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 2018年 3月号（Vol.51） 

1. はじめに 

2. 知的財産法：著作権法の一部を改正する法律案、不正競争防止法等の一部を改

正する法律案の国会提出 

3. 競争法／独禁法：公取委「『人材と競争政策に関する検討会』報告書」の公表 

4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法施行規則・関連告示の改正案 

5. 労働法：最高裁、親会社の子会社従業員に対する信義則上の義務違反について

判断 

6. 会社法：会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案の公表、パブ

リックコメント手続開始 

7. 危機対応：日本取引所自主規制法人、「上場会社における不祥事予防のプリン

シプル」（案）を公表 

8. 一般民事：商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案の国会提出 

9. M&A：産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の閣議決定 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁、「金融商品取引法第 27 条の 36

の規定に関する留意事項について（フェア・ディスクロージャー・ルールガイ

ドライン）」に対するパブリックコメントの結果等を公表 

11. 税務：みなし配当に関する納税者勝訴判決 

12. 中国・アジア（タイ）：事業担保法における担保権者を拡大する省令の制定及

び施行 

13. 新興国（ビジネスと人権）：「ビジネスと人権」に係る各国における立法動向と

日本企業における対応の必要性 

14. 国際訴訟・仲裁：シンガポール国際商事裁判所（SICC）の管轄を明確化する法案

の可決 

 

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 3月号（Vol.51）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：著作権法の一部を改正する法律案、不正競争防止法等
の一部を改正する法律案の国会提出 

 

2018年 2月 23日、著作権法の一部を改正する法律案が国会に提出されました。同法

案は、①デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備、②

教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備、③障害者の情報アクセス機会の充実に
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係る権利制限規定の整備、④アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備、を

内容とする大規模なものとなっています。なお、同日、いわゆるデジタル教科書の使用

を新たに認めること等を内容とする学校教育法等の一部を改正する法律案も国会に提

出されていますが、同法案も、著作物のデジタル教科書への掲載に関する権利制限規定

の整備を内容とする著作権法の一部改正を含んでおり、留意が必要です。 

また、同月 27 日には、不正競争防止法等の一部を改正する法律案が国会に提出され

ました。同法案は、IoTや AIといった情報技術の革新を背景に、企業の競争力の源泉が

データやその分析方法、これらを活用した製品やビジネスモデルへ変遷しつつある状況

を踏まえ、データの利活用を促進するための環境を整備すること等を目的とするもので

あり、相手方を限定して業として提供するデータの不正な取得等を新たに不正競争に位

置づけ、差止請求等の対象とする不正競争防止法の改正等を柱とするものとなっていま

す。 

＜参考資料＞ 

文部科学省「著作権法の一部を改正する法律案」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm 

文部科学省「学校教育法等の一部を改正する法律案」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401720.htm 

経済産業省「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」 

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委「『人材と競争政策に関する検討会』報告書」
の公表 

 

2018年 2月 15日、公正取引委員会（「公取委」）は、「『人材と競争政策に関する検討

会』報告書」を公表しました。 

「人材と競争政策に関する検討会」は、フリーランスや副業等雇用契約以外の就労形

態の多様化が進む中、労働人口の減少による人手不足から人材獲得を巡る競争の活発化

を背景に、人材獲得競争等に関する独占禁止法の適用を理論的に整理するため、公取委

が競争政策研究センター内に設置した検討会であり、本報告書は、かかる検討会におけ

る議論や検討の結果をまとめたものです。 

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 
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本報告書は、まず、独占禁止法と労働法制との適用関係について、雇用関係が独占禁

止法の適用対象とならないとしてきた従来の整理を若干修正し、労働者も独占禁止法上

の適用対象となる事業者に該当する余地を認め、具体的な適用において、労働組合法や

労働基準法等の労働法制により規律されている分野は、原則として独占禁止法上の問題

とはならないという整理を示しています。 

本報告書は、その上で、発注者（使用者）による一定の行為について独占禁止法が適

用されうることを前提に、大要、以下のとおりの考え方を示しています。 

○ 複数の発注者（使用者）の共同行為 

・役務提供者（労働者）に支払う対価の取決めは、原則として問題あり 

・役務提供者の転籍・転職を制限する取決めは、問題となる場合あり（正当化事由

を考慮して検討） 

○ 発注者（使用者）の単独行為 

・役務提供者に対し、①秘密保持義務、②競業避止義務、③専属義務、④役務提供

に伴う成果物の利用等の制限、⑤事実と異なる取引条件、を提示する行為は、主

として以下のような場合に問題あり 

 高いシェアを有する発注者（使用者）による制限行為が、競争関係にある他

の発注者（使用者）の供給や参入を困難とする恐れを生じさせる場合 

 発注者（使用者）が役務提供者に対し実際と異なる条件を提示する等して取

引することにより、他の発注者との取引を妨げることとなる場合 

 取引上の地位が優越している発注者が役務提供者に不当に不利益を与える場合 

本報告書は、さらに、競争政策上望ましくない行為として、対象範囲が不明確な秘密

保持義務や競業避止義務を課す行為や、報酬や発注内容等の取引条件を明示しない行為

等を挙げています。 

以上のとおり、本報告書は、多様な就労形態について独占禁止法が適用される可能性

を認めるとともに、独占禁止法上問題となりうる行為について具体的な考え方を示すも

のであり、実務に一定の影響があると思われます。報告書の内容については、2018年 3

月 16 日までの期限で意見募集を行うこととされているため、その結果も注目すべきで

あるといえます。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 水口 あい子 
 03-6266-8740 

 aiko.mizuguchi@mhmjapan.com  
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4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法施行規則・関連告示の改正案 
 

2018年 2月 7日、経済産業省は、再エネ特措法施行規則及び関連する告示の改正案

の概要を公表しました。当該改正案については、パブリックコメントに付されています。

主な改正点は以下のとおりです。 
運転開始 
期限 

（既に同様の制度が導入されている）太陽光発電設備以外の発電設備に

ついても、2018年度以降新たに認定を受けるものには、運転開始期限が

設定されます。具体的には、認定を受けた日から下記の各期間内に運転

を開始する計画であることを認定基準とされ、期限を超過した場合は、

超過した分だけ月単位で調達期間を短縮されます。 

• 風力発電設備：4年（環境アセスを要するものは 8年） 

• 水力発電設備：7年（多目的ダムに関する例外あり） 

• 地熱発電設備：4年（環境アセスを要するものは 8年） 

• バイオマス発電設備：4年 
入札対象区

分等の指定 
2018年度の調達価格について、10,000kW以上の一般木質バイオマス、

液体燃料バイオマスが新たに入札対象区分等に指定されました。

2,000kW以上の太陽光も引き続き入札対象となります。なお、バイオマ

スについては 2018年 11月に第 1回の入札が実施予定であり、落札後の

バイオマス比率増加分は FIT制度に基づく調達の対象外とされます。 
調達価格変

更事由 
（既に同様の制度が導入されている）太陽光発電設備以外の発電設備に

ついても、運転開始の前後及び増加幅を問わず、出力の増加を原則とし

て調達価格変更事由に位置づけることとされています。 
発電設備の

設置場所に

関する規制 

全電源について、（i）調達期間終了までの間、同一の設置場所で発電を

行う計画であることを認定基準として明確化し、（ii）認定発電設備の設

置場所の変更を、事前変更届出事由から変更認定事由に変更することと

されています（なお、かかる変更認定は調達価格変更事由とはされてい

ません。）。 

以上のほか、陸上風力発電設備について出力 20kW未満の区分を 20kW以上の区分に

統合する等、種々の改正が盛り込まれています。上記改正案の概要は、実務に大きな影

響を与える内容を含んでおりますので、パブリックコメントの結果を含め、今後の動向

が注目されます。なお、パブリックコメントは、3月 8日まで募集されています。 

 

 

 

 

 

 

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 森 勇貴 
 03-6213-8169 

 yuki.mori@mhmjapan.com 
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5. 労働法：最高裁、親会社の子会社従業員に対する信義則上の義務違
反について判断 
 

2018年 2月 15日、最高裁は、子会社の契約社員として親会社の事業場内で就労して

いた従業員が、同じ事業場内で就労していた他の子会社の従業員から、繰り返し交際を

要求され、自宅に押し掛けられる等したことにつき、法令等の遵守に関する社員行動基

準を定め、自社及び子会社等から成る企業集団の業務の適正等を確保するための体制

（本件法令順守体制）を整備していた親会社において、上記体制を整備したことによる

相応の措置を講ずる等の信義則上の義務に違反したと主張して、親会社に対し、債務不

履行又は不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案について、親会社の責任を認めた原

審を破棄し、親会社に信義則上の義務違反があったとはいえないとの判断を示しました。 

具体的には、まず、当該従業員は、子会社の指揮監督の下で労務を提供していたので

あり、親会社から指揮監督を受けていたとの事情はなく、また、親会社が整備した本件

法令順守体制の具体的内容としても、本来子会社が負うべき雇用契約上の付随義務を、

親会社が自ら履行し又は親会社の指揮監督の下で子会社に履行させるべきものであっ

たとの事情はうかがわれない、と判断しました。 

他方で、親会社が、本件法令順守体制の一環として、グループ会社の事業場内で就労

する者からの法令順守に関する相談窓口を設け、利用を促していた趣旨からは、これら

の者から相談を受けた場合、親会社が相応の対応をするよう努めることが想定されてお

り、申出の具体的状況によっては、当該申出者に対し、当該申出を受け、体制として整

備された仕組みの内容、当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則

上の義務を負う場合があると解されるとも判示しました。 

親会社がグループ企業社員向けコンプライアンス対応窓口を設置した場合、一定の状

況においては相応の対応が法的義務となることが明らかになったものであり、各社にお

いて窓口設置の趣旨・目的の確認や相談があった場合の対応プロセスについていま一度

留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

6. 会社法：会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案の
公表、パブリックコメント手続開始 

 

2018年 2月 28日に、会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案（「中

間試案」）が公表され、パブリックコメント手続が開始されました。 

中間試案では多くの見直し項目が取り上げられていますが、まず、株主総会に関する

規律の見直しとして、①株主総会資料の電子提供制度を創設し、上場会社に対してこの

パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 
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制度の利用を義務付けることや、②株主提案権につき、株主が提案できる議案の数の上

限や、不適切な内容の株主提案の制限を設けること等が提案されています。 

次に、取締役等に関する規律の見直しとして、①取締役の報酬に関して、その内容に

係る決定方針の株主総会における説明義務を課すこと、株式報酬等に関する株主総会の

決議事項を見直すこと、事業報告による情報開示を充実させること、②会社補償に関し

て、契約締結のための手続や会社が補償できる費用等の範囲に関する規定を新設するこ

と、また、③役員等賠償責任保険契約（D&O 保険）に関して、加入するための手続や

情報開示等に関する規定を新設することが提案されています。加えて、④社外取締役に

関して、社外取締役へ一定の業務執行を委託できるものとすることや、監査役設置会社

であっても取締役の過半数が社外取締役である等の一定の要件を満たせば取締役会が

重要な業務執行の決定を取締役に委任できるものとすること等が提案されています。 

上記のほか、社債の管理に関する規律の見直し（社債管理補助者制度の創設、社債権

者集会の決議により元利金の減免を可能とすること）や、株式交付制度（他の株式会社

の株主から株式を譲り受けて子会社化する際に、自社株式を譲渡対価として交付する制

度）の創設等についても提案されています。 

パブリックコメント手続は 2018 年 4 月 13 日に終了し、その後の審議を経て、具体

的な改正法案が提出されると考えられるため、パブリックコメント及びその後の議論が

注目されます。 

 

＜参考資料＞ 

「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案」に関する意見募集 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080164&

Mode=0 

 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：日本取引所自主規制法人、「上場会社における不祥事予防
のプリンシプル」（案）を公表 

 
日本取引所自主規制法人（「自主規制法人」）は、2018年 2月 21日、近年上場会社に

おいて多くの不祥事が表面化し、報道されていることを受け、不祥事予防の取組みへの

指針として、「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」（案）を公表しました（ht

tp://www.jpx.co.jp/news/3030/20180221.html）。自主規制法人は、2016年 2月公表の不

祥事発生後の「事後」対応に重点を置いた「上場会社における不祥事対応のプリンシプ

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
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ル」（http://www.jpx.co.jp/regulation/public/）と不祥事の「事前」対応に重点を置いた本

プリンシプルを「車の両輪」として位置づけ、より実効性の高い取り組みをおこなうこ

とを期待しています。 

本プリンシプルは、①［原則 1］実を伴った実態把握、②［原則 2］使命感に裏付け

られた職責の全う、③［原則 3］双方向のコミュニケーション、④［原則 4］不正の芽

の察知と機敏な対処、⑤［原則 5］グループ全体を貫く経営管理、⑥［原則 6］サプラ

イチェーンを展望した責任感、という 6つの原則から構成されており、本プリンシプル

を活用した不祥事予防の取組みに当たっては、経営陣、とりわけ経営トップによるリー

ダーシップの発揮が重要となるとされています。 

各原則の内容については、プリンシプル・ベースの指針ながら、我が国の企業がいま

抱える具体的な課題（実態を無視した品質基準等の設定、現場とのコミュニケーション

不足、いわゆる「コンプラ疲れ」等）に踏み込んで記載されており、コンプライアンス

の概念を法令遵守のみではなくステークホルダーへの誠実な対応や健全な常識・ビジネ

ス倫理に照らした誠実さまでの広がりをもったものと捉えていること（［原則 1］）、新

興国における人権問題等を意識してサプライチェーンにおける責務（［原則 6］）を明記

していること等が注目されます。また、各原則には「不祥事につながった問題事例」が

記載され、近時の不祥事の具体的な発生原因分析と各原則との対応関係が示されている

ので、上場会社において平時の不祥事予防体制をチェックする際には有益な指針となる

ものと思われます。 

仮に本プリンシプルの充足度が低い場合であっても上場規則等の根拠なしに不利益

処分等が行われることはないとされています。しかし、会計不正や企業行動規範違反等

の自主規制法人の審査にかかる事案では審査上のポイントになります。また、上場企業

で不祥事が相次いでおり、実効的な予防体制の構築に注目が集まっている昨今において、

上場管理業務を通じて不祥事に関する知見が蓄積されている自主規制法人から不祥事

予防体制の指針が示されたことにより、実際に上場会社で不祥事が生じた際にその不祥

事予防に関する取組みが本プリンシプルの充足度の低い状態であった場合には、より強

い批判を招くおそれがあります。 

現在、本プリンシプルは、2018年 3月 14日までパブリック・コメントに付されてお

り、その結果を踏まえ、同年 3月下旬に正式決定する予定とのことですので、今後もそ

の動向を注視していくことが求められます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 千原 剛 
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  go.chihara@mhmjapan.com
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8. 一般民事：商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案の
国会提出 

 
2018年 2月 6日、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案が国会に提

出されました。商法の運送・海商関係の規定は、1899年の商法制定以来、約 120年間

にわたって実質的な見直しが行われていませんでしたが、この間の社会経済情勢の変化

に対応するため、規定の新設・整備等を行うとともに商法の表記を現代用語化すること

を目的として、この法律案が国会に提出されたものです。 

この法律案には、従来は規定そのものがなかった航空機による「航空運送」と陸海空

の運送を組み合わせた「複合運送」に関する規定の新設、危険物についての荷主の通知

義務に関する規定の新設、複雑化する運送関係者間の利害関係に対応するための規定の

整備等が盛り込まれています。また、商法の一部に片仮名文語体が残っていた部分につ

いて平仮名口語体に変更され、これに伴い六法の全文が平仮名口語体になります。 

運送に関わる事業を営む事業者において、この法律案の成立を見すえて契約書や約款

等の見直し等について検討する必要があることは当然といえますが、それ以外の事業者

であっても、運送業等の利用者の立場において、この改正に無関係ではなく、今後の法

律案の成立の動向を注視することが必要といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の閣議決定 
 

2018年 2月 9日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、経

済産業省がその内容を公表しました。産業競争力強化法は、組織再編等を通じた事業構

造の変更の促進・円滑化を目的として、事業再編計画等の主務大臣による認可を受ける

ことにより、会社法等の特例措置を認めた法となります。今回の改正案の主な内容は以

下のとおりです。 

・株式を対価とする M&Aを利用しやすくするため、対価となる株式を取得する株主

に対する課税繰延や、有利発行規制の適用除外等の会社法の特例措置を講じる。 

・議決権 2／3以上の株式を保有する者が他の株主に対して株式売渡請求（通常は 90 

%以上）を行うことができる特例措置を講じる。 

パートナー 早川 学 
 03-5223-7748 

 gaku.hayakawa@mhmjapan.com 

アソシエイト 川端 健太 
 03-6266-8743 

 kenta.kawabata@mhmjapan.com 
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・特定の事業を資本関係の無い別会社へと切り出す「スピンオフ」を円滑化するため

に、株主総会決議を省略可能とする会社法の特例措置や、税制上の要件緩和措置を

講じる。 

上記のいずれについても、改正された場合に、M&A の実務に与える影響は大きいと

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：金融庁、「金融商品取引法第
27条の 36の規定に関する留
意事項について（フェア・

ディスクロージャー・ルール

ガイドライン）」に対するパ

ブリックコメントの結果を

公表 
 

2018 年 2月 6日、金融庁は、「金融商品取引法第 27条の 36の規定に関する留意事

項について（フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン）」に対するパブリッ

クコメントの結果を公表しました。本ガイドラインは、本年 4月 1日付で制定・適用さ

れます。 

本ガイドラインの趣旨は、FD ルールの対象となる重要情報の管理について、それぞ

れの上場会社等の状況に応じた管理をすることが考えられること等を明確化すること

にあると説明されるところ、本パブコメにおいても、かかる趣旨が再確認されることと

なっています。 

また、実務上の関心の高い事業計画・業績予想については、本ガイドラインにおいて

「中期経営計画の内容として公表を予定している営業利益・純利益に関する具体的な計

画内容など」及び「契約済みの為替予約レートの数値」が重要情報に該当しうる一例と

して挙げられているところ、本パブコメにおいては、これらの情報は常に FDルールの

対象になるというものではなく、それ自体として投資判断に活用できる確定的な情報を

含んでおり、公表されれば有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のあるものでは

ない限り、FD ルールの対象となるものではないとの金融庁の考えを明らかにしていま

す。 

パートナー 大石 篤史 
 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhmjapan.com 
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本パブコメは、FDルールに係る解釈上の不透明性を払拭するものではありませんが、

FD ルールが本質的に実務の蓄積及び個別具体的な事例に沿って解釈される必要がある

という金融庁の従来の姿勢が再確認されました。FD ルールの施行日である本年 4 月 1

日以降の実務の動向が一層注目されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. 税務：みなし配当に関する納税者勝訴判決 
 

日本法人が外国子会社から受領した配当の日本法人における課税上の取扱いが争点

となった訴訟において、東京地裁は、2017年 12月 6日、納税者を勝訴させる判決を行

いました。 

この事案は、日本法人が、子会社である米国デラウェア法人から、追加払戻資本及び

留保利益（それぞれ日本での資本剰余金及び利益剰余金に相当）を原資とする配当を受

領したというものであり、そのような資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配

当の法人税法上の取扱いが争点となりました。 

東京地裁は、資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当は、「資本の払戻し」

（法人税法 24条 1項 3号）に該当するとしました。もっとも、「資本の払戻し」との前

提で法人税法施行令に定められた計算方法に沿って課税の対象となる金額を計算する

と、本件では、本来課税されるべきではない留保利益を原資とする部分が課税される結

果になってしまい、法の趣旨に反するとして、そのような計算方法を定める法人税法施

行令はその限りで無効であると判断し、それに基づいて行われた課税処分を違法としま

した。 

本判決は、法人税法施行令が無効になる場合があることを判示したものであり、その

影響は小さくないと考えられます。本件は控訴がされており、今後の動向に留意が必要

です。 

 

 

 

 

 

 

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 

パートナー 鈴木 克昌 
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 katsumasa.suzuki@mhmjapan.com 

アソシエイト 大下 真 
 03-5220-1823 

 makoto.oshimo@mhmjapan.com 
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12. 中国・アジア（タイ）：事業担保法における担保権者を拡大する省令の
制定及び施行 

 

タイでは、2016年に、債権者に占有を移すことなく動産に担保を設定することや個々

の財産の集合体である事業に担保を設定すること等を認める法律として、事業担保法

（Business Collateral Act, B.E. 2558（2015）。以下「事業担保法」といいます。）が施

行されましたが、同法の課題として、タイに支店を有さない外国金融機関は、同法上の

担保権者となることができないという制約が指摘されていました。 

しかし、2018年 2月 23日、新たな省令（the Ministerial Regulation Prescribing Other 

Persons as Security Recipients（No. 2）B.E. 2561（2018）。以下「本省令」といいま

す。）が制定され、事業担保法上の担保権者の範囲が拡大されました。本省令は、事業

担保法上の担保権者として以下の者が含まれる旨規定しています。 

 

① SME（中小企業）開発基金に関する工業省事務次官事務所 

② （タイの）金融機関と共にシンジケートローンを組む外国商業銀行 

③ 割賦販売業及びリース業を行う目的を有する（タイの）法人 

④ 貸金事業を行う目的を有する（タイの）法人 

 

上記②により、今後は、タイに支店を有さない外国金融機関であっても、タイの商業

銀行等と共にシンジケートローンを組む場合であれば、事業担保法上の担保権者として

認められ、また担保権設定登記を行うこともできることとなります。 

本省令は、制定の翌日である 2018 年 2 月 24 日から施行されています。本省令は、

タイに拠点を有していないものの国外から担保付き融資を行うことを検討している日

系金融機関にとって、重要な改正と考えられ、注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 塙 晋 
 +66-2-266-6485 Ext. 324 

 susumu.hanawa@mhmjapan.com  

アソシエイト 岸 寛樹 
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13. 新興国（ビジネスと人権）：「ビジネスと人権」に係る各国における
立法動向と日本企業における対応の必

要性 
 

近年、企業による国境を超えたビジネスが増加する中で、世界各国で、「ビジネスと

人権」に関する法規制の整備が急速に進んでいます。既に多くの日本企業に影響を与え

た法制としては、英国において 2015年に制定された現代奴隷法が挙げられますが、こ

れ以外にも、例えば、フランスにおいても、2017 年 3 月に、人権・基本的自由等に係

るリスクの特定、評価及びその削減を図る措置の策定・公表を求める企業の監視義務に

関する法律が既に施行されています。さらに、2018 年現在も、オランダにおいて、違

反時の厳しい制裁を含む児童労働デュー・ディリジェンスに関する法律の制定の動きが

見られたり、オーストラリアにおいても同国版の現代奴隷法案が審議されたりする等の

動きが見られ、今後も、企業に対して、人権に関するデュー・ディリジェンスの実施や

一定の情報開示・報告等を要求する法整備の動きは、一層進むことが予想されます。ま

た、これらの法律の中には、国内企業のみならず国外法に準拠して設立された企業にお

いても適用（域外適用）されるものもあり、実際に、英国現代奴隷法に従ったステート

メントの公表等を行っている日本企業も少なくありません。 

日本国内においても、2020 年に開催が予定されている東京オリンピック・パラリン

ピックも控えて、国際社会から今後一層厳しい目が向けられることが予想されます。日

本企業の中には、アジアをはじめとする新興国等において生産拠点を構え、また、世界

各地にサプライチェーンを有するような企業も多くあり、自社のみならずグループ会社、

サプライチェーンも含めたビジネスにおける人権に対する負の影響を特定し（人権

デュー・ディリジェンスの実施等）、その改善に向けたガバナンス体制・サプライチェー

ン管理体制の整備を行う等、「ビジネスと人権」に関する問題の対応の必要性が急速に

高まってきているといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 梅津 英明 
 03-6212-8347 
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14. 国際訴訟・仲裁：シンガポール国際商事裁判所（SICC）の管轄を明
確化する法案の可決 

 

2018年 1月 9日にシンガポールの国会において可決された最高法院法（改正法）に

より、国際商事裁判所（SICC）の手続等に関する改正が行われました。これらの改正

の中でも、特に、国際仲裁に関連する事件を SICCで審理できるということが明確になっ

た点は注目されるところです。 

SICC は 2015 年にシンガポールの高等法院の一部門として設立され、それまでシン

ガポールの裁判所に管轄が認められていなかったシンガポールと関係のない国際的な

商事紛争であっても、SICCにおいて訴訟を提起できるということになりました。 

今回の改正は、この SICCに、国際的な商事仲裁に関する手続について裁判管轄が認

められることを明確化したものです（従前から、シンガポールの仲裁法においては高等

法院は国際的な商事仲裁に関する一定の裁判について管轄権を有する旨が規定されて

おり、SICC は高等法院の一部門であることから、厳密には、今回の改正により SICC

の管轄権の範囲が拡大したというわけではありません。）。 

例えば、仲裁当事者が裁判所に仲裁判断の取消しを求める場合や、仲裁判断を得た後

にこれをもってシンガポールに所在する資産に執行をする場合、仲裁手続と並行して暫

定的に保全措置を申し立てる場合等に、SICC の裁判手続を利用できるということにな

ります。 

SICC で審理を担当する裁判官には、シンガポール人だけではなく外国人の裁判官も

含まれており、日本人の裁判官も 1名選任されている等、シンガポール以外の企業が当

事者となっており、外国法が関係する国際的な商事紛争においても透明性の高い判断が

期待できるという点が注目されています。そのため、日本企業にとっても、国際仲裁に

関連する裁判手続を検討する際の選択肢に SICCも含まれることが明確化されたという

ことは意義があるといえます。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『裁判例に見るプロジェクトマネジメント』 

開催日時  2018年 3月 8日（木）10:00～11:00 

講師    横山 経通 

主催    一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 

 

 セミナー  『第49回「金融法務講座」～監査役スタッフ向け監査対応研究コー 

ス～』 

開催日時  2018年 3月 8日（木）15:00～17:00 

講師    小田 大輔 

主催    一般社団法人全国地方銀行協会 

 

 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～（福岡開催）』 

開催日時  2018年 3月 9日（金）13:00～16:00 

講師    菊地 伸 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『平成30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  2018年 3月 9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  『CGコードの基礎と株主総会・取締役会の運営実務～新任者を含 

む実務担当者が知るべきポイントを分かりやすく解説～』 

開催日時  2018年 3月 13日（火）14:00～17:00  

講師    内田 修平 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『会社に必要な法律の基礎講座 総務・経理・営業部門のための法 

律基礎知識～日常業務に必要な法律知識を、具体的事例を交えなが 

ら解説～』 

開催日時  2018年 3月 14日（水）10:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    税務研究会 
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 セミナー  『大量保有報告制度の理論と実務～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する実務・応用編～』 

開催日時  2018年 3月 14日（水）13:00～16:00 

講師    根本 敏光 

主催    金融財務研究会 

 

 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  2018年 3月 14日（水）13:30～16:30（大阪） 

  2018年 3月 23日（金）13:30～16:30（東京） 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『ライツ・オファリングの復権と新展開－エクイティファイナンス 

の新潮流－』 

開催日時  2018年 3月 19日（月）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『コーポレートガバナンス役員研修（3回シリーズ）「第 3回 コー 

ポレートガバナンスの最新動向」』 

開催日時  2018年 3月 20日（火）13:30～16:00 

講師    石井 裕介、渡辺 邦広 

主催    経団連事業サービス 

 

 セミナー  『株主総会当日対策講座 第 2回』 

開催日時  2018年 3月 26日（月）10:00～12:30 

講師    三浦 亮太 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『好評により追加講演決定！平成30年 4月 1日施行直前 フェア・ 

ディスクロージャー・ルールの詳細と実務対応～平成 29 年 12 月

27日付政府令公布・パブコメ回答により明らかになった FDルール

の詳細につき徹底解説～』 

開催日時  2018年 3月 26日（月）13:00～16:00 

講師    根本 敏光 

主催    経営調査研究会 
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 セミナー  『新任取締役・監査役が知るべき義務と責任』 

開催日時  2018年 4月 4日（水）15:00～17:00 

講師    三浦 亮太 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『平成30年株主総会の重要トピックと議事運営最終チェック～コ 

ーポレートガバナンスの実質化、対話型総会を志向する動きを踏ま

え見直すべきポイントを整理する～』 

開催日時  2018年 4月 5日（木）13:30～16:30 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

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

 本     『マネー・ローンダリング対策の基礎』（2017年 12月刊） 

出版社   一般社団法人全国地方銀行協会 地方銀行研修所 

著者    小田 大輔 

 

 本     『ビジネス法体系 知的財産法』（2018年 2月 7日刊） 

出版社   第一法規株式会社 

著者    田中 浩之 

 

 本     『アジア不動産法制―不動産・インフラ事業の手引き』（2018年 2 

月 16日刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    川村 隆太郎、塙 晋（編著） 

武川 丈士、小山 洋平、二見 英知、梅津 英明、佐伯 優仁、佐藤 貴

哉、井上 淳、臼井 慶宜、岸 寛樹、園田 観希央、竹内 哲、山口 健

次郎、立川 聡、井上 諒一、桑原 周太郎、安部 慶彦（共著） 

 

 本     『マネロン対策実践コース』（2018年 2月刊） 

出版社   一般社団法人全国地方銀行協会 地方銀行研修所 

著者    小田 大輔、白根 央 

 

 本     『M&A契約ーモデル条項と解説』（2018年 2月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    戸嶋 浩二、内田 修平、塩田 尚也、松下 憲 
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 本     『2018年 労働事件ハンドブック』（2018年 3月 1日刊） 

出版社   株式会社労働開発研究会 

著者    高谷 知佐子、亀田 康次、宇賀神 崇 

 

 論文    「グループ会社管理の実務における諸論点（1）グループ内部統制 

システムの構築・運用と監視・監督」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2157 

著者    石井 裕介、金村 公樹 

 

 論文    「グループ会社管理の実務における諸論点（2）親会社取締役の子 

会社管理責任」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2158 

著者    渡辺 邦広、草原 敦夫 

 

 論文    「アンチダンピング調査における価格効果分析と因果関係の立証」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.2 

著者    柴田 久 

 

 論文    「中国最新法律事情（216）中国の標準化法の改正」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.2 

著者    井上 諒一 

 

 論文    「日本企業のための国際仲裁対策（51）～（70）」 

掲載誌   商事法務ポータル 

著者    関戸 麦 

 

 論文    「新しい検査・監督基本方針案と金融機関の在り方」 

掲載誌   金融法務事情 No.2083 

著者    江平 享 

 

 論文    「すぐに使える 危機管理の書式（2）調査委員会の設置」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.4 

著者    藤津 康彦、金山 貴昭 

 

 論文    「近時のマネロン・テロ資金供与対策」 

掲載誌   月刊監査役 No.678 

著者    白根 央 
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 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3回 

 （最終回）＞」 

掲載誌   月刊監査役 No.678 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「＜東南アジア各国における会社法制と法務上のリスク（6）＞各 

論 インドにおける会社法制と主要な法務上のリスク」 

掲載誌   月刊監査役 No.678 

著者    小山 洋平、臼井 慶宜 

 

 論文    「相談室Q&A 会社法務－物言う株主への対応方法」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.3 

著者    松下 憲 

 

 論文    「［時の問題］仮想通貨の法的性質」 

掲載誌   法学教室 No.449 

著者    末廣 裕亮 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールの全体像」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1504 

著者    根本 敏光、五島 隆文（共著） 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルール導入に向けた実務対応」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1504 

著者    根本 敏光、五島 隆文（共著） 

 

 論文    「Fin Techとは」 

掲載誌   ASSET & Finance No.1 

著者    野村 修也 

 

 論文    「EUで進むデータポータビリティ権、導入の背景と日本における 

動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    増田 雅史 
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 論文    「＜Robotics法律相談室第 32回＞物流の自動化を実現するために 

はどのような規制に留意すべきか」 

掲載誌   日経Robotics 2018年 3月号 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文    「地域金融機関における顧客本位の業務運営に係る今後の取組みの 

要点」 

掲載誌   リージョナルバンキング 2018年 2月号 

著者    小田 大輔、吉田 和央 

 

 論文    「日EU経済連携協定における原産地証明」 

掲載誌   Tax & Accounting Blog 

著者    畠山 佑介 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Securitisation 2018 ‒ Japan  

 Trends & Developments」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Securitisation 2018 

著者    佐藤 正謙、江平 享 

 

 論文    「Legal 500 Banking & Finance」 

掲載誌   The In-House Lawyer  

著者    江平 享、湯川 昌紀 

 

 論文    「Project Finance Report 2018 - Myanmar」 

掲載誌   International Financial Law Review 

著者    武川 丈士、ウィン・ナイン 

 

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

 パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1月 1日付にて、下記の 12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】 

加賀美 有人、大室 幸子、金丸 祐子、末廣 裕亮、園田 観希央、竹内 哲、東 陽

介、本間 隆浩、村上 祐亮、山内 洋嗣、李 政潤、河島 勇太 

 

また、同日付で 7名の弁護士がオブ・カウンセルに就任いたしました。 
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【オブ・カウンセル】 

佐藤 貴哉、田井中 克之、田中 浩之、藤田 知也、市村 拓斗、石田 幹人、金丸 

由美 

 

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。 

 

 シンガポールオフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィスは、この度、2018年 3月 5日よ

り下記に移転いたしましたのでご案内申し上げます。 

 

移転先： 

1 Raffles Quay, #23-03 One Raffles Quay North Tower, Singapore 048583 

TEL：+65-6593-9750／FAX：+65-6593-9751 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAXに変更はございません。 

 

業務開始日： 

2018年 3月 5日（月） 

 

 Chambers Global 2018にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2018で、当事務所は日本における下記の分野で上位グループ 

にランキングされ、25 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。当事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の 

分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が下記の分 

野にて高い評価を得ております。 

 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS  

LAW：MYANMARおよび GENERAL BUSINESS LAW：INTERNATIONAL FIRMS  

̶ MYANMARの分野でランクインし、ヤンゴンオフィスの代表である武川 丈士 

が日本人として唯一 GENERAL BUSINESS LAW：INTERNATIONAL FIRMS ̶  

MYANMARにランクインしております。 

 

詳細は Chambersのウェブサイトに掲載されております。 

 

JAPAN 

・Banking & Finance：Domestic（Band 1） 

・Capital Markets：Domestic（Band 1） 
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・Capital Markets：Domestic Securitisation & Derivatives（Band 1） 

・Corporate／M&A：Domestic（Band 1） 

・Corporate／M&A（Foreign Expertise）：China 

・Dispute Resolution：Domestic（Band 2） 

・Intellectual Property：Domestic（Band 2） 

 

MYANMAR 

・General Business Law（Band 4） 

・General Business Law：International Firms（Band 3） 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking & Finance（Band 2） 

・Corporate／M&A （Band 2） 

・Projects & Energy（Band 1）  

 

＜弁護士＞ 

JAPAN 

・Banking & Finance：Domestic 

Leading Individual：桑原 聡子、佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Banking & Finance：Domestic Firms：Financial Services Regulation 

Leading Individual：石黒 徹 

・Capital Markets：Domestic 

Leading Individual：石黒 徹、鈴木 克昌、尾本 太郎 

・Capital Markets：Domestic：Securitisation & Derivatives 

Leading Individual：佐藤 正謙、江平 享 

・Capital Markets：J-REITs 

Leading Individual：藤津 康彦、尾本 太郎 

・Corporate／M&A：Domestic 

Leading Individual：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 Expertise）－Japan：China 

Leading Individual：射手矢 好雄、石本 茂彦、康 石 

・Dispute Resolution：Domestic 

Leading Individual：関戸 麦 

・Dispute Resolution：Arbitration（Foreign Expertise）－Japan：China 

Leading Individual：射手矢 好雄 

・Intellectual Property：Domestic 

Leading Individual：三好 豊 
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・Intellectual Property（Foreign Expertise）－Japan：China 

Leading Individual：小野寺 良文 

 

CHINA 

・Corporate／M&A（International Firms）（Expertise Based Abroad）– China： 

Japan Leading Individual：射手矢 好雄、康 石 

・Intellectual Property（International Firms）（Expertise Based Abroad）– China： 

Japan Leading Individual：小野寺 良文 

 

MYANMAR 

・General Business Law 

Leading Individual：ウィン・ナイン 

・General Business Law：International Firms 

Recognised Practitioner：武川 丈士 

・General Business Law：International Firms （Expertise Based Abroad） 

Leading Individual：アルバート・チャンドラー（Thailand, Chandler MHM Limited） 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking&Finance 

Leading Individual：アルバート・チャンドラー、ジェッサダー・サワッディポン 

Recognised Practitioner：ジョセフ・ティスティウォン 

・Corporate／M&A 

Leading Individual：ラッタナ・プーンソムバットラート 

・Projects & Energy 

Leading Individual：アルバート・チャンドラー、ジェッサダー・サワッディ 

ポン、ジョセフ・ティスティウォン 

Recognised Practitioner：ラッタナ・プーンソムバットラート 

 

 ICC主催の国際仲裁トレーニングセミナーを当事務所において開催します 

2018年 3月 5日～7日に当事務所 16階セミナールームにて、ICC（国際商業会

議所）主催のトレーニングセミナーが開催されます。また、講師として、当事務

所の射手矢 好雄 弁護士及び関戸 麦 弁護士が登壇いたします。 

 

 棚橋 元 弁護士が日本ベンチャー学会理事に就任しました 

 
 

（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 


