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2. 知的財産法：意匠制度の見直しの検討課題に対する提案募集について 

3. 競争法／独禁法：公取委、長崎の地銀の統合を条件付きで承認 

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

ク小委員会の検討再開～再生可能エネルギーの主力電源化への論点整理 

5. 労働法：働き方改革関連法について、関連省令等の議論・検討が進む 

6. 会社法：英国のコーポレートガバナンス・コードの改訂について 

7. 危機対応：公益通報者保護法改正に係る最新動向のアップデート 

8. 一般民事：受動喫煙対策（健康増進法の改正等） 

9. M&A：適格組織再編の対象となる三角合併の範囲が拡大へ 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁、仮想通貨交換業者等の検査・モ

ニタリング中間取りまとめの公表 

11. 税務：株式譲渡契約上の価格調整条項に関する裁決例 

12. 中国・アジア（タイ）：反汚職法（Organic Act on Anti-Corruption）改正 

13. 新興国（ロシア）：国外の電子商取引事業者に係る VAT 税制の改正 

14. 国際訴訟・仲裁：JCAA、仲裁人・調停人経験者リストを公開 

 

 

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 9月号（Vol.57）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：意匠制度の見直しの検討課題に対する提案募集について 

 

特許庁は、2018 年 8 月 7 日に、意匠制度の見直しの検討課題に対する提案募集を開

始しました。 

 これは、同月 6日より、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において意

匠法の改正等につき議論が開始されたことを踏まえて同庁が実施するもので、同委員会

における議論の参考にされることが予定されています。 

 提案募集の対象とされている論点のうち、法改正が行われた場合の影響が特に大きい

と考えられるものは以下のとおりであり、この他、関連意匠制度の拡充や複数意匠一括

出願の導入、物品区分表の見直しについても提案募集の対象とされています。 

① 画像デザインの保護 

物品に記録されていない画像（クラウド上の画像等）を保護対象とすることの是非等 



 
 

   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. 

2 
 

② 空間デザインの保護 

建築物や内装デザインを保護対象とすることの是非等 

③ 意匠権の存続期間の延長 

意匠権の存続期間を 25 年に延長することや、起算点を登録日から出願日にすること

の是非 

提案募集期間は、2018年 9月 21日までとなっており、とりわけ改正の影響を受ける

企業においては、意見の提出につき、検討をする必要があります。 

  

   ＜参考資料＞ 

特許庁「意匠制度の見直しの検討課題に対する提案募集について」 

http://www.jpo.go.jp/iken/180807_isho_seido.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、長崎の地銀の統合を条件付きで承認 

 

2018年 8月 24日、公取委は、九州における地方銀行の統合について、当事会社が一

定の問題解消措置を講じることを前提とすれば独禁法上問題ないと判断して審査を終

了し、審査結果を公表しました。本件は、2016 年 6 月に公取委が届出を受理し、同年

7月に第 2次審査に入っていたところ、2018年 8月 15日に公取委がすべての報告等を

受理して審査期間のカウントが始まり、審査結果の公表が待たれていたものです。 

当事会社は、ともに長崎県で 1、2 を争う地位にあり、統合後は、特に事業性貸出業

務において、他の競争事業者を大きく引き離して有力となります。公取委は、事業性貸

出業務について、長崎県を地理的範囲とする大企業・中堅企業向け貸出しと、長崎県及

び同県内の各経済圏を地理的範囲とする中小企業向け貸出しに分けて検討し、うち長崎

県及び同県内の 3経済圏における中小企業向け貸出しについて、同種役務（銀行、信用

金庫、信用組合）・同一地理的範囲・隣接役務（農協等、政府系金融機関、ネット銀行・

フィンテック等）・隣接地理的範囲のいずれを検討しても十分な競争圧力の存在が認め

られないため、独禁法上問題がある旨を指摘しました。 

これに対し、当事会社は、①上記 3経済圏における当事会社グループの事業性貸出し

に係る債権のうち、貸出先が他の金融機関への借換えを希望し、他の金融機関が受入れ

を応諾する合計 1千億円弱相当について、原則として統合実行までに（統合実行までに

譲渡・借換えが上記金額に満たなかった場合は、追加的に統合後 1年以内に）譲渡又は
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借換えを行う、②正当な理由のない金利上昇や貸し渋り・貸し剥がし等が生じないよう

モニタリングを実施する、③上記①②の実施状況について、公取委に定期報告する、と

いう問題解消措置を申し出ました。公取委は、上記①により一定程度の市場シェアを有

する競争事業者を中心とした競争圧力が認められることになり、上記②により上記①の

債権譲渡等が完了するまでの間、当事会社グループが市場支配力を行使することを防止

するための措置として実効性が認められる等と評価し、上記問題解消措置を前提とすれ

ば上記独禁法上の懸念は解消されると判断しました。 

人口減少等による経営環境の悪化を見据え、近年、地方銀行の統合が全国で活発に進

められています。金融機関の統合案件に対する公取委の審査手法はほぼ確立しており、

たとえ金融当局が統合を後押ししているといった事情があっても、同一経済圏内に有力

な競争圧力を見出し難い場合には、公取委による審査に長期間を要することも珍しくあ

りません。本件は、都道府県よりも狭い経済圏における中小企業向けの貸出しで有力な

競争圧力が認められないとして、地銀の統合案件について問題解消措置が必要となった

初めてのケースです。公取委は、同業者間における水平型企業結合が独禁法上問題とな

る場合には、問題となる事業を第三者に譲渡する等して競争圧力を確保する、いわゆる

構造的措置を問題解消措置の原則とし、競争を確保するための一定の行動を確約する、

いわゆる行動的措置は例外的にしか認められないとしています。本件でも、構造的措置

である上記①を柱とし、行動的措置である上記②③は、上記①を補完するものと整理さ

れます。公取委の幹部は、これら措置が今後の地銀の統合案件における問題解消措置の

先例になる旨を述べているため、同種・類似業種で M&A を検討する金融機関等におい

ては十分な検討が求められます。 

 

 

 

 

 

 

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検討再開～再生可能エネ

ルギーの主力電源化への論点整理 
 

2018年 8月 29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

が再開され、同小委員会が 2018 年 5 月 22 日に公表した「中間整理」及びこれを反映

した「第 5次エネルギー基本計画」を踏まえて、再生可能エネルギーの主力電源化に向

けた詳細の検討が開始されました。 

同小委員会は、主力電源化に向けた当面の論点を大きく①コストダウンの加速化と

FITからの自立化、②長期安定的な事業運営の確保、③次世代電力ネットワークの構築、

及び④産業競争力と技術革新の追及の 4点に整理したうえで、今後検討すべき具体的な

論点を、以下のように整理しています。 
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① コストダウンの加速化と FITからの自立化 

コストダウンの加速化との関係では、入札制度の拡充や目指すべきコスト水準を

検討する。FITからの自立との関係では、FITに頼らないビジネスモデルの早期実現

策や住宅用太陽光発電設備の余剰電力買取期間が終了する「2019年問題」を前に対

象者が積極的に再生可能エネルギー電気の使い方を選べるような情報提供を検討す

るとともに、2020年度末の FIT制度の抜本見直しまでの橋渡しとなるような制度の

在り方を検討する。 

 

② 長期安定的な事業運営の確保 

設置工事・メンテナンスの不備による安全面での不安や景観・環境への影響等を

めぐる地元との調整における課題が顕在化したことを踏まえ、「地域との共生」に向

けた課題を検討する。また、再生可能エネルギーが責任ある長期安定的な電源とし

て、FIT制度終了後も適切に継続・再投資される事業環境をつくるための制度上・実

務上の工夫を検討する。 

 

③ 次世代電力ネットワークの構築 

想定潮流の合理化や一般負担の上限見直し等、各機関において次世代電力ネット

ワークの構築に向けたアクションプランを着実に実行するとともに、同小委員会で

その進捗を確認する。次世代電力ネットワークの設計については、主力電源として

の再生可能エネルギーの大量導入を促すための系統整備やその費用負担の在り方を

含め、引き続き議論する。 

 

④ 産業競争力と技術革新の追及 

VPP（仮想発電所）や V2G（EV から系統への給電）のような、再生可能エネル

ギーと複合的な技術を組み合わせたプレイヤーの競争力強化策を検討する。 

上記 4 つの論点は、いずれも再生可能エネルギー発電事業に大きな影響を及ぼす

ものですので、今後の検討状況を注視する必要があります。 
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5. 労働法：働き方改革関連法について、関連省令等の議論・検討が進む 
 

2018 年 7 月 6 日に成立した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（「働き方改革関連法」）に関連して、厚生労働省内において、関連省令等の議論・検

討が進んでいます。本号では、8月のかかる議論・検討の状況についてお知らせいたし

ます。 

①2018年 8月 9日、第 145回労働政策審議会労働条件分科会1が開催され、前号でパ

ブコメ募集についてお知らせした、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係政省令の整備及び経過措置に関する政令案・省令案や、労働基

準法 36 条 1 項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項

等に関する指針案のイメージの他、改正後の労働基準法をもとにした 36 協定の様式案

等が発表されました。 

 ②上記の議論を受け、2018年 8月 27日、第 146回労働政策審議会労働条件分科会2が

開催され、働き方改革関連法に関連する上記の政省令案、指針案が諮問され、同分科会

からは、「おおむね妥当」との報告がなされています。また、第 145 回の上記分科会を

踏まえて修正が行われた、新たな 36協定様式案が公開されました。 

上記①②において、働き方改革関連法における政省令・指針の内容や、今回の改正を

踏まえた具体的な 36 協定の様式等が固まりつつある状況にありますので、これらの内

容を踏まえ、とりわけ 2019年 4月 1日以降施行が予定されている、労働時間の上限規

制や高度プロフェッショナル制度の創設等の事項について、具体的な制度設計等の準備

を進めていく必要があります。また、働き方改革関連法の成立後、上記分科会はおよそ

月に 2度のペースで開催され、活発な議論・検討が行われていることがうかがわれます

ので、引き続き今後の議論・検討の状況について注目する必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

                               
1 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html 
2 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188927_00005.html 
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6. 会社法：英国のコーポレートガバナンス・コードの改訂について 
 

日本の CG コード制定時に参考にされた英国の CG コードについて今般改訂（「英国

CGコード改訂」）が行われ、2019年 1月 1日以降に開始される会計年度から適用され

ることが英国の財務報告評議会により公表されています。 

英国 CGコード改訂の特徴的な点として、例えば、①取締役会と従業員の関係強化と

して、（i）従業員からの取締役の選任、（ii）従業員の意見を聴くための公式な従業員諮

問委員会の設置、（iii）従業員担当の非業務執行取締役の選定という 3つの選択肢のうち

のいずれか又は複数を実施することを求めるとともに、②株主への説明責任の強化とし

て、改訂前からも会社提案の総会議案に対する相当な割合の反対票が投じられた場合の

対応に関する説明責任を定めていたところ、改訂後は「相当な割合」につき、反対率

20%以上との具体的な数値基準を設けています。そのほか、③役員報酬に対する監視強

化として、報酬委員会に従業員の報酬体系も踏まえた明確で簡潔な長期視点の報酬ポリ

シーの策定を求めるとともに、株式報酬について、改訂前は 3年以上の保有を求めてい

たところ、改訂後は 5年以上の保有を求めることに変更しています。また、④取締役会

の多様性確保をより強調するとともに、取締役会議長（Chair）の在任期間を原則とし

て最長 9年に制限することを求めています。 

日本の CGコードは今般改訂されたばかりですが、今後も定期的に見直しが行われる

ことが想定されますので、英国等の諸外国の CGコードをめぐる議論の動向については

引き続き注意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

英国・財務報告評議会ウェブサイト「A UK Corporate Governance Code that is fit for the 

future」 

https://www.frc.org.uk/news/july-2018/a-uk-corporate-governance-code-that-is-fit-for-the 
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7. 危機対応：公益通報者保護法改正に係る最新動向のアップデート 
 

内閣府の消費者委員会は、2018年 7月 30日、公益通報者保護専門調査会（「専門調

査会」）の「中間整理」を公開しました。

（http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/koueki/index.html）。 

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、専

門調査会での検討が再開されて以降、第 9 回から第 17 回（第 17 回は 2018 年 7 月 18

日に開催）にかけて、個別の論点について検討が行われました。この「中間整理」にお

いては、これまでの専門調査会における審議を踏まえ、現時点において概ね方向性が示

された事項及び検討課題として残されている事項が取りまとめられています。 

具体的には、①不利益取扱いから保護する通報者の範囲の拡大、②行政による調査措

置義務の対象の拡大、③通報対象事実の範囲の拡大、④切迫性の要件をはずすことの是

非、⑤外部通報の保護要件の緩和等、⑥通報を裏付ける資料の収集行為に関する刑事責

任の免責、⑦事業者や行政機関に通報体制の整備義務を課すことの是非、⑧通報先に守

秘義務を課すことの是非、⑨行政通報の一元的窓口を設置することの是非、⑩保護の対

象となる通報先の拡張、⑪不利益取扱いに関する紛争解決手続の充実・拡充、⑫不利益

取扱いをした事業者に対する行政措置・刑事罰の導入、⑬不利益取扱いが通報を理由と

することの立証責任の緩和等について、それぞれの方向性及び検討課題が示されました。 

専門調査会は、今後、この「中間整理」を踏まえて関係団体等に対するヒアリングを

行う予定とのことであり、さらに調査審議が進められます。 

まだ多くの事項が検討課題として残されてはおりますが、今回の「中間整理」におい

て示された方向性に基づいて公益通報者保護法の改正が行われた場合、内部通報や行政

機関等の外部組織への通報がより活発に行われることが予想されます。また、内部通報

は、企業にとって、今や不正を発見するための重要なツールとなっており、今後、ます

ますその重要性は高まるものと思われます。そのため、公益通報者保護法の改正が企業

に与える影響は少なくないことから、今後もその改正の動向を注視していくことが必要

です。 
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8. 一般民事：受動喫煙対策（健康増進法の改正等） 

 

2018年 7月 25日、受動喫煙の防止を図るための国レベルの施策として、健康増進法

の一部を改正する法律が公布されました。 

改正の主たる内容は次のとおりです。第 1に、国及び地方公共団体は、望まない受動

喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよ

う努めなければならないこと等が定められました。第 2に、多数の者が利用する施設等

については、その類型に応じ、利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を

禁止することが定められました。①学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業

自動車・航空機については、全面禁煙とされ、②①以外の多数の者が利用する施設、旅

客運送事業船舶・鉄道については、喫煙専用室以外での屋内禁煙が禁止されます。但し、

別に法律で定める日までの間の措置として、飲食店のうちでも、既存特定飲食提供施設

（個人又は中小企業（資本金又は出資の総額が 5,000万円以下）かつ客席面積 100㎡以

下の飲食店）については、標識の掲示により喫煙可能とされています。第 3に、施設等

の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に禁煙器具・設備（灰皿等）を設置してはな

らないものとすること等が定められました。この改正法は、原則として、2020 年 4 月

1日に施行されます。 

受動喫煙の防止については地方公共団体レベルでも対策が講じられています。例えば

2018年 6月 27日、東京都において「東京都受動喫煙防止条例」が成立しました。同条

例は、屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実

現するため、東京都独自の新たなルールを定めたものです。主な内容としては、第 1に、

学校・医療機関・児童福祉施設・行政機関・バス・タクシー・航空機等は敷地内禁煙と

されています。第 2に、上記の施設を除く多数の者が利用する施設（老人福祉施設、ホ

テル、事務所、運動施設、船舶、鉄道、従業員のいる飲食店等）では、喫煙専用室での

み喫煙が可能とされ、原則として屋内禁煙とされています。この条例は、2020 年 4 月

までに段階的に施行されます。他の地方公共団体でも同様の条例の制定の動きがありま

す。 

受動喫煙対策については、特に飲食店業界への影響が強調されていますが、一般の事

務所も、多数の者が利用する施設にあたり、法律や都条例により原則禁煙となる等、ど

の企業も無関係ではいられません。法令による規制内容を正しく理解したうえで、施設

ごとに適切な策を講じる必要があります。 
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9. M&A：適格組織再編の対象となる三角合併の範囲が拡大へ 
 

2019 年度税制改正において、適格再編となる三角合併の対価要件が緩和され、現行

組織再編税制上認められている合併親法人の株式を対価とする場合に加えて、祖父会社

（親会社の親会社）の株式を対価とする合併についても新たに適格組織再編の類型とす

る案が浮上しています。 

この案が実現した場合、持株会社の孫会社が三角合併する際に、持株会社（祖父会社）

の株式を対価として使えることになり、合併手続が省力化できることになります。 

近年持株会社を上場させている事例も多く見受けられるため、この案が実現した場合、

M&A 実務に与える影響は大きいと考えられます。また、外国の多国籍企業グループの

資本構造は、通常、多階層にわたっていますが、そのような多国籍企業グループであっ

ても、頂点にある上場会社の株式を対価として日本企業を買収することが、実務的に可

能になるように思われます。合併に限らず株式交換や会社分割でも類似の制度が導入さ

れるかも含め、来年の税制改正に向けた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、仮想通貨交換業者等

の検査・モニタリング中間取

りまとめの公表 
 

2018年 8月 10日、金融庁は、これまで実施した仮想通貨交換業者等に対する検査・

モニタリングで把握した実態や問題点についての中間取りまとめを公表しました（「本

公表」）。 

本公表によれば、主にみなし業者（2016 年改正資金決済法施行前から仮想通貨交換

業を行っていた業者であって登録審査中の者）において、昨年秋以降、取引が急拡大し、

ビジネス展開を拡大する中、内部管理態勢の整備が追いついていないとして、以下の事

例が多数見受けられると指摘しています。 

①取扱う仮想通貨の選定にあたっては、当該仮想通貨の利便性や収益性のみが検討さ

れている反面、当該仮想通貨ごとにセキュリティやマネロン・テロ資金供与等のリス

クを評価したうえで、リスクに応じた内部管理態勢の整備を行っていない 
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②仮想通貨の移転取引に係る各種規制の理解、仮想通貨のリスク特性を踏まえたマネ

ロン・テロ資金供与対策等についての必要な専門性や能力を有する要員が確保され

ていない 

③業容や事務量に比べ、システム担当者が不足しており、また、サイバー攻撃に関す

るリスクシナリオやコンティンジェンシープランを策定しておらず、セキュリティ

に関する研修を実施していない 

④マネロン・テロ資金供与対策やシステムリスク等の監査を実施するために必要な専

門性・能力を有する監査要員が確保されていない 

⑤経営陣は、業容が急拡大する中、業容に見合った人員の増強やシステムの見直し等

を行っていない 

仮想通貨交換業の登録のための審査基準については現在見直しが行われております

が、新規の審査基準は上記で報告された実態・問題点を踏まえたものになると予想され、

今後の動向が注視されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 税務：株式譲渡契約上の価格調整条項に関する裁決例 
 

国税不服審判所は、2017 年 2 月 2 日、株式譲渡契約上いわゆる価格調整条項が設け

られている場合の収入時期について重要な判断を行いました。 

事案の内容は以下のとおりです。X（個人、売主）は、2013年にその保有していた非

上場会社 T社の株式を譲渡しましたが、その際の株式譲渡契約においては、譲渡代金の

一部について、A社の将来におけるEBITDA業績値に応じて算出される金額（調整金額）

を譲渡後に支払う旨の条項（本価格調整条項）が置かれていました。そこで、Xは、調

整金額を株式等に係る譲渡所得の収入金額に含めずに 2013 年分の所得税等の確定申告

を行い、その後、本価格調整条項に基づく業績要件を満たし、2014年、2015年に調整

金額を受け取った後、調整金額を 2013年の収入金額に加算する修正申告を行いました。

そうしたところ、課税庁は、「X は、調整金額も含めた譲渡代金を一括して収入金額で

あったとして計上すべきであった」として課税処分を行ったため、Xがそれに対して不

服申し立てを行いました。 
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国税不服審判所は、①本価格調整条項が、急成長を遂げている T社の好調な経営状態

を踏まえて設定されたものであること、②X等が株式譲渡実行後も役員として残り、本

価格調整条項は役員に対するインセンティブとなること、③ある事業年度において計画

値を達成できず、調整金額の満額が支払われないとしても、その後の事業年度において

計画値以上の業績を上げた場合には、過去の未達分が埋め合わせられることとされてい

たこと、④他の T社株主との間の株式譲渡契約書には本価格調整条項のような条項はな

かったことからすれば、本価格調整条項は、基本的には調整金額が満額支払われること

が想定されていたとみるべきであり、したがって、2013年において収入すべき金額は、

調整金額を含む譲渡代金全額であるとしました。 

一般に債権に業績条件等の条件が付されている場合には、その条件の成就の際に権利

が確定したとして収入を認識すると考えられます。本件は、その条件が実質的に条件と

して機能していたか否か（成就することが初めから想定されていたのか否か）に着目し

て判断がなされた点に特殊性があると考えられます。本件は個人の所得税に関する事案

ですが、収入時期に関する判断は基本的に法人税においても同様であるため、法人税の

文脈においても重要な意味を持つと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（タイ）：反汚職法（Organic Act on Anti-Corruption）改正 
 

2014年 5月の軍事クーデターにより発足したタイのプラユット暫定政権は、「汚職の

撲滅」を重要政策の一つに掲げており、2015年 7月に Organic Act on Anti-Corruption

（「反汚職法」）が大幅に改正され、汚職防止法制が強化されていましたが（「改正前反

汚職法」）、2018年 7月 20日、反汚職法をさらにいくつかの点で整理する内容の改正が

行われました（「改正反汚職法」）。そこで、以下改正汚職法の概要についてご紹介いた

します。 

 

（1） 反汚職法の概要 

反汚職法は、刑法とともに、公務員の収賄及び公務員に対する贈賄を取り締まる法

律になります。公務員に対して贈賄を行った場合、原則、5年以下の禁固、10万バー

ツ以下の罰金、又はその併科が科せられます（刑法 114 条、改正反汚職法 176 条）。

また、一定の場合には、個人だけではなく、法人も処罰される可能性があります（2015

年 7月の改正において、個人の行為であってもそれが「法人の利益のために」行われ
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たものであり、当該法人が当該違反行為を防止するための「適切な内部措置」を講じ

ていなかった場合には当該法人も処罰の対象となる、といった改正が行われていま

す。）。 

 

（2） 処罰対象の拡大 

今回の改正の重要な変更点として、これまでは反汚職法の対象となる法人は基本的

にタイ国内の法人と解釈されてきましたが、今回の改正において、処罰対象としてタ

イで「事業活動を行う外国法人」が含まれることが明確化されました。具体的には、

タイ国内に拠点がない場合であっても、コンサルタント等を通じて公的機関から契約

の受注を受けるために入札をする場合に、外国法人が公務員に賄賂を提供するとき等

が考えられます。 

その詳細な内容・範囲は今後の運用又は追加の告示等による National Anti-Corruption 

Commission（汚職防止委員会「NACC」）からの説明を待つ必要がありますが、外国

法人であっても、タイにおける事業展開や上記のような入札が頻繁に想定される企業

においては、法人としての処罰を免れるための「適切な内部措置」を具体的に講じて

いくことが望まれます（「適切な内部措置」の具体的な指針は、2017年 9月に NACC

より「法人における贈賄行為防止のための内部統制措置に関するガイドライン」とし

て公表されています。その詳細は Client Alert 2018年 1月号（49号）のアジア（タイ）

欄においてご説明させていただいています。）。Client Alert 2018 年 1月号（Vol.49） 

 

（3） 政府補助金の導入 

また、今回の改正において、NACC の調査費用、報奨金、反汚職普及活動のため、

「National Anti-Corruption Fund」と呼ばれる基金が立ち上げられることになりました。

これにより、これまで反汚職法が積極的に執行されない原因の一つとも言われていた

NACC の資金不足といった点が多少なりとも改善され、以前よりも NACC が十分な

調査を行う機会が得られたといえます。 

 

今回の改正は、タイ政府が汚職防止に対して強固な姿勢であることをより明確にした

ものといえます。しかし、改正反汚職法に関する新たな NACC告示は出されておらず、

現在行われている実務運営の動向は明確にはなっていません。この点については、引き

続きフォローアップを行う必要があると考えております。 
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13. 新興国（ロシア）：国外の電子商取引事業者に係る VAT税制の改正 

 

2019年 1月 1日、付加価値税（Value Added Tax（VAT））に関する税制を改正する

ロシア連邦法第 335‐FZ 号が施行されます。この法律が施行されることにより、ロシ

アの顧客との間で電子商取引を行う国外事業者には、一律に、税務当局への登録、並び

に VATの申告及び支払義務等が課されることとなります。 

2017 年 1 月 1 日から施行された法律においては、電子商取引を行う国外事業者のう

ち、ロシアの消費者を顧客として事業を行う事業者（B2C）に、ロシアの税務当局への

登録、並びに VAT の申告及び支払等が義務づけられていましたが、ロシアの事業者を

顧客とする国外事業者（B2B）には、かかる義務が課されていなかったため、B2B取引

に係る VAT の報告及び支払手続は、顧客である事業者が行っていました。しかし、実

態においてかかる B2B 取引は大規模な多国籍企業である国外事業者からロシアの中小

企業に対して行われているのが大多数であるところ、ロシアの中小企業が義務の主体と

なる一方で、規模で優る国外事業者には何の負担も課せられないとするのは不公平であ

る、ロシアで事業を行う国外事業者の数は限られているにもかかわらず、顧客である数

千社に上るロシアの中小企業を規制する手続は煩雑である、顧客の属性により外国事業

者に課す義務を区別するのは合理的でないといった理由により、税制の是正が望まれて

いました。その結果、今回の改正では、B2B 取引のみを行う国外事業者にも、B2C 取

引を行う国外事業者と同様の義務が課せられることとなりました。このような改正によ

り、国外事業者は一律に登録等の義務を負うこととなりますが、他方で、国外事業者と

しては取引開始にあたり、顧客の属性を事前に確認する必要がなくなったというメリッ

トもあります。 

上記の改正により、新たに登録が必要となった国外事業者は、遅くとも 2019年 2月

15 日までに登録を行う必要があります。かかる登録手続の完了には、最大 1 ヶ月程度

要するとのことですので、対象となる事業者は、手続の準備を早めに開始しておくこと

が望ましいと考えられます。なお、ソフトウェアやデータベースのライセンスを行う事

業者については、従前どおり、税務当局への登録義務は負うものの、VATの支払いは免

除されます。また、登録事業者は、VATの申告及び支払義務以外にも、登録事業者とし

て、顧客に対する必要書類の提供義務等を負うこととなりますので、登録にあたっては、

かかる義務の詳細についても、確認しておく必要があります。 

さらに、今回の改正は、グループ間取引も適用の対象としているため、ロシア所在の

グループ会社を有している事業者は、当該グループ会社との取引にあたり、今回の改正

による規制の適用の有無につき、事前に確認しておくことが望ましいと思われます。 

今回の改正は税制に限定されたものでしたが、インターネットを介した商品又はサー

ビスに係る取引が世界規模で急速に拡大していることに鑑みると、ロシアにおける税制

以外のインターネットビジネスに関する規制も今後改正されていく可能性があります

ので、今後の展開については注視しておく必要があります。 
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14. 国際訴訟・仲裁：JCAA、仲裁人・調停人経験者リストを公開 

 

2018 年 8 月 28 日、日本の代表的な仲裁機関である一般社団法人日本商事仲裁協会

（JCAA）は、JCAA において仲裁人・調停人を経験した者のリストを公開しました。

仲裁人・調停人経験者リストは、JCAAのウェブサイトにおいて閲覧することが可能で

す（http://www.jcaa.or.jp/arbitration/rules.html）。 

JCAA の公開した仲裁人・調停人経験者リストは、1998 年以降に申し立てられた仲

裁事件・調停事件において、仲裁人又は調停人を務めた者を日本人と外国人とを分けて

2つにリストアップしたものです。掲載について本人の同意があった者のみのリストと

いうことではありますが、仲裁人・調停人経験者の氏名及び国籍、仲裁人・調停人の別、

当該事件における仲裁言語、申立年度等が一覧性をもって整理されています。さらに、

仲裁人については、当事者選任仲裁人、単独仲裁人、第三仲裁人とで区別されており、

大変参考になります。 

仲裁人等の選任にあたっては、仲裁等の当事者としては、仲裁人リスト等を参考にし

ながら情報を収集し、当該事件において適任の仲裁人等が選任されるように活動するも

のですが、これまで JCAAの仲裁人等について、このような網羅的なリストは公表され

ておらず、特に仲裁人等候補者の JCAAにおける手続経験を的確に把握することは容易

ではありませんでした。今後は、この JCAAから公開された仲裁人・調停人経験者リス

トを利用することで、より充実した仲裁人等候補者の選任に向けた活動が可能となるこ

とが期待されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  パートナー 土屋 智弘

    03-5223-7740

    tomohiro.tsuchiya@mhmjapan.com

  アソシエイト 井上 ゆりか

    03-6213-8163

    yurika.inoue@mhmjapan.com

  アソシエイト 四宮 雄紀

    03-5220-1884

    yuki.shimiya@mhmjapan.com

パートナー 横田 真一朗 

 03-6212-8365 

 shinichiro.yokota@mhmjapan.com 

http://www.jcaa.or.jp/arbitration/rules.html
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『SIAC Academy Tokyo 2018』 

開催日時  2018年 9月 7日（金）、9月 8日（土）9:00～18:00 

講師    関戸 麦 

主催    Singapore International Arbitration Centre 

 

 セミナー  『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上 

のポイントを重点的に解説～』 

開催日時  2018年 9月 10日（月）13:30～16:30 

講師    熊谷 真和、髙橋 悠 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『海外子会社・海外拠点管理のノウハウ～贈収賄の恐ろしさ、日本 

版司法取引第 1号事件から、グループ会社管理手法、ビジネスと人 

権など～ 

開催日時  2018年 9月 26日（水）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『「フェア・ディスクロージャー・ルール」に対応した情報管理規 

程等、社内体制の整備と実務のポイント～ポリシーの改定、規程の 

見直し、ガイドライン・マニュアルの整備から、決算説明会・株主 

総会での留意点まで～』 

開催日時  2018年 9月 27日（木）13:00～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『親事業者のための「下請かけこみ寺」対応策～独禁法と下請法の 

基本と勘所を正しく体感・体得！！～』 

開催日時  2018年 10月 1日（月）14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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 セミナー  『好評につき再度開催決定！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 10月 2日（火）10:00～12:30 

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     『経営者保証ガイドライン実践活用 Q&A―担保・保証に依存しな 

 い融資はこう進める―』（2018年 8月刊） 

出版社   株式会社 銀行研修社 

著者    松井 裕介、浅井 大輔、田尻 佳菜子、吉田 和央、木山 二郎、篠

原 孝典、白根 央、石田 渉、長谷 修太郎、吉田 瑞穂 

 小田 大輔、山崎 良太（編著） 

 

 本     『弁護士が教える いちばんわかりやすい労働判例集』（2018年 

 8月刊） 

出版社   株式会社労務行政 

著者    高谷 知佐子、安倍 嘉一、武田 彩香、上田 雅大、島田 里奈、清

水池 徹、宇賀神 崇、坂本 萌、岩澤 祐輔、千原 剛、南谷 健太、

輪千 浩平、秋田 顕精、宇田川 翔、山口 みどり（共著） 

 

 論文    「＜実務問答会社法 第 24回＞株主総会に係る議決権行使書面の提 

 出期限」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2174 

著者    渡辺 邦広 

 

 論文    「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2018 年版）」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.8 

著者    森 規光、水本 真矢 

 

 論文    「速報―改訂されたコーポレートガバナンス・コードに対応したガ 

 バナンス報告書の開示」 

掲載誌   資料版商事法務 No.412 

著者    澤口 実、飯島 隆博、白岩 直樹、片山 和紀 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「標準必須特許と国際仲裁 ～模擬仲裁での経験と東京国際知的財 

 産仲裁センター開設への展望～」 

掲載誌   NBL No.1127 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「衛星リモートセンシング事業と情報法」 

掲載誌   NBL No.1127 

著者    横山 経通 

 

 論文    「すぐに使える 危機管理の書式（8）調査報告書（下）」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.10 

著者    藤津 康彦、新井 朗司、塚田 智宏 

 

 論文    「取締役会実効性評価の実務の現状」 

掲載誌   月刊監査役 No.686  

著者    奥山 健志 

 

 論文    「人間邂逅 フィンテックの後押し役」 

掲載誌   プレジデント 2018.9.17号 

著者    堀 天子 

 

 論文    「改正著作権法、改正不正競争防止法について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.30 No.9 

著者    池村 聡 

 

 論文    「医薬品・医療機器企業と M&A」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2018年 8月号 

著者    浦岡 洋 

 

 論文    「GDPR対応の実務上の重要ポイント プライバシーポリシー、処 

 理契約、データセキュリティを中心に」 

掲載誌   Business Law Journal 2018年 10月号 

著者    田中 浩之 

 

 論文    「中国における外資企業の設立・変更手続の簡易化の動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    本間 隆浩 
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 論文    「中国における外資参入規制緩和の動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    本間 隆浩 

 

 論文    「中国「外国投資法」制定の動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    本間 隆浩 

 

 論文    「Robotics法律相談室 IoTの進展を踏まえサイバーセキュリティ 

 基本法はどう変わるか」 

掲載誌   日経 Robotics 2018年 9月号 

著者    林 浩美 

 

 論文    「学校法人札幌大学（給与支給内規変更）事件」 

掲載誌   WEB労政時報 

著者    白岩 直樹 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Data Protection  

 2018 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Data Protection 2018 

 5th Edition 

著者    林 浩美、島田 里奈 

 

 論文    「Stock-for-stock transactions by Japanese companies - what you  

 need to know」 

掲載誌   The In-House Lawyer Summer 2018 

著者    塩田 尚也 

 

 論文    「Japan: Legal landscape for Islamic finance」 

掲載誌   Islamic Finance News Volume 15 Issue 33 

著者    石川 直樹 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides International Arbitration 2019 -  

 Japan Law and Practice」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides International Arbitration 2019 

著者    関戸 麦、横田 真一朗、金丸 祐子 
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NEWS      http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 岡田 淳 弁護士が日本弁理士会「弁理士法改正対応研修カリキュラム等検討ワー

キンググループ」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 

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

