 誠之 

 

 論文    「＜会社法判例－より深く学ぶ，考える［第 4 回］＞M&A におけ 

る公正な価格と利益相反排除措置－ジュピターテレコム事件決定 

を踏まえて」 

掲載誌   法学教室 No.448 

著者    内田 修平 

 

 論文    「法規制から見る、海外 FinTech の上陸条件－RegTech の威力と法 

令上の限界」 

掲載誌   日経 FinTech 2017 年 12 月 1 日号 

著者    樋口 彰、白岩 直樹 

 

 論文    「＜新春企画 企業法務 テーマ別 2018 年の展望＞エネルギー・環 

境 電力システム改革・パリ協定 今後の動向に注目」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.128 

著者    市村 拓斗、木山 二郎 

 

 論文    「改正民法のはなし（その 4）保証」 

掲載誌   民事法務 No.379 

著者    内田 貴 

 

 論文    「住宅宿泊事業法（いわゆる民泊新法）のガイドラインについて」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.41 

著者    佐伯 優仁、野村 祐美子 

 

 論文    「報道における著作物利用」 

掲載誌   月刊コピライト No.681 Vol.57 

著者    池村 聡 
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 論文    「副業・兼業を許可する際の実務対応ポイント～禁止・制限から許 

可に向けたルールづくりの基礎と実務への活用～」 

掲載誌   労政時報 第 3943 号 

著者    荒井 太一 

 

 論文    「NHK 名古屋放送局（リハビリ出勤と最低賃金法）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 151 号 

著者    大川 信太郎 

 

 論文    「学校法人原田学園（視覚障害者への職務変更命令の有効性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 155 号 

著者    土岐 俊太 

 

 論文    「Getting the Deal Through - Right of Publicity 2018 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Right of Publicity 2018 

著者    上村 哲史、田中 浩之 

 

 論文    「Getting the Deal Through - Market Intelligence - M&A - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Market Intelligence - M&A Volume 4  

Issue 10   

著者    関口 健一、松下 憲 

 

 論文    「Private mergers and acquisitions in Japan:Market Analysis  

Overview」 

掲載誌   Practical Law 

著者    塩田 尚也 

 

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

掲載誌   The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review 6th Edition 

著者    眞鍋 佳奈、梅津 英明、大野 志保   

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Private Client  

2018- Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Private Client 2018 

      7th Edition 

著者    大石 篤史、酒井 真 
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NEWS      http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 Chambers Asia-Pacific Awards 2018 において Shortlisted law firms に選ばれまし

た 

Chambers Asia-Pacific Awards 2018 において、当事務所は Japan （Domestic law 

advisers）分野において Shortlisted law firms に選ばれました。 

 

 マージャーマーケット 2017 年 M&A リーガル・アドバイザー リーグテーブルに

て 1 位を獲得しました 

マージャーマーケットによる 2017 年リーガル・アドバイザーのグローバル M&A

リーグテーブルが発表になり、日本のランキングにおいては、当事務所は件数順

のランキングにおいて 1 位を獲得いたしました。 

 

 トムソン・ロイターの M&A リーガル・アドバイザーのランキングにて 1 位を獲

得しました 

トムソン・ロイターの M&A リーガル・アドバイザーのランキングが発表になり、

当事務所は 2017 年の日本企業関連の公表案件の件数順のランキングにおいて 1

位を獲得し、完了案件の金額順・件数順のランキングにおいて、1 位を獲得いた

しました。 

 

 ブルームバーグの 2017 年日本 M&A リーグテーブルにて 1 位を獲得しました 

ブルームバーグの 2017 年 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は件数順の

ランキングで 1 位を獲得いたしました。 

 

 Who's Who Legal: Data 2018 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Data 2018 において、小野寺 良文 弁護士が以下のカテゴリで

leading lawyer に選ばれました。 

- Information Technology 

- Telecoms & Media 

 

 丸山 木綿子 税理士が入所しました 

2018 年 1 月 15 日付で、丸山 木綿子 税理士が、森・濱田松本法律事務所・MHM

税理士事務所に加入しました。 

丸山税理士は、税理士法人山田＆パートナーズなどにおいて、相続税・贈与税や

法人税、所得税等、幅広い税目を取り扱ってきました。申告業務等の経験が豊富

であり、事業承継／相続対策や組織再編等のプランニングについてもストラク

チャーの策定から実行支援まで数多くの案件を担当してきました。 

丸山税理士の入所により、当事務所における税務及び法務を一体化したサービス

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。 



 
 

   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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

21 
 

 三好 豊 弁護士が経済産業省「不正競争防止に関するガイドライン素案策定 WG」

委員に就任しました 

 

 岡﨑 誠一 弁護士が IBA（国際法曹協会）会社法部会 成長企業・非公開企業専

門委員会 役員に就任しました 

 

 岡田 淳 弁護士が経済産業省 データ契約ガイドライン検討会作業部会委員に選

任されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


