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の海賊版サイトに対する緊急対策を決定 

3. 競争法／独禁法：米国司法省、従業員引抜禁止協定について和解を公表 

4. エネルギー・インフラ：発電者側基本料金の導入とパブリックコメント

募集の件 

5. 労働法：働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案が

国会提出 

6. 会社法：コーポレートガバナンス・コード改訂に伴うガバナンス報告書

の更新期限、決算期にかかわらず 2018 年 12 月末日まで 

7. 危機対応：消費者庁、コーポレートガバナンス・コードの改訂案につい

て、改正内部通報ガイドラインを盛り込むべきとの意見を公表 

8. 一般民事：成年年齢を引き下げる民法改正案が衆院審議入り 

9. M&A：経済産業省、「我が国企業による海外 M&A 研究会報告書」及び「海

外 M&A を経営に活用する 9 つの行動」を公表 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁、金融審議会ディスクロ－

ジャーワーキング・グループで取り扱うべき論点について意見募集 

11. 税務：スピンオフに関する税制改正 

12. 中国・アジア（タイ）：外国人就労規制の改正 

13. 新興国（ロシア）：改正外為法の施行 

14. 国際訴訟・仲裁：消費者団体による代表訴訟制度の EU 全域における導

入を欧州委員会が提案 

 

 

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 5 月号（Vol.53）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：知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議がインター

ネット上の海賊版サイトに対する緊急対策を決定 

 

政府は、2018 年 4 月 13 日、知的財産戦略本部会合・犯罪対策閣僚会議を開催

し、「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」を決定しました。こ

の決定は、大量な漫画やアニメ等を権利者に無断でアップロードした悪質な海賊
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版サイトによる被害が昨今甚大なものとなっていることを受けたもので、特に悪

質な海賊版サイトに対し、インターネット・サービス・プロバイダ等による閲覧

防止措置（いわゆるサイトブロッキング）を実施し得る環境を整備する必要があ

るとしています。 

サイトブロッキングは、通信の秘密（憲法 21 条 2 項、電気通信事業法 4 条 1

項）との抵触性が問題となりますが、決定は、①著作権者等の正当な利益を明白

に侵害するコンテンツが相当数アップロードされた状況において②削除や検挙

など他の方法ではその権利を実質的に保護することができず③その手法及び運

用が通信の秘密を必要以上に侵害するものではなく④当該サイトによる著作権

者等の権利への侵害が極めて著しい、等の事情に照らし、緊急避難（刑法 37 条）

の要件を満たす場合には違法性が阻却されると整理しています。 

そして、法制度が整備されるまでの臨時的かつ緊急的な措置として、民間事業

者による自主的な取組において、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の 3 つの海賊

版サイトに限定したサイトブロッキングを行うことが適当であるとするととも

に、知的財産戦略本部の下で、関係事業者、有識者を交えた協議体を設置し、必

要とされる体制整備を早急に行うものとしています。 

今回の決定に対しては、通信の秘密保護の観点から、反対意見を表明する専門

家等も多くおり、今後の動向が注目されます。 

 

＜参考資料＞ 

知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議「インターネット上の海賊版サイトに対する

緊急対策」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/180413/kaizokuban_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：米国司法省、従業員引抜禁止協定について和解

を公表 
 

2018 年 4 月 3 日、米国司法省（DOJ）は、世界最大手に属する鉄道関連機器

メーカー2 社が結んでいた従業員引抜禁止協定（no-poach agreements）につい

て、同日付で独禁法（シャーマン法 1 条）違反に基づき同協定の禁止等を求める

行政訴訟を提起し、同時に両社との和解を裁判所に申し立てたことを公表しまし

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 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/180413/kaizokuban_1.pdf
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た。DOJ は、両社が、相手方の事前の承諾なしに相手方の従業員の勧誘や雇用を

行わない旨の合意をし、また第三者である転職仲介業者に対しても相手方の従業

員をターゲットにしないよう伝えていたとし、これらの行為は当然違法（per se 

illegal）に該当し、競争への影響を考慮する必要なく当然に独禁法違反が成立す

ると主張しています。DOJ によれば、本件は両社における引抜禁止協定に関する

一連の調査の一部を構成し、和解の条件として、両社は引き続き DOJ による同

協定に関する調査に協力することに同意し、これに対して DOJ は、両社間にお

ける他の潜在的な引抜禁止協定について行政上も刑事上も訴追しないことに同

意しています。さらに、和解の条件として、両社は今後、他社との引抜禁止協定

を限られた例外を除き一切結ばないことに加え、この種の違反を犯さないために

米国の従業員や転職仲介業者に本件和解を周知徹底することを含む、厳しいコン

プライアンスのための義務を多数負うこととされています。 

DOJ と連邦取引委員会（FTC）は、2016 年 10 月 20 日、雇用分野への競争法

適用についてガイダンスを公表し、競合他社間での従業員の引抜禁止や賃金等に

ついて露骨な合意をすることは、価格カルテル等と同様に当然違法であって刑事

訴追の対象とする方針であることや、雇用条件等のセンシティブ情報について競

合他社と情報共有を行うことは違法と評価され行政処分の対象となる可能性が

あることを明らかにしていました。DOJ による本件のプレスリリースでは、本件

は、上記ガイダンスの公表前に、DOJ が調査を開始し、かつ当事会社が合意を破

棄したことを考慮し、刑事訴追は行わず、行政事件として処理した旨が明らかに

されています。 

本件では、米国子会社を有するドイツ企業が当事者となっており、本社が米国

外に存在するグループ企業であっても米国内の雇用に関与していれば DOJ は立

件を躊躇しないこと、競争事業者間における従業員引抜禁止協定が 2016 年 10

月以降も続いている場合には刑事訴追の対象となる現実のリスクが存在するこ

とが明らかになりました。 

従業員の引抜禁止協定に関しては、日本の公取委も、今年 2 月 15 日に公表し

た「人材と競争政策に関する検討会報告書」において、複数の使用者が共同して

従業員等の移籍・転職を制限する内容を取り決めることが独禁法上問題となり得

ることを明らかにしています。企業においては、国内外における（特に刑事処分

のリスクのある米国における）雇用に関する実務を検証するとともに、雇用を担

当する従業員に周知徹底することが重要です。 
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4. エネルギー・インフラ：発電者側基本料金の導入とパブリック

コメント募集の件 
 

2018 年 4 月 16 日、送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・

グループ（「検討 WG」）第 12 回において、「中間とりまとめ（案）」（「本取りま

とめ案」）が提出され、同月 17 日、本取りまとめ案についての意見募集手続（「パ

ブリックコメント」）が開始されました。中でも、現在は託送料金によって回収

することとされている送配電関連費用のうち、発電側・需要側の両方で等しく受

益していると考えられる設備の固定費の一部を発電者側で負担する制度（「発電

側基本料金」）の導入が検討されている点が注目されます。 

発電側基本料金は、発電側にとっては新たな費用負担となる一方、需要側の託

送料金はその分減額されることとなります。このため、既存の相対契約について

は、制度変更に伴う経済条件の変更を避けるべく、卸料金に発電側基本料金相当

額を転嫁することについて、発電側と小売側との協議が適切に行われることが適

当であるとされ、適正な転嫁のあり方については今後ガイドラインで示されるこ

とが予定されています。既存案件については、当該ガイドラインの内容を踏まえ

つつ、従来の経済条件への影響が最小限となるよう、関係当事者間で、時間的裕

度を持って、必要な対応を協議・検討することが肝要となります。 

一方、FIT 電源は、FIT 制度による買取期間中は固定価格での買取となるため、

発電側基本料金の導入による追加コストを転嫁できないという制度的な制約が

あります。この点について、本取りまとめ案では、FIT 買取期間中・終了後を問

わず他の電源と同様の条件で課金することを基本としつつ、①FIT 認定を受けて

既に調達価格が確定しているもの、②発電側基本料金の導入後に FIT 認定を受け

るもの、それぞれについて、どのような場合に FIT 買取期間中の調整措置が必要

か、今後調達価格等算定委員会において検討する 1こととされています。既存の

FIT 電源案件（特に、プロジェクトファイナンス等により資金調達を行っている

案件）においては、今後調達価格等算定委員会で検討される調整措置の内容や、

その適用範囲により、発電側基本料金導入の結果、当該既存案件における SPC

のキャッシュフロー、ひいては DSCR に悪影響が及ぶか否かにより対応が大き

く分かれるため、案件ごとの精査が必要となるものと思われます。 

発電側基本料金の導入は、今後の議論の方向性によってはプロジェクトファイ

ナンス案件に大きな影響を与えます。パブリックコメントの期限は 2018 年 5 月

16 日であり、事業者においては、パブリックコメントの結果とあわせ、検討 WG

及び調達価格等算定委員会における議論に注視する必要があります。 

                                
1
 別の小委員会においては、利潤配慮期間の案件についてはすでに手厚い措置を受けられている

以上、かかる案件の負担を需要家に転嫁させることはあってはならない旨の意見があり、資源エ

ネルギー庁提出資料にも、「かかる意見も踏まえて具体的な調整措置を調達価格等算定委員会に

て議論されたい」旨の記載があるため、利潤配慮期間内の案件については、発電側基本料金が端

的に発電側に課される（調整措置適用の対象外とされる）こととなる可能性もあるように思われ

ます。 
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5. 労働法：働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律案が国会提出 
 

2018 年 4 月 6 日、政府は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関

する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 

同法案では、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等のため、時間外

労働の上限について、①月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事

情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、複数月平均

80 時間（休日労働含む）を限度に設定されるほか、②月 60 時間を超える時間外

労働に係る割増賃金率（50%以上）についての中小企業への猶予措置の廃止、③

使用者が、10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち 5 日

について、毎年、時季を指定して与えなければならないことすること、④高度プ

ロフェッショナル制度の創設、⑤労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点

から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないことと

することなどが盛り込まれます。 

このほか、いわゆる「同一労働同一賃金」対策として、短時間・有期雇用労働

者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、

当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべ

き旨を明確化するほか、有期雇用労働者の均等待遇規定も整備されます。派遣労

働者についても、派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、

②一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金である

こと等）を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することが義務化されま

す。 

同法案が成立すれば、従来の雇用慣行は大きな見直しを迫られることとなりま

すので、可及的速やかな取り組みが望まれます。 

 

 

 
パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 

パートナー 小林 卓泰 
 03-5223-7768 
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アソシエイト 久保 圭吾 
 03-6266-8975 

 keigo.kubo@mhmjapan.com 
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6. 会社法：コーポレートガバナンス・コード改訂に伴うガバナン

ス報告書の更新期限、決算期にかかわらず 2018 年 12
月末日まで 

 

2018 年 3 月 30 日に株式会社東京証券取引所（「東証」）が公表したコーポレー

トガバナンス・コードの改訂（「本コード改訂」）に関して、2017 年 4 月 29 日に

パブリックコメント手続期間が終了しました。今後、パブリックコメント手続の

結果を踏まえ、2018 年 6 月を目途に本コード改訂が実施される予定であり、上

場会社は、本コード改訂を踏まえて更新したコーポレート・ガバナンスに関する

報告書（「ガバナンス報告書」）を、「準備ができ次第速やかに、遅くとも 2018

年 12 月末日までに提出する」ことが求められます。 

ここで注意が必要なのは、2015 年のコーポレートガバナンス・コードの導入

時とは異なり、本コード改訂においては、各上場会社につき、その決算期ごとに

異なる提出期限が設定されない点です。すなわち、本コード改訂における 2018

年 12 月末日という提出期限は、各上場会社の決算期や定時株主総会の開催時期

にかかわらず、一律に設定されており、例えば、12 月決算の会社においても、

次の定時株主総会を開催する 2019 年 3 月頃まで提出を遅らせることはできず、

2018年12月末日までに本コード改訂を踏まえて更新したガバナンス報告書を提

出しなければなりません。一般的に、コーポレート・ガバナンスに関する会社内

での検討は定時株主総会の時期に合わせて進められることが多いと思われます

が、本コード改訂を踏まえた対応については、通常の検討スケジュールとは別に、

2018 年 12 月末日に向けて準備を進めていく必要がある点にご留意ください。 

 

＜参考資料＞ 

東証：フォローアップ会議の提言を踏まえたコーポレートガバナンス・コードの改

訂について 

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20180330-01.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20180330-01.html
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7. 危機対応：消費者庁、コーポレートガバナンス・コードの改訂

案について、改正内部通報ガイドラインを盛り込む

べきとの意見を公表 
 

消費者庁は、2018 年 4 月 17 日、パブリック・コメント手続中のコーポレート

ガバナンス・コード（「CG コード」）の改訂案について、2016 年 12 月改正「公

益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガ

イドライン」（「改正内部通報ガイドライン」）の内容を CG コードに盛り込むべ

きとの意見を公表しました。 

現行 CG コードにおいても、「原則 2-5」において、「上場会社は、……内部通

報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実

現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである」と内部通報制度

に言及されていますが、消費者庁は、日本取引所自主規制法人が 2018 年 3 月 3

0 日に策定・公表した「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」において

も内部通報が言及されていること等を踏まえ、更に進んで、「企業不祥事への政

策的な対応の柱の一つ」として、CG コードの中に「改正内部通報ガイドライン

を位置付けることが不可欠である」としています。なお、改正内部通報ガイドラ

インの概要については、当事務所の CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER 2

017 年 4 月号（Vol.1）をご参照ください（http://www.mhmjapan.com/content/fil

es/00026829/CRISIS%20MANAGEMENT%20NEWSLETTER(Vol.1).pdf）。 

近時も、数多くの企業不祥事がメディア等により報道されていますが、不祥事

が生じた場合に企業が主体的に情報をコントロールできるための最後の砦とし

て重要度を増す内部通報制度や内部通報等に関するルールを定める公益通報者

保護法の今後の改正動向について、注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. 一般民事：成年年齢を引き下げる民法改正案が衆院審議入り 
 
2018 年 3 月 13 日、民法上の成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げること等

を内容とする「民法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同年 4 月 24 日

の衆議院本会議で審議入りしました。民法上の成年年齢には、①1 人で有効な契

約をすることができる年齢、②親権者の親権に服することがなくなる年齢という

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 塚田 智宏 
 03-6213-8115 

  chihiro.tsukada@mhmjapan.com

http://www.mhmjapan.com/content/files/00026829/CRISIS%20MANAGEMENT%20NEWSLETTER(Vol.1).pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00026829/CRISIS%20MANAGEMENT%20NEWSLETTER(Vol.1).pdf
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2 つの意味がありますが、今般の改正法案は、いずれの意味においても成年年齢

を 20 歳から 18 歳に引き下げることを内容としています。施行日は 2022 年 4 月

1 日の予定です。 

同改正法案の附則には、年齢要件が定められた他の法律の改正も盛りこまれて

います。例えば、喫煙や飲酒ができる年齢については、民法上の成年年齢の変更

後も 20 歳以上を維持することとされ、このため、「未成年者喫煙禁止法」、「未成

年者飲酒禁止法」という法律名を「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」、

「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に変更することとされています。 

民法上の成年年齢の引き下げにあたっては、新たに親の同意なく契約行為がで

きることとなる 18 歳、19 歳を狙った悪質商法が増えるのではないかとの懸念も

根強く、若年者の自立を促す施策や消費者被害の拡大の防止施策などの環境整備

が必要といえます。こうした環境整備に取り組む検討会として、2018 年 4 月 16

日、関係行政機関による「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省

庁連絡会議」も立ち上げられています。 

民法上の成年年齢の引き下げは、BtoC の事業者を中心として影響が大きいと

予想され、引き続き法案の審議及びこれに関連する議論の行方に注目する必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：経済産業省、「我が国企業による海外 M&A 研究会報告

書」及び「海外 M&A を経営に活用する 9 つの行動」を

公表 
 

経済産業省は、2018 年 3 月 27 日、「我が国企業による海外 M&A 研究会報告

書」及び「海外 M&A を経営に活用する 9 つの行動」を公表しました。 

「我が国企業による海外 M&A 研究会報告書」は、経済産業省が 2017 年 8 月

より開催していた「我が国企業による海外 M&A 研究会」の検討内容を基に、日

本企業が今後、海外 M&A を有効に活用していく上で留意すべきポイントと参考

事例をまとめた報告書であり、海外 M&A 成功に向けた 3 つの要素として、（i）

M&A 戦略ストーリーの構想力、（ii）海外 M&A の実行力、（iii）グローバル経営力

が挙げられています。 
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また、「海外 M&A を経営に活用する 9 つの行動」は、「我が国企業による海外

M&A 研究会報告書」の内容から、特に経営トップ等が留意すべき点を事例とあ

わせて簡潔にまとめたものとなっており、具体的には以下の行動が挙げられてい

ます。 

行動 1：「目指すべき姿」と実現ストーリーの明確化 

行動 2：「成長戦略・ストーリー」の共有・浸透 

行動 3：入念な準備に「時間をかける」 

行動 4：買収ありきでない成長のための判断軸 

行動 5：統合に向け買収成立から直ちに行動に着手 

行動 6：買収先の「見える化」の徹底（「任せて任さず」） 

行動 7：自社の強み・哲学を伝える努力 

行動 8：海外 M&A による自己変革とグローバル経営力 

行動 9：過去の経験の蓄積により「海外 M&A 巧者」へ 

これらの報告書等は、海外 M&A に積極的に取り組む企業へのヒアリングや専

門家を交えた議論、公開シンポジウム等を通じて、日本企業が抱える課題やその

克服のための取組についてまとめたものであり、今後の海外 M&A 実務において

参考になるものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁、金融審議会ディ

スクロ－ジャーワーキ

ング・グループで取り扱

うべき論点について意

見募集 
 

2018 年 4 月 20 日、金融庁は、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グ

ループに係る意見募集を開始しました。 

金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループでは、2017年12月より、

投資家の適切な投資判断の確保、及び投資家と企業との建設的な対話の促進とい

う観点から、企業情報の開示及び提供のあり方について検討が行われています。 

具体的には、①財務情報及び財務情報をより適切に理解するための企業の中長

期的なビジョン・見通し・業績に関する評価などを説明する記述情報の充実（例

パートナー 大石 篤史 
 03-5223-7767 
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えば、経営戦略、MD&A、リスク情報、雇用関係の情報等）、②対話の観点から、

提供されることが望ましいガバナンス情報の充実（政策保有株式や、役員報酬に

ついての一層の開示）及び提供方法の改善、③投資判断や建設的な対話に必要な

情報の適時の提供及び情報の信頼性の確保に向けた取組み、④情報通信技術の進

展等を踏まえた、投資家のニーズにあった分かりやすい情報提供（EDINET の利

便性向上、英文による情報提供等）が、既に検討事項として挙げられています。 

金融審議会における議論は法令改正へと発展することも多いところ、本意見募

集により寄せられた意見の内容によっては、企業情報開示に関する現行の制度や、

企業と投資家との対話のプラクティスが大きく変更される可能性もあり、今後の

議論が注目されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 税務：スピンオフに関する税制改正 
 

「スピンオフ」とは、特定の事業部門や完全子会社を切り出して兄弟会社とす

ることをいいます。平成 29 年度税制改正により、スピンオフについて、一定の

場合に法人や株主の譲渡損益や配当に対する課税を繰り延べる措置（いわゆるス

ピンオフ税制）が導入されたことにより、日本においても利用がしやすくなりま

した。 

もっとも、従前のスピンオフ税制においては、親会社の事業の一部をスピンオ

フすることを目的とする場合、1 ステップのみで行うスキーム（新設分割型分割）

であっても、2 ステップで行うスキーム（分社型分割＋株式分配）であっても、

会社分割を新設分割で行うことが求められていました。しかし、許認可等を必要

として、予め準備会社を設立しておくことが必要な事業の分割にあたっては、実

務上は実施が困難なのではないかという指摘がされていました。 

この点については、平成 30 年度税制改正において、既存法人を分割承継法人

とする吸収分割等の方法によることが可能となりました。これにより、上記のよ

うな予め準備会社を設立しておく方法もスピンオフ税制を利用することが可能

となりました。このように、スピンオフはより一層利用がしやすくなり、今後ス

ピンオフによる M&A が活性化することが期待されます。 

なお、経済産業省が 2018 年 3 月に「『スピンオフ』の活用に関する手引」を

公表しており（4 月 27 日に改定）、各種手続について解説をしているため参考に
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なると思われます（但し、本レター配信日時点においては、平成 30 年度税制改

正については未反映であり、今後追加予定であるとされています。）。 

 

＜参考資料＞ 

経済産業省：「スピンオフ」の活用に関する手引 

http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330004/20180330004-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（タイ）：外国人就労規制の改正 
 

昨年度公布・施行された外国人就労の管理に関する緊急勅令（「外国人就労規

制」）について、2018 年度 3 月 27 日の緊急勅令により、再び改正がされました

（翌日施行）。今回の主な改正点は、労働の定義の改定、労働許可証取得が不要

な行為類型の拡大、緊急業務届出による就労での就労期間延長のほか、刑事罰の

低減等になり、概要は下記になります。 

（1）「就労」の定義 

以前は、「就労」とは、報酬又はその他の便益を受ける目的があるか否かに

拘わらず、物理的な力又は知識を用いて働くことと定義されていましたが、今

回の改正により、外国人事業許可保有者としての行為（下記（2）③参照）を

除き、労働者であるか否かを問わず、職業的行為を行うことなどと改定されて

います。変更された定義も依然として曖昧かつ広義であるため、明確に労働許

可証の取得が不要なもの以外は、「就労」に該当しうるリスクを認識する必要

があります。 

（2）労働許可証取得が不要な行為類型 

いままではタイ労働省雇用局の 2015 年 3 月通達において、「就労」に該当

しない行為が明示されていましたが、今回の改正で、以下に該当する外国人は

労働許可証の取得が不要とされる旨規定され、労働許可証なくできる行為が拡

大されたといえます。 

①次の目的のために時々タイへ入国する外国人：内閣の指定する、会議を主

催する又は会議に参加する、会議にて意見を述べる、講義する、プレゼンテー

ションをする、商業訪問、セミナー、展示会、スポーツ行事への参加、又は、

その他の活動 
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②内閣の指定する、事業又は投資を行うためにタイに入国する外国人、又は、

専門家、熟練者、タイの発展に寄与する能力・技術を有する外国人 

③外国人事業法の下、外国人事業許可を有する外国法人の代表者（情報・資

料を親会社等に送付する等の業務に限ると思われます。） 

（3）緊急業務届出による就労期間の延長 

タイ国内で「就労」するためには、通常、労働許可証を取得する必要があり

ます。ただし、「就労」に該当する場合であっても、緊急かつ必要な業務につ

いては、緊急必要業務届出を行うことにより、15 日間のみタイ国内において

業務を行うことが可能となっていました。この点に関し、15 日間で業務が完

了しなかった場合に、さらに 15 日間の延長を申請することが認められました。 

（4）刑事罰の低減 

以下のように、刑事罰が緩和されています。刑事罰については、2018 年 7

月 1 日から適用されます。 

 

行為 従来の罰則 改正後の罰則 

労働許可証なく、又は、労

働許可証の範囲を超えて

就労した場合 

5 年以下の禁錮又は

20,000－100,000バーツの

罰金又はその併科 

5,000－50,000 バーツの

罰金 

労働許可証なく、又は、労

働許可証の範囲を超えて

外国人を雇用させた場合 

外国人 1 人あたり 

400,000－800,000 バーツ

の罰金 

外国人 1 人あたり 

10,000－100,000 バーツ

の罰金 

緊急業務届出の提出なく、

就労した場合 

20,000－100,000バーツの

罰金 

50,000 バーツ以下の罰金 

 

今回の改正により、労働許可証が不要な行為類型が拡大されたことや、緊急業

務について最大 30 日間の就労が可能になったことは、日系企業にとって有益と

思われます。もっとも、就労の定義等が曖昧で運用次第の面もあることや、外国

人就労規制に関わる内閣の指定などは未だなされていないことなどから、動向に

つき引き続き注視していく必要があります。 
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13. 新興国（ロシア）：改正外為法の施行 
 

2018 年 5 月 14 日、ロシアの外国為替規制管理法及び行政罰法を改正するロシ

ア連邦法第 325‐FZ 号が施行されます。本改正によって、ロシアの居住者と非

居住者の間の貿易契約においては義務履行日を明記しなければならず、また、貿

易契約における義務履行日を認可銀行に通知しなければならなくなるなど、貿易

契約の当事者はいくつかの義務を追加的に負うことになります。 

また、本改正は、外国為替規制に違反した場合の責任を拡大する点でも重要で

す。法人が外国為替規制に違反した場合、従前は当該法人が責任を負うのみでし

たが、本改正により、当該法人に加えてその役員その他組織運営に従事する従業

員も 2 万ルーブル以上 3 万ルーブル以下（本日現在のレートで約 3 万 5000 円～

5 万円超）の罰金という行政罰を課されうるほか、繰り返し違反を行った役員は

6 ヶ月ないし 3 年の間役員欠格となりうることとなりました。また、規制違反の

内容によっては、銀行は、依頼を受けた為替取引の取扱いを拒否できることも定

められました。 

従前より厳しい規制が敷かれてきたロシアの外国為替法制ですが、今回の改正

はその傾向を推し進めるものといえます。2018 年 5 月 14 日以降に締結される契

約は本改正の適用を受けることとなるため、ロシアにおいて貿易に携わる事業者

は十分に注意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：消費者団体による代表訴訟制度の EU 全域に

おける導入を欧州委員会が提案 
 

2018 年 4 月 11 日、欧州連合（EU）の欧州委員会は、EU 加盟国と欧州議会に

対して、EU 域内の消費者の保護を強化するため、資格を認められた非営利団体

が消費者を代表して企業に対して損害賠償請求などを行うことができる代表訴

訟制度を EU 全域で導入することを提案しました。 

この代表訴訟制度は、資格を有することを認められた非営利の消費者団体など

が、企業による違法行為により被害を受けた消費者を代表して、損害賠償請求や

パートナー 土屋 智弘 
 03-5223-7740 

 tomohiro.tsuchiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 大下 真 
 03-5220-1823 

 makoto.oshimo@mhmjapan.com 

アソシエイト 四宮 雄紀 
 03-5220-1884 

 yuki.shimiya@mhmjapan.com 
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商品の交換・修補などの請求をすることを可能とするものです。既に類似する代

表訴訟制度を整備している EU 加盟国も一部あるものの、これを EU 全域におい

て導入する旨の提案となります。 

欧州委員会の発表によると、例えば、排ガス不正問題において、自動車メーカー

が、当局による承認や環境に関する規制に違反して消費者を誤解させるような広

告を行い、それによって消費者が被害を受けたような事例において、消費者がこ

の代表訴訟制度を通じて救済を受けることが可能となるとされています。また、

米国のクラスアクション制度とは異なり、厳格な資格要件を満たし、当局によっ

て監督されている消費者団体などの非営利組織のみに代表訴訟の提訴権限を認

めることにより、濫用的な訴訟提起を防ぐことが企図されています。 

さらに、代表訴訟制度の導入の他に、オンラインショッピングのウェブサイト

やインターネット検索で表示される商品広告などにおける消費者への情報提供

についても、消費者保護を目的とする新たな規制を設けることなども提案されて

います。 

欧州委員会によるこれらの提案は、今後、欧州議会及び理事会において審議さ

れることになります。 

なお、日本においても、政府の認定を受けた適格消費者団体による差止め請求

を可能とする消費者団体訴訟制度が 2007 年に導入され、さらに、2016 年には特

定適格消費者団体による損害賠償金の支払義務の確認を求める訴訟の提起も可

能となっていますが、特定適格消費者団体による損害賠償金の支払義務の確認を

求める訴訟についてはまだ実績がないのが現状です。 

今後、仮に EU 全域において代表訴訟制度が導入された場合、欧州でビジネス

を展開する企業にどのような影響があるのか、今後も動向を注視していく必要が

あります。 

 

 

 

 
 
 
 

  

パートナー 大野 志保 
 03-6266-8539 

  shiho.ono@mhmjapan.com
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セミナー情報  
 www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 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 第 2 回』 

開催日時  2018 年 5 月 11 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  『洋上風力発電事業を円滑に進める実践的なノウハウとポイ 

ント～技術・契約・ファイナンス・法改正・送電の横断的見 

地から～』 

開催日時  2018 年 5 月 15 日（火）14:00～17:00 

講師    村上 祐亮、市村 拓斗 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『インターネットビジネスの著作権－各種 e コマースビジネ 

スと著作権』 

開催日時  2018 年 5 月 22 日（火）19:00～21:00 

講師    池村 聡 

主催    公益社団法人著作権情報センター   

 

 セミナー  『新しい検査・監督基本方針と金融機関の取り組むべき課題』 

開催日時  2018 年 5 月 23 日（水）13:30～16:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『RID セミナー 徹底解説 大量保有報告制度の理論と実務』 

開催日時  2018 年 5 月 24 日（木）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    宝印刷グループ／株式会社ディスクロジャー&IR 総合研究所 

 

 セミナー  『インターネットビジネスの著作権ーSNS、キュレーション 

サービスと著作権』 

開催日時  2018 年 5 月 29 日（火）19:00～21:00 

講師    池村 聡 

主催    公益社団法人著作権情報センター 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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 セミナー  『インターネットビジネスの著作権ーUGC、CGM、二次創 

作と著作権』 

開催日時  2018 年 6 月 5 日（火）19:00～21:00 

講師    池村 聡 

主催    公益社団法人著作権情報センター 

 

文献情報      

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 本     『変わる株主総会』（2018 年 4 月刊） 

出版社   株式会社日本経済新聞社 

著者    森・濱田松本法律事務所（編集） 

 石井 裕介、石綿 学、内田 修平、奥山 健志、河島 勇太、

菊地 伸、澤口 実、太子堂 厚子、代 宗剛、近澤 諒、松井 秀

樹、松下 憲、松村 謙太郎、三浦 亮太、森田 恒平、渡辺 邦

広（共著） 

 

 本     『業務場面でつかむ！民法改正で企業実務はこう変わる』 

 （2018 年 5 月刊） 

出版社   第一法規株式会社 

著者    難波 孝一（監修） 

      小田 大輔、山崎 良太、篠原 孝典（編集代表） 

川端 健太、白根 央、飯野 悠介、宇賀神 崇、塚田 智宏、

小川 智史、千原 剛、中野 進一郎、山口 みどり（共著） 

 

 論文    「グループ会社管理の実務における諸論点（6・完）海外グ 

 ループ会社管理」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2163 

著者    梅津 英明、井上 諒一 

 

 論文    「サクセッションプランの実像－米国 S&P100 構成企業の 

 開示と具体的事例から－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2164 

著者    澤口 実、若林 功晃 

 

 論文    「情報安全技術 個人情報安全規範」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.4 

著者    森 規光、吉 佳宜 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「IT 化による民事裁判の未来像」 

掲載誌   NBL No.1119 

著者    関戸 麦、田中 浩之、桑原 秀明 

 

 論文    「自動運転における損害賠償責任に関する研究会 報告書の 

 概要」 

掲載誌   NBL No.1120 

著者    佐藤 典仁 

 

 論文    「リーディング金融法務：譲渡制限特約付債権ファイナンス 

 の動向－自己信託スキームの活用状況－」 

掲載誌   金融法務事情 2085 号 

著者    佐藤 正謙 

 

 論文    「＜特集 2 談合コンプライアンスの現在地＞事例でみる 正当 

 な営業活動とカルテルのボーダーライン」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.6 

著者    池田 毅、水口 あい子 

 

 論文    「ジョイントベンチャー・業務提携における独禁法上の留意 

 点（下）」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.6 

著者    高宮 雄介、水口 あい子 

 

 論文    「すぐに使える危機管理の書式（4）国境を越えた不正調査」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.6 

著者    梅津 英明、山内 洋嗣、大川 信太郎 

 

 論文    「特集「物言う株主」進化論 アクティビストとどう向き合 

 うか？－アクティビストを意識した株主総会対策」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.5 

著者    松下 憲 

 

 論文    「銀行取締役の注意義務～日本振興銀行事件判決を契機とし 

 て～」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.30 No.4 

著者    松井 秀樹 
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 論文    「実務対応報告 36 号を踏まえて考える 有償ストック・オプ 

 ションの法務・税務への影響」 

掲載誌   旬刊経理情報 1511 号 

著者    大石 篤史、飯島 隆博、村上 博隆（共著） 

 

 論文    「処分事例と打消し表示報告書から読み解く 広告・表示担 

 当者が知っておくべき最新動向」 

掲載誌   Business Law Journal No.122  

著者    松田 知丈 

 

 論文    「［国内だより］独禁法に関与する者同士のコミュニティ」 

掲載誌   月刊公正取引 No.810 

著者    高宮 雄介 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールのスタート／近時の 

 開示規制関連の改正動向」 

掲載誌   東証代だより 第 210 号 

著者    峯岸 健太郎 

 

 論文    「[A Global Competition Review Special Report] Japan:  

 E-Commerce」 

掲載誌   The Asia-Pacific Antitrust Review 2018 

著者    高宮 雄介   

 

 論文    「International Comparative Legal Guide to: Employment &  

 Labour Law 2018 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Employment &  

 Labour Law 2018（8th Edition） 

著者    大野 志保、金丸 祐子 

 

NEWS      

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

 2017 年度トムソン・ロイター「DEALWATCH AWARDS」の受賞案件に関

与しました 

2017 年度のトムソン・ロイター「DEALWATCH AWARDS」が発表され、

当事務所が関与した以下の 5 件がそれぞれ受賞いたしました。 

・当事務所は、Issuer of the Year を受賞したアサヒグループホールディン

グス株式会社によるユーロ建普通社債発行案件に、発行会社カウンセル

http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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として関与しました。 

・当事務所が発行会社カウンセルとして関与した、ソフトバンクグループ

株式会社によるドル建ハイブリッド永久社債案件が、Offshore Bond of 

the Year を受賞しました。 

・当事務所が発行会社及び売出人カウンセルとして関与した、日本郵政株

式会社によるグローバルオファリング案件が、Equity Deal of the Year

を受賞いたしました。 

・当事務所が引受証券会社カウンセルとして関与した、SG ホールディン

グス株式会社によるグローバル IPO 案件が、IPO of the Year を受賞いた

しました。 

・当事務所が、プレースメント・エージェントであるゴールドマン・サッ

クス証券株式会社のカウンセルとして関与した、株式会社東芝による海

外投資家に対する第三者割当増資案件が、Innovative Equity Deal of the 

Year を受賞いたしました。 

 

 The Ninth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Ninth Edition of Best 

Lawyers in Japan に当事務所の弁護士 60 名が選ばれました。 

 

また、下記 3 名の弁護士が「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

・石黒 徹： Capital Markets Law 

・佐藤 正謙： Banking and Finance Law 

・飯田 耕一郎： Information Technology Law 

 

Antitrust / Competition Law 

伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

 

Arbitration and Mediation 

上村 哲史 

 

Banking and Finance Law 

石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、松井 秀樹、丸茂 彰、小澤 絵里子、小

林 卓泰、青山 大樹、江平 享 

 

Capital Markets Law 

石黒 徹、安部 健介、藤津 康彦、鈴木 克昌、尾本 太郎 
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Corporate and M&A Law 

米 正剛、射手矢 好雄、河井 聡、菊地 伸、桑原 聡子、藤田 浩、松井 秀

樹、藤原 総一郎、棚橋 元、石本 茂彦、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、

小松 岳志、戸嶋 浩二、紀平 貴之、小島 義博、江平 享 

 

Corporate Governance & Compliance Practice 

石黒 徹 

 

Criminal Defense 

池田 綾子、奥田 洋一 

 

Derivatives 

佐藤 正謙、小澤 絵里子 

 

Financial Institution Regulatory Law 

松井 秀樹、小田 大輔、江平 享 

 

Information Technology Law 

齋藤 浩貴、丸茂 彰、飯田 耕一郎 

 

Insolvency and Reorganization Law 

藤原 総一郎 

 

Intellectual Property Law 

松田 政行、飯塚 卓也、齋藤 浩貴、横山 経通、三好 豊、小野寺 良文、

岡田 淳 

 

International Business Transactions 

射手矢 好雄、江口 拓哉、松村 祐土 

 

Investment and Investment Funds 

竹野 康造、三浦 健、下瀬 伸彦 

 

Labor and Employment Law 

高谷 知佐子 
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Litigation 

山岸 良太、金丸 和弘、松井 秀樹、藤原 総一郎、柴田 勝之、信國 篤慶、

眞鍋 佳奈 

 

Media and Entertainment Law 

松田 政行、山元 裕子、横山 経通 

 

Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law 

竹野 康造、三浦 健、棚橋 元、石綿 学 

 

Product Liability Litigation 

関戸 麦 

 

Real Estate Law 

佐藤 正謙、早川 学、植田 利文、小澤 絵里子、武川 丈士、石川 直樹、青

山 大樹 

 

Structured Finance Law 

佐藤 正謙、諏訪 昇、植田 利文、小澤 絵里子、小林 卓泰、武川 丈士、青

山 大樹 

 

Tax Law 

増田 晋、大石 篤史 

 

Telecommunications Law 

松田 政行、山元 裕子 

 

Trade Law 

江口 拓哉 

 

 増島 雅和 弁護士が衆議院経済産業委員会において参考人として意見陳

述・答弁を行いました 

 

 岡田 淳 弁護士が経済産業省「平成 29 年度 産業データ共有促進事業費補

助金 審査委員会」委員に就任しました 

 

 野村 修也 弁護士が金融庁・検査局参事（意見申出審理会委員）に再就任し

ました 
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 田中 浩之 弁護士が慶應義塾大学法学部法律学科 非常勤講師（知的財産

法Ｉ）に就任しました 

 

 佐藤 秀海 弁護士が入所しました 

 

 小田 輝 弁護士が入所しました 

 

 

（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 


