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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 6月号（Vol.54）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：改正著作権法及び改正不正競争防止法の成立 

 

2018年 5月 18日、著作権法の一部を改正する法律が成立しました。改正内容は、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1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です。なお、

                               
1 特定の類型の行為について、著作権が及ばないものとし、著作物の利用について、著作権者の許諾な

く行えるようにするための規定。 
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同月 25 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も成立していますが、同改正も、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 23 日には、不正競争防止法等の一部を改正する法律も成立しました。改正

内容は、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行為として、差

止請求等の対象とするものとなっています。 

＜参考資料＞ 

「著作権法の一部を改正する法律」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1405213.htm 

「学校教育法等の一部を改正する法律」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1405486.htm 

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/fuseikyousou_h300530.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、排他的取引が問題となったプラットフォー
マーに対する調査結果を公表 

 

2018年 5月 23日、公正取引委員会（「公取委」）は、ペットブリーダーと消費者との

間の犬・猫の取引を仲介するウェブサイトを運用する X社に対する独禁法違反被疑事件

の審査結果を公表しました。本件では、2016年 11月、X社がそのサイトを利用するブ

リーダーに対し、（i）成約手数料の値引き、（ii）消費者が X社のサイトを検索した場合

における、犬・猫の情報の表示順位の優遇等の特典を与える制度を導入し、その条件と

して、他のペット仲介サイトに犬・猫の情報を掲載することを禁止したことについて、

2018年 2月 27日、公取委が立入検査を行い、審査を行っていました。公取委は、X社

が当該特典制度を取りやめ、その旨を登録ブリーダーすべてと社内に周知するという自

主的な改善措置を講じたことを受け、独禁法違反の疑いが解消されたと判断し、審査を

終了しました。 

パートナー 小野寺 良文 
 03-5223-7769 
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本件は、①販売業者と消費者との取引を仲介するプラットフォーマーによる排他条件

付取引について公取委が調査を行ったこと、②公取委が自主的改善措置を評価して法的

処分を行わなかったことの 2 点において注目に値します。まず、①については、近年、

公取委は、プラットフォーマーによる競争停止又は他者排除が疑われる事案に対し、積

極的に調査を行っています。公取委の事務総長も、定例会見において、プラットフォー

マーの案件は、迅速に是正をしないと支配的地位が加速度的に強化され、排除行為の影

響が拡大するおそれがある旨を発言しているところです。次に、②については、本件固

有の事情（X社の市場における有力性の認定が容易でない、悪質性が大きくない等）も

あったものと推察されますが、公取委が事業者側の自発的な改善措置を評価し、違反認

定をせずに審査を終結するという事件処理は、今後導入が想定される確約制度を念頭に

置いたものとみる余地があります。公取委の事務総長も、「確約制度が導入されること

になれば、こうした処理の仕方について、明確な法律的な根拠が与えられることになる」

旨を発言しているところです。 

以上のとおり、プラットフォーマーとしては、自社の市場での有力性を意識し、自社

のビジネス施策が競争に与える影響に留意すべきであるといえます。これに対し、有力

なプラットフォーマーと取引をする事業者は、プラットフォーマーに対して独禁法上の

主張ができる可能性があることを念頭に置くとよいと思われます。また、今後確約制度

の導入が想定されるなか、カルテルや談合とは異なり、正当なビジネスの延長で独禁法

違反が疑われる行為を犯してしまった場合には、これを迅速かつ自発的に是正すること

が法的処分を回避する上で有効となりうる点も、示唆に富んでいるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネッ
トワーク小委員会の中間整理 

 

2018年 5月 22日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

の「中間整理」（「本整理」）が公表されました2。本整理では、①再生可能エネルギーの

主力電源化、②再生可能エネルギーの大量導入を支える次世代電力ネットワークの構築、

及び③主力電源化に向けた電源ごとの対応の観点から、再生可能エネルギー政策に関す

る近時の検討事項について、進捗状況と今後の方向性（アクションプラン）が、多岐に

わたり取りまとめられています。主な事項は以下のとおりです。 

                               
2 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180522001.html 
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アソシエイト 水口 あい子 
 03-6266-8740 

 aiko.mizuguchi@mhmjapan.com 
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①再生可能エネルギーの主力電源化 

 

（i）コスト競争力強化の観点から、入札制の活用、トップランナー方式での価格

低減、ゲームチェンジャーになりうる革新的技術開発、一般海域や荒廃農地等の有

効利用、発電設備の高効率化、再投資の促進等を進めるとともに、マーケットベー

スでの FIT制度の自立化に向け、次回の再エネ特措法抜本見直しの期限（2020年度

末）までに検討を進める。 

 

（ii）長期安定的な発電事業環境の整備の観点から、既に実施されている FIT認定

制度の運用見直し（運転開始期限、出力増加時の価格変更の対象電源の拡大等）に

加え、太陽光パネルの廃棄対策（事業者による費用積立制度につき 2018年度中を目

途に結論）、非 FIT 電源の非化石価値市場取引（2019 年度導入を目指す。）を含む

FIT制度から自立した再エネ電源活用のビジネスモデルの検討、2019年以降に買取

期間が満了する住宅用太陽光発電によるビジネスチャンスの創出促進（広報・周知

の拡大、買い手不在の余剰電力の一般送配電事業者による無償引取り、FIT設備と併

設される自家発電設備等への差分計量の適用による逆潮流の許容）、環境アセスメン

トの迅速化や洋上風力への「セントラル方式」導入（法案審議中）を通じた立地制

約のある電源の導入促進等を推進する。 

 

②再生可能エネルギーの大量導入を支える次世代ネットワークの構築 

 

（i）系統制約の克服に向け、日本版コネクト&マネージの実現に向け検討を進め

る（想定潮流の合理化：2018年 4月 1日から適用済み。N-1電制：N-1電制を前提

として接続する新規電源については 2018年上期末まで。本格適用についても検討を

進める。ノンファーム型接続：可能な限り早期実現を目指す。）とともに、出力抑制

における経済的調整のための実務的な検討を進める。また、出力制御の見通しにつ

いてのシミュレーション精度を高め、投資判断と円滑資金調達を実現するために必

要な情報（需給バランス制約、送電容量制約）公開等の仕組みの検討・整備を進め

るほか、系統アクセス業務等の改善（工事費負担金の支払方法についてのルール化

（2018 年度早期に検討）、工事長期化への対応の検討、滞留案件の系統容量開放に

向けたルールの明確化・標準化（2018 年度早期に対応））やネットワークコスト改

革（既存ネットワークコストの削減、次世代投資の確保、発電側基本料金の導入（2020

年以降できるだけ早期）・一般負担上限額の見直し等）につき、順次検討・実行する。

事例集の作成・改定、相談・紛争処理機能の強化、情報発信機能の強化といったルー

ル整備を補完する仕組みについても検討を進め、2030年以降を見据えた次世代ネッ

トワークシステムの絵姿についても議論を継続する。 

 

（ii）適切な調整力の確保のために、新規の風力発電が具備すべき調整機能（1～2
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年程度でルール化・適用開始を目指す。）や、火力発電・バイオマス発電が具備すべ

き調整機能を特定、具体的水準を定め、太陽光等他の電源についても並行してグリッ

ドコードの検討を進める。地域間連系線のさらなる活用方策について詳細検討を行

う。再生可能エネルギーに起因するインバランスを減らすため、FITインバランス特

例の見直し（一定範囲の再エネ予測変動分の調整は発電・小売事業者が行うことが

望ましいとの方向性が示されている。）を含む具体的な検討を進める。昼間の太陽光

発電等による供給過剰に対する「上げ DR（ディマンドレスポンス）」の普及に向け

た検討（省エネ法上の扱いについては 2018年度中に検討）、カーボン・フリーな調

整力（VPP、蓄電池、水素）等の実用化に向けた議論を継続する。 

 

③主力電源化に向けた電源ごとの対応 

 

各種再エネ電源を、急速なコストダウンが見込まれる電源（太陽光・風力）と、地

域に賦存する資源を活用しながらコスト低減に資する取組みを進めることで地域と

の共生を図りつつ緩やかに自立に向かう電源（地熱・中小水力・バイオマス）に分類

の上で、各電源につき発電コストの低減や事業環境整備に向けた取組みがまとめられ

ています。 

 

いずれの事項についても、再生可能エネルギー発電事業者にとって、現在の事業に影

響を与え、また、新たなビジネスチャンスをもたらす可能性のある事項ですので、今後

の関係各所における議論状況に注目する必要があります。 
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5. 労働法：労働契約法 20条（正社員と非正規社員との賃金格差）に関
する最高裁判決 

 

2018年 6月 1日、正社員と非正規社員の賃金・手当の格差が、不合理な労働条件の

格差を禁じた労働契約法 20条に照らし違法であるかについて争われていた 2つの事件

（ハマキョウレックス事件及び長澤運輸事件）につき、最高裁がそれぞれ判決を言い渡

しました。労働契約法 20条に関して最高裁判決が出されたのは初めてのことです。 

まず、ハマキョウレックス事件について、最高裁は、業務内容が同じであるにもかか

わらず、正社員には支給されている無事故手当、作業手当、休職手当、皆勤手当、通勤

手当について契約社員に支給しないのは、手当の趣旨を踏まえて、不合理であると判示

しました。 

他方、正社員を定年退職した後に非正規社員として再雇用された契約社員につき従前

を下回る労働条件を設定した長澤運輸事件については、かかる事情のもとなされた能率

給や職務給等の給与、賞与、住宅手当や家族手当等の諸手当の不支給・引き下げは不合

理とはいえないと判示しました。 

なお、いずれの判決においても、賃金・手当総額の格差を比較するのではなく、支給

趣旨を踏まえ手当ごとに不支給の合理性を検討しており、判断枠組みが固まったといえ

ます。 

本判決を踏まえ、正社員と非正規社員との待遇格差について早急に見直す必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

6. 会社法：6月総会に向けた想定問答作成のポイント 
 

3 月末を決算期とする会社におかれては、現在、6 月総会に向けた準備の一環として

想定問答の作成を進められていることと思いますが、本年は特に以下の影響を踏まえた

検討・準備を行うことが必要と考えられます。 

①2018年6月を目途に実施されるコーポレートガバナンス・コードの改訂の中では、

政策保有株式、CEO の選解任、経営陣幹部の報酬、指名・報酬に関する任意の独立し

た諮問委員会の設置、企業年金への人事面・運営面の支援、資本コストを踏まえた経営

判断・投資戦略・財務管理等に関する見直しが行われます。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」）の更新は 12月まで猶予されますが、12月のガ

バナンス報告書に記載する内容の検討と合わせて、総会での回答内容を検討する必要が

あります。 

パートナー 荒井 太一 
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②相談役・顧問に関して、2018 年 1 月からガバナンス報告書に「代表取締役社長等

を退任した者の状況」を記載することが求められるようになっています。昨年の株主総

会に引き続き、相談役・顧問制度は株主の関心事となるため、6月総会後に提出するガ

バナンス報告書に記載する内容の検討と合わせて、総会での回答内容を検討する必要が

あります。 

③議決権行使助言会社のポリシー改定として、Institutional Shareholder Services Inc.

は、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ることを表明しています。2019年以降

に適用される事項ではあるものの、本年 6月総会の時点で、会社の今後の対応方針を問

われることも想定されるため、回答方針を事前に検討する必要があります。 

上記のほか、働き方改革、不適切会計等の企業不祥事、海外子会社管理、ESG（環境、

社会、ガバナンス）に関する取組み等、昨今の社会情勢や経済情勢に関連する事項につ

いて、自社の方針を分かりやすく回答できるよう、それぞれ想定問答を検討・準備する

必要があります。 

なお、本年 4月に導入されたフェア・ディスクロージャー・ルールは、株主総会にお

ける株主に対する説明にも適用されるため、想定問答の作成に際しても、回答の中に未

公表の重要情報が含まれていないことを改めて確認するとともに、担当役員の方にも

ルールの周知徹底を図る必要がある点にご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：内部通報制度に関する認証制度の導入について 
 

消費者庁は、2018年 5月 14日、「内部通報制度の導入について」と題する報告書（「本

報告書」）を公表しました。本報告書は、事業者の内部通報制度の実効性の向上を図る

ための認証制度（「本認証制度」）の導入に関する事項を検討するものです。以下では、

本報告書が言及する本認証制度のポイントについて、要点を説明します。 

本報告書は、各事業者の内部通報制度の実効性の向上を図るため、①事業者自らが自

身の内部通報制度を審査した結果を登録する自己適合宣言制度と②中立公正な第三者

機関が事業者の内部通報制度を審査・認証する第三者認証制度を導入することが適当で

あるとしています。その上で、まずは比較的簡便な仕組みである自己適合宣言制度の導

入から行い、その運用状況を踏まえつつ、第三者認証制度を導入していくことが適当で
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あるとしています。なお、自己適合宣言制度は平成 30 年度に導入予定、第三者認証制

度は平成 31年度以降に導入予定とされています。 

本報告書の別添資料において、本認証制度が導入された場合の審査基準の概要イメー

ジが示されています。この審査基準は、消費者庁が既に公表している「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」の内容

を踏まえたものです。 

同審査基準の概要イメージでは、通報窓口の整備及び利用方法の明確化や経営トップ

によるメッセージの発信等からなる 38項の審査基準に加え、「より進んだ取組を目指す

事業者向けの取組項目」として子会社及び取引先等における内部通報制度の実効性の確

保の促進等の 8項目が記載されています。この点、本報告書本文では、別添資料に記載

された審査項目を一律に必須とするのではなく、一定の取組み等については、少なくと

も当面の間は任意の取組項目とすることが適当としています。 

本認証制度は、企業のガバナンスや内部統制の全体的な認証ではなく、内部通報制度

という一つのパーツの認証であり、また、導入されても企業に認証の取得が義務づけら

れるものでもありません。しかしながら、昨今の企業不祥事に関連して、実効性のある

内部通報制度の整備が注目を浴びている状況からすると、株主をはじめとするステイク

ホルダーから認証の取得を求められるようになることも十分考えられます。また、認証

は措くとしても、既に導入している又は今後導入する予定である内部通報制度の実効性

のチェックリストとして、本報告書別添資料の審査基準の概要イメージを利用すること

が考えられます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. 一般民事：「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案に対
するパブリックコメント募集の件 

 
2018年 5月 21日、経済産業省から「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の

改訂案が公示され、同改訂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（パブリックコメントの期限は 2018年 6月 20日です）。 

同準則は、電子商取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関

係法令がどのように適用されるのか、その解釈を示し、取引当事者の予見可能性を高め、

取引の円滑化に資することを目的として経済産業省が策定・公表しており、これまで

14回にわたり改訂されています。 
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今回の改訂案における主要な改訂点の一つは、取引環境の変化に応じた新規論点の追

加です。改訂案では、①AIスピーカーを利用した電子商取引について、発注の誤認識・

誤発注の場合の考え方を示し、事業者側において取りうる対策に言及がされ、また、②

ブロックチェーン上で管理される財産的価値（トークンや仮想通貨等）の移転の契約に

ついて、契約違反の場合に当該財産的価値の移転を内容とする請求が可能であることが

論じられています。さらに、③クロスボーダー取引に関する製品安全関係法の適用範囲

について、公法規制の一つである製品安全関係法が海外の事業者に適用される場合があ

るという整理がされています。 

他の主要な改訂点として、特定商取引法施行規則の改正に伴い、自動継続条項と消費

者契約法 10 条等の適用についての記述と特定商取引法による通信販売に係る広告規制

に関する記述が更新されています。 

インターネット取引あるいは情報財取引等については、現行法の適用関係が必ずしも

明確ではなく、同準則における法的問題点の整理は関連する事業者にとって大いに参考

になります。事業者においては、同準則について、パブリックコメントの結果と今後確

定される改訂内容に注視することが大切といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：株式交付の導入を提案した会社法中間試案に関する意見募集
の結果を法務省が公表 

 

2018年 5月 28日、法務省が「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試

案」に関する意見募集の結果を公表しました。新たに提案された株式交付の制度（買収

会社（「株式交付親会社」）が他の会社（「株式交付子会社」）を子会社とする場合に、株

式交付親会社の株式を対価として株式交付子会社の株式を取得することを認める制度）

に関する意見も公表されています。 

株式交付に関する規律を設けることについては、実務上のニーズを背景として好意的

な意見が多く寄せられた一方で、株式交付親会社と譲渡人の間の譲渡契約に過ぎない株

式交付に会社法上の組織再編の概念を持ち込むべきではない等とする理論面からの反

対意見も少なからず見受けられました。 

また、株式交付に関する規定内容について、子会社化される株主の保護をより図れる

ようさらに検討すべきとする趣旨の意見も寄せられています。 
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株式交付制度は M&A実務に非常に大きな影響を与えると考えられますので、意見募

集の結果を踏まえた今後の動向に引き続き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：2018年 3月期有価証券報告書
作成の留意点 

 
3月決算の会社が提出する有価証券報告書（提出期限は 6月末日）については、2018

年 1月 26日に公布・施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正す

る内閣府令」が適用され、「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」）につい

て、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載が求めら

れます。 

本改正の趣旨は、企業と投資者との建設的な対話の促進の観点から、単なる財務情報

の要約ではなく、それぞれの企業が置かれた経営環境等に応じたより充実した MD&A

の記載を求める点にあると考えられます。本改正を踏まえた今後の MD&A の記載とし

ては、例えば、経営成績の分析の項目においては、単に今年度の経営成績の数値や昨年

度との数値との差異に言及するだけでなく、経営成績に重要な影響を与えた要因等の分

析・検討内容についても言及することが考えられます。 

また、経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な

指標等がある場合には、当該指標等に照らした分析・検討内容の記載が求められていま

す。例えば、会社が事業計画を策定し、当該計画においてかかる指標を使って経営目標

を立てている場合は、経営成績の分析を記載するに当たり、かかる指標の今年度の数値、

昨年度からの増減及び増減要因についても触れるということが考えられます。一方で、

事業計画等における将来数値については、これを有価証券報告書に記載している例も散

見されますが、法定開示書類に将来情報を記載することにより法的責任を負うリスクを

高めることになるため、こうした将来数値の開示については引き続き慎重な対応が求め

られます。 

 

 

 

 

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 

パートナー 鈴木 克昌 
 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhmjapan.com 

アソシエイト 森田 理早 
 03-6213-8124 

 risa.morita@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. 

11 
 

11. 税務：BEPS防止措置実施条約、国会で承認 
 

「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数

国間条約」（「BEPS防止措置実施条約」）の締結が、衆議院において 2018年 4月 19日

に、参議院において 2018年 5月 18日に、それぞれ承認されました。 

BEPS防止措置実施条約は、経済協力開発機構（OECD）の BEPSプロジェクトにお

いて策定された、租税条約の濫用等を通じた租税回避行為の防止に関する措置や二重課

税の排除等、納税者にとっての不確実性排除に関する措置を盛り込んだ多国間条約であ

り、2018年 3月 22日現在、わが国を含む 76ヶ国の国・地域が署名しています。 

BEPS防止措置実施条約は、既存の租税条約の内容の全部又は一部を統一的に改正す

るものですが、本条約の各締約国は、各締約国が締結している各租税条約のうちいずれ

の租税条約に対してこの条約を適用するか、またいずれの規定を適用するかにつき選択

できることとされています。そして、各租税条約のすべての締約国が本条約の適用対象

として当該租税条約を選択し、かつ当該租税条約のすべての締約国が適用を選択した

BEPS防止措置実施条約の規定のみ、当該締約国間で効力を生じます。 

BEPS防止措置実施条約が個々の既存の租税条約に適用されるためには、当該条約全

体が発効しているほか、当該既存の租税条約の締約国において所定の手続（国会におけ

る承認等）が完了していることが必要となります。BEPS防止措置実施条約全体につい

ては、2018年 7月 1日に発効する予定です。 

上記のとおり、わが国において国会による承認が行われたことから、適用対象となる

租税条約の相手方国においても必要な手続が終了している場合、来年度から BEPS防止

措置実施条約のうち締約国が選択した規定が適用される可能性があります。 

したがって、国際取引を行うに際しては、関係国との間の租税条約につき BEPS防止

措置実施条約の適用が開始されているか、適用されている場合、どの規定が適用されて

いるのかについて確認する必要があります。 
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12. 中国・アジア（ミャンマー）：外資会社による小売業・卸売業の解禁 
 

ミャンマー商業省（Ministry of Commerce）は、2018年 5月 11日、2018年 5月 9

日付 Notification25／2018号（「本 Notification」）を公表しました。 

これまでミャンマーでは外資会社（外国人又は外国会社（「外資」）が一株でも保有す

る会社）による小売業・卸売業の実施は、自動車・農薬・肥料等、一部の個別品目に関

する例外を除いて原則として禁じられてきました。本 Notification はこれを解禁する画

期的な内容となっています。具体的には、外資の保有割合に応じ、下表記載の最低投資

額に関する要件を満たす場合には、商業省に対する所定の登録手続を行うことにより、

外資会社であっても小売業・卸売業の実施が可能であることが明記されています。 

外資割合 
最低投資額（土地代金を除く。） 

小売業* 卸売業 

80%超 300万米ドル 500万米ドル 

80%以下 70万米ドル 200万米ドル 

* 但し、外資会社による小規模な小売業（店舗床面積 929㎡未満）については禁止 

 

なお、本 Notification 上は外資会社による輸出入の実施については明確な規定が置か

れていません。ただ、本 Notification の位置付け（輸出入の実施に関する規制である輸

出入法（Export and Import Law）に基づき策定された）や、その規定の中に輸入に関す

る手数料の支払に関する内容が盛り込まれていることを踏まえると、これまで原則とし

て認められなかった外資会社による輸入も、本 Notification に基づく運用の下で解禁さ

れることが見込まれます。 

今後の課題としては、商業省に対する登録がスムーズに進むか、という手続面での懸

念がまず挙げられます。また、要件として定められた最低投資金額は具体的にどのよう

な投資を含むのか、土地代金が含まれないことが明記されている以外に特段の規定は置

かれておらず、その詳細については商業省との協議により今後明らかにしていく必要が

あります。その内容次第では、通常の小売業・卸売業において上記の最低投資金額の要

件を満たすだけの投資を実行することが実務上容易ではない可能性もあると思われま

す。これらの点については、更なる規制の明確化と緩和が望まれるところです。 
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13. 新興国（イラン）：米国の JCPOAからの離脱に伴う対イラン制裁の
再開 
 

2018年 5月 8日、米国のトランプ大統領は、イランの核開発プログラムに関してイ

ランと国連安全保障理事会常任理事国にドイツを加えた 6か国との間の 2015年 7月に

策定された包括的共同作業計画（JCPOA：Joint Comprehensive Plan of Action）から米

国が離脱することを発表しました。米国の JCPOAからの離脱によって、一定の猶予期

間を経て、JCPOA に基づき緩和されていた米国の対イラン制裁のすべてが再開するこ

とが予定されています。 

具体的には、JCPOA に基づき緩和されていた制裁（米国企業を対象とする一次的制

裁、及び非米国企業を対象とする二次的制裁）のすべてが、制裁対象取引のうち一部の

ものについては 90日間の猶予期間（2018年 8月 6日まで）、その他については 180日

間の猶予期間（2018年 11月 4日まで）の経過後に再開することとされています。また、

JCPOA策定に伴い米国の財務省外国資産管理局（OFAC）による制裁対象者リスト（い

わゆる SDN リスト）から除外されていた法人等についても、再度制裁リストに戻され

ることになっています。 

なお、非米国企業（イラン企業を除く。）が 2018 年 5 月 8 日より前に書面で締結し

た契約等に基づき猶予期間経過前にイラン企業に対して提供した商品・サービスの代金

の支払いやローン、クレジットに対する弁済については、猶予期間経過後であっても受

領することができるとされています。 

日本企業を含む非米国企業は、JCPOA による制裁解除を背景として、近時イランと

の取引を徐々に拡大していたところですが、今回の米国による制裁再開に伴い、イラン

における事業・取引からの撤退を余儀なくされる可能性があり、現実に撤退を表明する

海外企業が出ています。また、直接的にイランに進出していない企業においても、今回

の制裁強化に伴い自社の貿易管理体制を見直し、強化された制裁に違反しないように留

意する必要があります。 

 

 

 

 

 

  

パートナー 梅津 英明 
 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

オブ・カウンセル 佐藤 貴哉 
 03-6266-8543 

 takaya.sato@mhmjapan.com 

アソシエイト 西尾 賢司 
 03-6266-8762 

 kenji.nishio@mhmjapan.com 

アソシエイト 山崎 友莉子 
 03-5223-7793 

 yuriko.yamazaki@mhmjapan.com 
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14. 国際訴訟・仲裁：2018年国際仲裁サーベイの結果公表 
 

クイーンメアリーロンドン大学の School of International Arbitration Center for 

Commercial Law Studiesは 2018年 5月 8日、2018年度の国際仲裁に関するサーベイ

の結果を公表しました。このサーベイは 8回目のサーベイとなり、調査結果は多岐に亘

りますが、ここでは主要な結果をご紹介いたします。 

まず、97%の回答者が、国際的な紛争解決の方法として国際仲裁を選択すると回答し

ています。国際的な訴訟と回答した人はわずか 3%であり、国際仲裁が訴訟よりも適切

な方法と捉えられていることが如実に分かる数字となっています。国際仲裁が好まれる

理由としては、仲裁判断の執行力（64%）が一番の理由として挙げられており、次いで

特定の法制度及び国の裁判所を避けることができること（60%）、フレキシブルである

こと（40%）、仲裁人を選択できること（39%）、守秘性及びプライバシー（36%）と続

きます。 

他方、仲裁の欠点としては、費用（67%）、仲裁手続中に制裁が効果的に課せないこ

と（45%）、第三者に対して効力が及ばないこと（39%）、スピードが遅いこと（34%）、

仲裁人の効率性について判断がし難いこと（30%）が挙げられています。 

望ましい国際仲裁機関としては、ICCが一番に挙げられており（77%）、次いで LCIA

（51%）、SIAC（36%）、HKIAC（27%）となっています。 

日本でも最近、国際仲裁を広めるための努力が続けられており、2018 年 5 月には、

国際仲裁・ADR のための専用施設が、日本国際紛争解決センターとして、大阪に開設

されました。今後、各国の国際仲裁機関と競争して日本が国際仲裁の地として選ばれる

かは、仲裁の欠点として指摘されている費用やスピード等の問題点をどれだけ解決でき

るか、また、好まれる理由として挙げられているもののうち、どれだけ魅力のある仲裁

人を提供できるか等にかかってくると考えられます。こうした観点からも本サーベイの

結果は参考となると思われます。 

 

 

 

 
 
 
 

パートナー 眞鍋 佳奈 
 +65-6593-9762（シンガポール） 

  kana.manabe@mhmjapan.com
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『好評により再々講演決定！株主総会直前 フェア・ディスクロー 

ジャー・ルールの詳細と実務対応～株主総会・決算説明会等での対 

応、ディスクロージャーポリシーの改訂などの実務対応も徹底解説～』 

開催日時  2018年 6月 11日（月）13:00～16:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『インターネットビジネスの著作権－平成30年改正著作権法案の 

解説、将来の展望』 

開催日時  2018年 6月 12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  『インバウンド不動産流動化取引の実務～最新の法改正・取引実務 

を踏まえて解説～』 

開催日時  2018年 6月 15日（金）14:00～17:00 

講師    蓮本 哲 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『金融行政の動向と内部監査上の課題』 

開催日時  2018年 6月 18日（月）9:20～11:30 

講師    江平 享 

主催    一般社団法人全国地方銀行協会 

 

 セミナー  『AI・データ取引をめぐる法務・知財実務の展望～「AI・データの 

利用に関する契約ガイドライン」（経済産業省）の解説～』 

開催日時  2018年 6月 19日（火）14:30～16:30 

講師    岡田 淳 

主催    一般財団法人ソフトウェア情報センター 

 

 セミナー  『フェア・ディスクロージャー・ルールを踏まえた情報管理規程の 

改訂等の実務対応～ディスクロージャー・ポリシーや情報管理規程 

等の見直しと株主総会・決算説明会での実務対応のポイント～』 

開催日時  2018年 7月 3日（火）10:00～12:30 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 
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 セミナー  『戦略的観点から選択されるコーポレート・ファイナンス最新実務 

－新株予約権・CBによる第三者割当型ファイナンス、新型ライツ 

オファリングをはじめ最新手法を徹底検証－』 

開催日時  2018年 7月 3日（火）14:00～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

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

 本     『特許権侵害紛争の実務－裁判例を踏まえた解決手段とその展望－』 

 （2018年 5月刊） 

出版社   株式会社青林書院 

著者    小野寺 良文 

 

 論文    「中国最新法律事情（219）執行・仲裁に関する 3つの司法解釈」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.5 

著者    宇賀神 崇 

 

 論文    「機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析」 

掲載誌   資料版商事法務 409号 

著者    澤口 実、松下 憲、飯島 隆博、白岩 直樹、立入 寛之 

 

 論文    「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（EU域内 

 から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱い編）（案）」 

の概要」 

掲載誌   金融法務事情 2090号 

著者    北山 昇 

 

 論文    「定型約款の定義－該当例・非該当例の具体的検討」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.7 

著者    青山 大樹、宮地 賛（共著） 

 

 論文    「広告・表示に対する景品表示法の執行動向と対応策」 

掲載誌   月刊監査役 No.682 

著者    松田 知丈 

 

 論文    「相談室Q&A 有期労働契約の無期転換申込みに対する対応」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.6 

著者    木村 純 
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 論文    「下請法をめぐる実務対応と最新の運用動向」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.30 

著者    高宮 雄介 

 

 論文    「海外企業への個人情報処理業務の委託」 

掲載誌   Business Law Journal No.124 

著者    岡田 淳、塚原 明日香（共著） 

 

 論文    「＜企業買収実務研究会＞［企業買収実務研究会報告（19）］わが 

 国におけるイベント・ドリブン型 CVR導入の可否（上）（下）－ 

 M&Aにおける企業価値評価の困難性への対処－」 

掲載誌   金融・商事判例 No.1540（上）、No.1541（下） 

著者    近澤 諒、今仲 翔 

 

 論文    「休職者を復職させるにあたり、どのような職場に配置させるべきか」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    大川 信太郎 

 

 論文    「消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈（1）（2）」 

掲載誌   週刊T&A master No.739（1）、No.740（2） 

著者    大石 篤史 

 

 論文    「役員のインセンティブ報酬に関する法務・税務の最新動向－平成 

 30年における全体概要と利用傾向－」 

掲載誌   週刊税務通信 No.3506 

著者    酒井 真、松村 謙太郎、山川 佳子 

 

 論文    「10分でわかる電子決済等代行業の実務と改正銀行法」 

掲載誌   The Finance 

著者    末廣 裕亮 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドラインから読み解く 

 実務対応～ガイドライン及びパブリックコメント結果を踏まえて」 

掲載誌   Disclosure&IR 

著者    根本 敏光、森田 理早 
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 論文    「改正 省エネ法案～サプライチェーン連携で効率化を促進～」 

掲載誌   環境ビジネスオンライン 

著者    市村 拓斗 

 

 論文    「2018年 6月に導入される日本版司法取引制度のおさらいと企業 

 が平時から取っておくべき方策」 

掲載誌   日本カタリストウェブサイト 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「AIの判断ミスに対する法的責任の所在」 

掲載誌   Profession Journal No.268 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「改正民法のはなし（その6）解除と危険負担」 

掲載誌   民事法務 No.381 

著者    内田 貴 

 

 論文    ｢民法改正とプロジェクトマネジメント｣ 

掲載誌   プロジェクトマネジメント学会誌 Vol.20 No.2 

著者    横山 経通 

 

 論文    「日EU経済連携協定の原産地規則」 

掲載誌   Tax & Accounting Blog 

著者    畠山 佑介 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Real Estate 2018 ‒ Japan  

 Chapter」 

掲載誌   Chambers Practice Guides Real Estate 2018 

著者    小澤 絵里子、石川 直樹、青山 大樹、蓮本 哲 

 

 論文    「The Legal 500: 2nd Edition Restructuring & Insolvency  

 Comparative Guide」 

掲載誌   The In-House Lawyer 

著者    関戸 麦、横田 真一朗、浅井 大輔、片桐 大 

 

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

 ベトナム・ホーチミンオフィス開設申請のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、ベトナム・ホーチミン市に現地オフィスを開設する
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運びとなり、本年夏頃の業務開始を目指して、ベトナム政府当局に対する申請手

続きをいたしましたので、ご報告いたします。 

当事務所は、1998 年には北京オフィス、2005 年には上海オフィス、2012 年に

はシンガポールオフィス、2013年にはバンコクデスク（2015年バンコクオフィ

スに改編、2017年に Chandler & Thong-ek Offices Limitedと経営統合し、CTLO

の名称を Chandler MHM Limitedへ変更）、2014年にはヤンゴンオフィス、2016

年 に は ジ ャ カ ル タ デ ス ク （ ARFIDEA KADRI SAHETAPY-ENGEL 

TISNADISASTRA法律事務所内）を開設し、いち早く中国業務に積極に取り組む

とともに、他のアジア新興国についても、豊富なクロスボーダー案件の経験を活

かして、アジア関連業務に関するリーガル・サポートを提供して参りました。 

これまで当事務所は、東京・シンガポール・バンコクの各オフィス・デスクを拠

点としつつ、現地提携法律事務所に日本人弁護士を長期駐在させながら、ベトナ

ムに関する様々な先駆的案件に関与して参りましたが、特に近時、案件が急増す

るとともに、ベトナム現地におけるサポートの必要性が一段と高まってきており

ます。当事務所は、時代の変化や多様化するリーガルニーズに応えつつ最良のク

ライアント・サービスを提供することを常に使命としており、ベトナム現地にお

けるサービスの提供体制を強化すべく、今般、本年夏頃の業務開始を目指して、

ベトナム政府当局に開設申請を行った次第です。 

江口 拓哉 弁護士（大阪オフィス共同代表）と西尾 賢司 弁護士の派遣を計画し

ております。開設日、開設場所等の詳細につきましては、上記ホーチミンオフィ

ス開設の許可が下りましたら、改めてお知らせいたします。 

 

 ALB IP Rankings 2018において高い評価を得ました 

Asian Legal Business（ALB）2017年 5月号の IP Rankings 2018において、当

事務所は Japan DomesticのPatents部門及びCopyright／Trademark部門におい

て高い評価（Tier 1）を得ました。 

 

 asialaw PROFILESの"Asialaw Leading Lawyers 2018"にて高い評価を得ました 

asialaw PROFILESの"Asia law Leading Lawyers 2018"にて、当事務所の弁護士

19名が高い評価を得ました。 

 

Banking & Finance 

石黒 徹 

三浦 健 

佐藤 正謙 

藤原 総一郎 

小澤 絵里子 

小林 卓泰 
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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 

伊藤 憲二 

 

Construction & Real Estate 

青山 大樹 

 

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 

 

Energy & Natural Resources 

小林 卓泰 

 

Intellectual Property 

松田 政行 

三好 豊 

 

Investment Funds 

三浦 健 
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Labour & Employment 

高谷 知佐子 

 

Projects & Infrastructure 

小林 卓泰 

 

Restructuring & Insolvency 

藤原 総一郎 

 

Taxation 

大石 篤史 

 

 立入 寛之 弁護士が東京大学法科大学院 未修者指導講師に就任しました 

 

 田中 遼太郎 弁護士が東京大学法科大学院 未修者指導講師に就任しました 

 

 小林 央忠 弁護士が東京大学法科大学院 未修者指導講師に就任しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


