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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 2016 年 1 月号（第 25 号）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：特許庁が画像デザインの保護の在り方について報告書 

案を公表 

   

特許庁は、2015 年 12 月に、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書

「画像デザインの保護の在り方について」（案）を公表しました。この報告書案は、同

小委員会が 2014 年 1 月に取りまとめた報告書（「創造的なデザインの権利保護による

我が国企業の国際展開支援について」）が、画像デザインの保護制度の在り方に関し、

意匠審査基準ワーキンググループにおいて、画像を含む意匠の登録要件について、意匠

法 2 条 2 項の「機能」に係る審査基準を改訂することにより、①物品にあらかじめ記録

された画像のみならず、後から追加される操作画像を保護対象とし、②パソコンの操作

画像を保護対象とすることを視野に入れた具体的検討を行い、その後、同小委員会にお

いて実施・侵害行為等についての考え方と共に更なる検討を行うとしていたことを受け

て作成されたものです。 
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 報告書案では、今後の対応の方向性として、スマートフォンやタブレットコンピュー

タといったモバイルデバイスの利用が急速に拡大する中、物品の機能の変化に係る現代

社会の要請に対応して意匠審査基準を改訂することは、法改正を要せずに迅速に実現可

能な措置であると共に、画像を含む意匠について、現行意匠法の下で可能な 大限の保

護と活用を図るために必要なことであるとし、報告書案に先立ち意匠審査基準ワーキン

ググループが取りまとめた上記①②に従った改訂意匠審査基準案を速やかに実行に移

すことが適切であるとしています。また、別紙 2 として、改訂意匠審査基準案が実行さ

れた場合の実施・侵害行為等についての考え方が幅広くまとめられており、参考になり

ます。 

 この報告書案は、本年 1 月 19 日まで意見募集が行われており、そこで出された意見

も踏まえ、 終的な取りまとめが行われることとされています。 

 

＜参考資料＞ 

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書 

「画像デザインの保護の在り方について」（案） 
    http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/151221_gazo/01.pdf  

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：「独占禁止法審査手続に関する指針」の公表・任意  

の供述聴取に係る苦情申立制度の導入 

 

2015 年 12 月 25 日、公正取引委員会は、独禁法違反被疑事件について調査を行う際

の指針を示した「独占禁止法審査手続に関する指針」（「指針」）を公表し、併せて、事

業者向けに調査の実施手順等について取りまとめた説明資料を公表しました。また、同

日、指針に基づいた、調査における任意の供述聴取に関する苦情申立制度の導入につい

ても発表されています。 

今回公表された指針は、同年 6 月 30 日に公表されていた原案から大きく異なるもの

ではありませんが、パブリックコメントを受けて、審査官等の身分証明書の提示や、供

述聴取のつどの任意協力であることの確認、事業者による提出物件の早期の閲覧・謄写

についての配慮、留置物の速やかな還付といった事項について追記がなされ、手続の適

正性に配慮することが一層明確化されています。 

また、供述聴取時のメモの書き取りや弁護士を含む第三者の立会いについて、原則と

して認められないとする点は原案と同じであるものの、指針では、審査官等が適正円滑

な実施の観点からメモの書き取りや弁護士等の立会いを例外的に認める場合があるこ

とが明文化されました。 

弁弁護護士士  小小野野寺寺  良良文文  
  0033--55222233--77776699  

 yyoosshhiiffuummii..oonnooddeerraa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  池池村村  聡聡  
  0033--66226666--88550077  

  ssaattoosshhii..iikkeemmuurraa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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その他注目すべき変更として、立入検査の対象範囲として、原案では「立入検査は、

違反被疑事業者等の営業部門、経理部門、法務部門等その名称にかかわらず…行う」と

記載されていたところ、指針では「法務部門」が削除されたことが挙げられます。しか

し、パブリックコメントへの回答によると、これはあくまで通常の立入検査が主に営業

部門・経理部門を対象として行われていることから修正されたものであって、立入検査

の範囲は審査官の裁量に委ねられており、調査に必要であると合理的に判断された場合

には法務部門も対象となるとのことであり、法務部門が立入検査対象から当然に除かれ

るとする趣旨ではないことに注意が必要です。 

苦情申立制度は、供述聴取において、指針の「第 2 2 供述聴取」の記載に反する

審査官等の言動があった場合に、原則として聴取の日から 1 週間以内に、審査部門とは

別の部署である公取委官房総務課に書面による苦情申立てを行うことができるという

制度であり、2016 年 1 月 4 日以降に行われた任意の供述聴取を対象としています。苦

情申立てに対しては、公取委は官房総務課の調査を踏まえて必要な措置を講じ、申立人

に対して処理結果を書面により遅滞なく通知することとされています。なお、本申立制

度の対象は上記のとおり供述聴取時のものに限定されていますが、その他の資料提出や

報告の依頼等に関する苦情がある場合には、本申立制度の枠外で審査長等が対応し、誠

意をもって対応する旨、パブリックコメントの回答において明記されています。 

立入検査は事業者が予期しないタイミングで突発的に行われるものであることから、

事業者自身で上記の指針・制度や事業者向け説明資料の内容をよく把握するとともに、

立入検査時には実務に通じた弁護士に立ち会わせることにより、その後の審査手続にお

いて効果的に防御活動ができるよう、平時の備えが重要です。 

 

 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：再エネ法施行規則改正案の公表 
 

2015 年 12 月 25 日、経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等（2016 年 4 月 1 日施行予定。

「再エネ法施行規則改正案」）を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。 

再エネ法施行規則改正案においては、①特定契約の応諾義務の例外、②接続契約の応

諾義務の例外、③交付金の額の算定方法及び④回避可能費用の算定方法等についての改

正案が提示されています。 

①については、現状の応諾義務の例外のうち、(i)振替補給費用の負担に同意しない場

合及び(ii)変動範囲内発電料金等を追加的に負担する必要が生じることが見込まれるこ

とが削除され、また前事業年度の全国における電気の供給量が年間 5 億 kWh 未満の小

弁弁護護士士  宇宇都都宮宮  秀秀樹樹  
 0033--55222233--77778844 

  hhiiddeekkii..uuttssuunnoommiiyyaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  竹竹腰腰  沙沙織織  
 0033--66226666--88990033 

  ssaaoorrii..ttaakkeekkoosshhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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売電気事業者等は応諾義務を負わないこととされています。②については、接続請求電

気事業者が所有する発電設備及び調達する電気の発電設備に加え、旧新電力（特定規模

電気事業者）が所有する発電設備及び調達する電気の発電設備を出力制御の対象に加え

ること、及び、風力発電の出力制御については定格出力に対する部分的な出力制御を考

慮した時間評価とすべく、規定を明確化することとされています。③については、交付

金の額に、FIT インバランス特例において発生するインバランスリスク相当額を加える

こととされています。④については、回避可能費用単価の算定方法を原則として市場価

格連動制に移行するとされています。但し、再エネ法施行規則改正案の施行時点で売電

を開始している場合又は施行規則の交付日までに特定契約と接続契約の両方を締結済

みの場合には、施行後 5 年間は激変緩和措置として、小売電気事業者等が調達した電気

のうち、需要に用いられた電気については現行の回避可能費用単価の算定方法を適用す

ることとされています。 

なお、再エネ法施行規則改正案に対するパブリックコメントの終了日は 2016 年 1 月

29 日（必着）であり、パブリックコメント手続を経た後の公表内容にも注視する必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：育児・介護休業制度の見直しの議論進む 
 

2015 年 12 月 21 日、労働政策審議会は、「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」

と題する建議を行いました。これは、育児介護休業法の一部改正法（平成 21 年法律 65

号）の附則 7 条の検討規程に基づき、2015 年 9 月から、雇用均等分科会において検討

を行った結果に基づくものです。 

当該建議においては、仕事と家庭の両立支援対策において、以下の 3 点が重要である

ことが指摘されています。 

・妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働

き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指す。 

・介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにする

ため、介護休業や柔軟な働き方の制度を様々に組み合わせて 対応できるような制

度の構築が必要。 

・非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理

由とする不利益取扱い等の防止を図ることが必要。 

その上で、仕事と家庭の両立支援対策の方向性として、具体的な制度として以下が挙

弁弁護護士士  小小林林  卓卓泰泰  
 0033--55222233--77776688  

  ttaakkaahhiirroo..kkoobbaayyaasshhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  市市村村  拓拓斗斗  
 0033--66222266--88777722  

  ttaakkuuttoo..iicchhiimmuurraa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  久久保保  圭圭吾吾  
 0033--66226666--88997755  
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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。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 

げられています。 

①介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備 

(i) 介護休業の分割取得を認める： 対象家族 1 人につき、3 回を上限として、通算

93 日まで、介護休業を 分割取得することができることとする。 

(ii) 介護休暇の取得単位の柔軟化： 半日（所定労働時間の二分の一）単位の取得を

可能とする。（日常的な介護ニーズに対応） 

(iii) 介護のための所定労働時間の短縮措置等： 介護休業とは別に、利用開始から 3

年の間で 2 回以上の利用を可能とする。 

(iv) 介護のための所定外労働の免除（新設）： 介護終了までの期間について請求す

ることのできる権利として新設する。 

(v) 介護休業等の対象家族の範囲の拡大： 同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹

及び孫も追加する。 

(vi) 仕事と介護の両立に向けた情報提供： 労働者に対する介護サービスや介護休

業に関する相談・支援の充実を図るとともに、企業における両立支援制度の利用

等に関する周知や相談窓口の設置等の取組みを支援する。 

 

②多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度の整備 

(i) 子の看護休暇の取得単位の柔軟化： 半日（所定労働時間の二分の一）単位の取

得を可能とする。 

(ii) 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和： 有期契約労働者の育児休業につ

いて、a. 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上であること、b. 子が

1 歳 6 ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないこ

とが明らかな者を除く、とし取得要件を緩和する。 

(iii) 育児休業等の対象となる子の範囲： 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁

組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準じるといえるような

関係にある子については育児休業制度等の対象に追加する。 

(iv) 妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者

の就業環境の整備： 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・

同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を 

事業主に義務づける。また、派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も

事業主とみなして、上記防止措置義務を適用する。また事業主による育児休業等

の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止規定を派遣先にも適用する。 

 

上記の各法整備が行われた場合には、事業主において人事管理上の対応や就業規則の

変更・整備を迫られることになります。特に②(iv)では、いわゆるマタニティーハラ

スメントに該当する言動について、法律上事業主に防止措置義務が課せられることと

なり、セクシャルハラスメントと同様、事業主における周知、教育、研修等も必要と

なる他、企業のコンプライアンスやリスク管理の観点からも対応が迫られることにな
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ると思われます。 

 

 

 

 

6. 会社法：売買単位の 100 株への移行期限の決定について 
 

2015 年 12 月 17 日、全国証券取引所は、証券取引所における売買単位を 100 株単位

へ統一するための移行期限を 2018 年 10 月 1 日とする旨を公表しました。 

全国証券取引所においては、投資家の利便性向上のため、2007 年 11 月に公表した「売

買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、売買単位を 100 株に統一するための取組み

を進めており、当初 8 種類存在した売買単位は、昨年までに、100 株と 1,000 株の 2 種

類に集約されておりますが、残る 1,000 株単位の上場会社（統計によれば、2015 年 12

月現在、986 社（約 27.4%））についても、上記期限までに 100 株単位へ移行すること

が求められることとなります。 

なお、単元株式数の変更については、原則として株主総会の特別決議による定款変更

が必要となりますが、単元株式数を減少する場合には、例外として、取締役会決議によ

り変更が可能とされておりますので（会社法 195 条 1 項）、株式併合等を行わずに 1,000

株単位を 100 株単位へと変更するのみであれば、株主総会決議を要することなく変更が

可能であることにご留意ください。 
 

 

 

 

 

 

7. 一般民事：課徴金制度に関する改正景表法の施行日が決定 
 

2015 年 12 月 11 日、2014 年 11 月に成立した、不当表示に対する課徴金制度を導入

する不当景品類及び不当表示防止法（景表法）の改正法について、施行期日を 2016 年

4 月 1 日と定める政令が閣議決定されました。 

同改正法により課徴金の対象とされるのは、優良誤認表示（商品・役務の品質等、内

容の優良性について一般消費者に誤認を与える表示）及び有利誤認表示（価格等、取引

条件の有利性について一般消費者に誤認を与える表示）です。 

これらの不当表示を行った事業者には、原則として、不当表示に係る商品・役務の売

上高の 3%（ 大 3 年分）の課徴金が課されることになります。但し、①不当表示であ

ると知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められた場合に

は課徴金は課されず、②不当表示をした事業者が調査を受ける前に消費者庁長官に自主

申告した場合には課徴金が減額され、③一般消費者の被害回復を促進するため、所定の
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手続に基づき返金措置を行った場合にも課徴金が減額されます。 

事業者は、いよいよ数ヶ月後に迫った課徴金制度導入に備え、改正法の内容を正しく

理解した上で、不当表示の発生を防止するための管理体制の整備をする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：M&A に関する役員の善管注意義務違反を否定した裁判例 
 

東京地裁は、2015 年 10 月 8 日、環境事業のベンチャー企業である A 社及び不動産

事業を営む B 社（いずれもその後経営破綻）の株式を取得した C 社の株主が、当該株

式取得時の取締役及び監査役らに対して、善管注意義務違反があった等として C 社に対

する損害賠償を求めた株主代表訴訟において、被告役員らの善管注意義務違反を否定す

る旨の判決を言い渡しました。 

東京地裁は、取締役について経営判断の原則に基づく判断基準を採用した上で、①A

社の株式取得（第三者割当増資）については、ベンチャー企業への投資が不確実な将来

の経営状況等の予測に基づくものにならざるを得ない点も考慮して検討するとして、A

社の計算書類等の調査やヒアリング内容等を前提に今後の売上げ・利益を見込んでいる

こと、環境事業の成長に期待することは合理的であること、社内手続を履践しているこ

と等を考慮し、また、②3 度にわたる B 社の株式取得（第三者割当増資及び株式譲受）

については、事業上の関係を強化してシナジー効果を享受するという目的、その当時の

B 社の財務状況を踏まえた専門家の意見状況、社内手続の履践状況等を総合的に考慮し、

いずれについても取締役の判断は著しく不合理とはいえず、善管注意義務に違反しない

としました。特に 3 度目の B 社の株式取得（第三者割当増資）については、その時点で

B 社の経営破綻の危険があったことは否定できないとしつつ、取締役会決議事項でない

にもかかわらずこれを経た慎重な社内手続を履践していること等を考慮して、取締役の

判断は著しく不合理とはいえないとしています。 

本判決は、事例判断ではあるものの、M&A に関する取締役の判断過程、内容の合理

性を判断するための考慮要素を示したものとして、実務上参考になると思われます。 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー：証券税制に関する改正の施行 
 

2016 年 1 月 1 日に所得税法等の一部を改正する法律が一部施行され、これにより、

証券税制が改正されました（「本改正」）。 

本改正の主要な点として、株式等及び公社債等に係る所得に対する課税の見直しが挙

げられます。具体的には、上場株式、上場 ETF、上場 REIT、上場投資信託の受益権等

に加えて、国債、地方債、一定の公社債（特定公社債）も「上場株式等」に含まれるこ

ととなり、これらの利子・分配金、譲渡損益、償還損益等が、申告分離課税の対象にな

りました。また、特定公社債に係る利子・分配金や譲渡損益等を上場株式等に係る配当

金・分配金や譲渡損益等と損益通算することや、特定公社債を特別口座に預け入れるこ

とも可能になりました。 

本改正は、金融所得課税の一体化の一環として行われたものですが、今後、さらに一

体化が進むことが予想され、改正の動向が注目されます。また、これらの改正により、

個人による投資等が促進され、証券市場が活性化することが期待されます。 

 
 

 

 

 

 

10. 税務：平成 28 年度税制改正大綱における役員給与に関する改正 
 

2015 年 12 月 24 日、「平成 28 年度税制改正の大綱」（「本大綱」）が閣議決定されま

した。その中で、日本企業の「稼ぐ力」向上に向けた「攻めの経営」を促すべく、企業

経営者に適切なインセンティブを付与するという観点から、以下のとおり、役員給与に

おける多様な株式報酬や業績連動報酬の導入を促進するための税制の整備が予定され

ています。 

 

①利益連動給与の算定指標の明確化 

  法人税法上、損金算入可能な役員給与は 3 つの類型（定期同額給与、事前確定届

出給与及び利益連動給与）に限られているところ、「利益連動給与」に該当するた

めには、その算定方法が、有価証券報告書に記載されたその事業年度の利益に関す

る指標を基礎とした客観的なものである必要があります（法人税法 34条 1項 3号）。 

  本大綱では、この「利益連動給与」の算定指標の範囲に ROE（自己資本利益率）

その他の利益に関連する一定の指標が含まれることとされています（本大綱 58 頁）。 

 

②役員給与として付与された譲渡制限付株式の取扱い 

本大綱では、法人が、個人から受ける将来の役務の提供の対価として一定の譲渡

制限付株式を交付した場合には、事前確定届出給与として整理した上で、届出を不
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要とし（本大綱 58 頁）、その役務の提供に係る費用の額は、原則として、その譲渡

制限付株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度の損金の額に算入する措

置を講ずるものとされています（本大綱 59 頁）。 

 

上記の改正により、インセンティブ報酬としての利益連動給与や譲渡制限付株式の導

入が進むことが期待されます。 

・税制改正大綱（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taiko

u.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 金融規制：FinTech の環境整備に資する金融審議会報告書の公表 
 

①金融庁は、2014 年 9 月より、金融審議会の下に、決済業務等の高度化に関するス

タディ・グループを設け、決済サービス及び関連する金融業務のあり方等に関して、リ

テール分野を中心としたイノベーションの進展や、企業の成長を支えるホールセール分

野における決済サービスの高度化や決済インフラの改革等について主として検討を行

ってきました。2015 年 4 月に「中間整理」が公表された後、ワーキング・グループに

おいて引き続き審議され、2015 年 12 月 22 日、同グループの検討結果を取りまとめた

報告書が公表されました。 

この中では、FinTech の動きが拡大していることを踏まえ、決済サービスについて様々

な提言がされています。(i)リテール分野（個人や法人等当事者間で行われるもの）につ

いては、銀行がイノベーションの動きから取り残されることのないよう、戦略的に先進

的 IT を取り込み、銀行業務のあり方を絶えず革新し、オープン・イノベーションを重

視した体制とモデルを構築することが重要な課題であること、銀行以外の事業者が金融

サービスのイノベーションに積極的な役割を果たしているところ、こうした取組みがさ

らに進展していくことが期待されること、従来の規制領域をまたがる形で決済サービス

が発達しているので業務横断的な規制体系のあり方の検討が必要であること等が提言

されています。(ii)ホールセール分野（主として銀行間で行われるもの）については、企

業の成長を支える決済サービスを戦略的に高度化する必要性があり、CMS を進めるた

めの施策の実施や決済インフラについての改革の実施が提言されています。この他、(iii)

近年のビットコインを始めとする仮想通貨の出現にあわせて、マネー・ロンダリング防

止及び利用者保護を目的とした仮想通貨法制の検討結果もまとめられています。仮想通
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貨については、この検討結果をもとに、本年中に法案が国会に提出される予定です。 

 

②金融庁では、①とは別に、FinTech の台頭を受けて、金融機関が様々な金融サービ

ス分野において、イノベーションの促進に向けた取組みを実現していくためには、金融

グループをめぐる制度のあり方そのものについても検討を行うことが必要として、金融

グループ全体での戦略的かつ柔軟な業務運営の促進の観点から審議を行うため、金融グ

ループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループを設置し検討を進めていまし

たが、2015 年 12 月 22 日、この検討結果を取りまとめた報告書も公表されました。 

この中では、金融グループが FinTech の動きに対応した出資を行う場合、出資対象と

なる企業の業務には様々なものがあり、必ずしも従来の「従属業務」や「金融関連業務」

に該当しない領域があるとしつつ、例えば、「認可」を受けて「銀行が提供するサービ

スの向上に資する業務又はその可能性のある業務」を行うための子会社等への出資を行

うことができるように法改正すること等が具体的に提言されています。 

 

③金融庁が、本年度の金融行政方針の中で FinTech に関する施策を具体的重点施策と

して掲げていたとおり、今般提出された 2 つの報告書はいずれも FinTech の環境整備に

資するものといえます。世界中で FinTech に関するビジネスが注目を集めるなか、我が

国におけるFinTechに係わる法制度及び行政上の施策の動向にも引き続き留意が必要で

す。 

 

 

 

 

12. 中国・アジア：インドネシアにおける輸入業者識別番号（API）に関   
する規則の改正 

        

インドネシアでは、2015 年 9 月 28 日の商業大臣令 2015 年 70 号（「規則 70 号」）に

より、輸入業者識別番号（API）に関する規則が改正されました。しかし、規則 70 号の

一部規制について、国内の産業界からの批判が相次いだことから、商業省は 2015 年 12

月 23 日に、当該規制を緩和する商業大臣令 2015 年 118 号（「規則 118 号」）を新たに

定めました。これらの規則はいずれも 2016 年 1 月 1 日より施行されています。これら

の規則により導入された新たな規制について、重要なポイントをご紹介いたします。 

 

①API-P と API-U 

インドネシアでは、原則として、API を保有する業者でなければ輸入を行うこと

ができません。この API はさらに、製造業のための原材料等の輸入を主に想定した

製造輸入業者識別番号（API-P）と完成品輸入を想定した一般輸入業者識別番号

（API-U）に区分され、一法人はこのいずれかしか取得できないこととされていま
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す。規則 70 号及び規則 118 号の下でも、この区分は維持されています。 

 

②規則 70 号による API-P に関する規制強化と規則 118 号による緩和 

API-P は資本財、原材料、補助材及び製造過程に用いられる材料を自己使用目的

で輸入する際に用いられるものであり、原則として API-P に基づく完成品の輸入は

認められていないところ、規則 70 号制定以前は、市場調査目的や補完品として輸

入する場合に限って、例外的に API-P に基づく完成品の輸入が認められていました。

しかし、規則 70 号では、上記 API-P 保有者による完成品輸入の例外が削除されま

した。 

規則 70 号に関しては、API-P 保有者による完成品輸入がおよそ認められなくな

ることを懸念した産業界からの強い批判を招いたため、商業省は、規則 118 号にお

いて、従前同様の例外規定を再度設け、さらに、アフターセールスサービスのため

の輸入を新たな完成品輸入の例外類型として追加しました。以下の表は、規則 118

号における各類型の完成品輸入が認められるための要件を記載したものです。 

 

完成品輸入の例外類型 要件 

市場調査 ① 製品が新品であること 

② 製品が API-P 保有者による生産ができないものであ

ること 

③ 製品が API-P 保有者の保有するビジネスライセンス

等と整合したものであること 

④ 市場調査目的の製品輸入は監督官庁の定める一定の

数量及び期間に限り行うものであること 

補完品 ① 製品が新品であること 

② 製品が API-P 保有者による生産ができないものであ

ること 

③ 製品が API-P 保有者の保有するビジネスライセンス

等と整合したものであること 

④ 製品が API-P 保有者と株式保有や一定の契約等に基

づく特別な関係を有する海外の関連当事者により製

造されたものであること 

アフターセールス 

サービス 

① 製品が新品であること 

② API－P 保有者が当該製品を完全に生産することが

できない、又は、当該製品のインドネシア市場にお

ける取得が限定されていること 

③ 製品が API-P 保有者の保有するビジネスライセンス

等と整合したものであること 
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なお、規則 70 号制定以前は、API-P 保有者による完成品輸入については、商業

省より Producer Importer としての認証を得た業者についてのみ認められていまし

た。規則 70 号及び規則 118号の下では、Producer Importer という用語が削除され、

Producer Importer の認証の代わりに商業省からの Import Approval の取得を必要と

するものとされています。 

 

③規則 70 号による API-U に関する規制の緩和 

規則 70 号制定以前においては、API-U 保有者は、原則として 21 の HS コードの

うちの 1 つの HS コードに属する製品しか輸入することができず、例外的に、輸出

業者との間で、一定の契約上の合意や株式保有等の「特別な関係」がある場合等に

限り、複数の HS コードに属する製品の輸入が認められていました。 

規則 70 号は、上記の HS コードに関する制限を廃止し、輸出業者との間で「特

別な関係」があるか否かにかかわらず、API-U 保有者は複数の HS コードに属する

製品を輸入することが可能となりました。この改正は、規則 118 号においても維持

されています。 

 

上記のとおり、今回の一連の API に関する改正により、全体としては API に関する規

制は緩和されたと評価できます。しかし、API-P 保有者の完成品輸入の例外が認められ

るための要件はいずれも抽象的なものであり、その実際の運用がどの程度合理的に行わ

れるか等、今後の動向にも引き続き注視する必要があると考えられます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（メキシコ）：使用者によるバックペイに上限を設けた 2012 

年改正労働法に対する違憲判決 

 

メキシコにおいては 2012 年に連邦労働法の改正が行われましたが、かかる改正の中

で、それまでは無制限であった不当解雇事案における使用者によるバックペイ（係争期

間中の賃金相当額の支払い）の金額に、賃金 12 ヶ月分という上限を設けました。この

ような上限が設けられた背景には、メキシコの労働訴訟は長期にわたることも多い中で、
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従来の無限定のバックペイは時に使用者に過大な負担を課す場合があるという事情が

あり、当該改正は当時大きな注目を浴びました。 

当該バックペイの制限については、その後、その合憲性を巡ってこれまでに複数の訴

訟が巡回合議裁判所に係属していましたが、いずれも合憲判決が下されていました。し

かし今般、巡回合議裁判所によって、当該バックペイの制限規定に対する違憲判決が初

めて下されました。 

当該制限規定が違憲と判断されたということは、2012 年改正前と同様、使用者が無

制限のバックペイ支払義務を負うことを意味します。労働者の解雇を巡る実務に影響を

与える重要論点であり、巡回合議裁判所の判断が分かれる中で、 高裁がこの問題につ

いてどのような判断を下すか、今後の動向が注目されます。 
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 セミナー  『コーポレート・ファイナンス 新実務 ～元本償還権付・譲渡制限 

議決権型種類株式からリキャップ CB、Undocumented Offering まで 

近時の傾向と法的手法を徹底検証～』 

開催日時  2016 年 1 月 15 日(金) 14:00～17:00 

講師    根本 敏光  

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『民法（債権関係）改正と実務への影響』 

開催日時  2016 年 1 月 19 日(火) 15:00～17:30   

講師    上村 哲史   

主催    医薬品企業法務研究会   

 

 セミナー  『FinTech の進展と環境整備』 

開催日時  2016 年 1 月 19 日(火) 9:30～12:30   

講師    堀 天子  

主催    株式会社セミナーインフォ 
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 セミナー  『監査等委員会設置会社の実務～移行会社に聞く事例紹介～』 

開催日時  2016 年 1 月 21 日(木) 13:30～17:00   

講師    太子堂 厚子  

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『ファイナンス、ガバナンスに効く新たな種類株式の活用法 ～元本 

償還権付・譲渡制限議決権型種類株式、複数議決権型種類株式など近

時の事案に照らして徹底解説～』 

開催日時  2016 年 1 月 22 日(金) 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  第 5 回ビジネス著作権検定指導者セミナー 『これからの著作権と事    

例を活用した著作権教育について』 

開催日時  2016 年 1 月 23 日(土) 10:00～16:30   

講師    池村 聡  

主催    株式会社サーティファイ 著作権検定委員会    

 

 セミナー  『税理士が知っておくべき契約書の急所』 

開催日時  2016 年 1 月 27 日(水) 13:30～16:30   

講師    大石 篤史  

主催    株式会社日税ビジネスサービス    

 

 セミナー  『改正保険募集規制への実務対応の 先端～大規模乗合代理店、フラ  

ンチャイズ代理店の展開と FinTech革命を踏まえた保険募集ビジネス 

の新常態～』 

開催日時  2016 年 1 月 29 日(金) 13:30～16:30  

講師    増島 雅和  

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  会社役員のための法律実務研究会 2 月度例会『平成 28 年株主総会に 

向けての運営上の諸課題の検討』 

開催日時  2016 年 2 月 1 日(月) 12:00～14:30   

講師    菊地 伸  

主催    一般財団法人産業経理協会 
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 セミナー  『監査等委員会設置会社への移行実務で明らかとなった実際的な留意 

点』 ～平成 27 年定時株主総会の結果とその後の推移を踏まえて～ 

開催日時  2016 年 2 月 3 日(水) 9:30～12:30   

講師    石井 裕介   

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『外国為替及び外国貿易法（外為法）等に関係する輸出管理リスクへ 

の対応』 

開催日時  2016 年 2 月 3 日(水) 14:00～17:00   

講師    玉木 昭久    

主催    株式会社プロネクサス   

 

 セミナー  『民法改正と不動産取引・不動産ファイナンス取引への影響 ～売    

買・賃貸借等取引現場の実務対応を具体的に検討～』 

開催日時  2016 年 2 月 4 日(木) 13:30～16:30   

講師    青山 大樹  

主催    株式会社金融財務研究会   

 

 セミナー  『インド企業法務 実践の手引』 ～出版記念セミナー！ 実践に即し 

たインド進出のノウハウ～ 

開催日時  2016 年 2 月 5 日(金) 14:00～17:00    

講師    小山 洋平  

主催    株式会社経営調査研究会   
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 論文   「企業実務上注目される近時の重要租税判決の解説」 

掲載誌   租税研究 第 794 号 

著者 小山 浩  

 

 論文   「産学連携の契約に関する留意点」 
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NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 日本経済新聞の「2015 年企業法務・弁護士調査」にて高い評価を得ました 

日本経済新聞社による第 11 回「企業法務・弁護士調査」の 2015 年に活躍した弁護

士ランキング（企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企業票＋弁護士

票））において、当事務所の弁護士が以下の通り選ばれました。 

 

＜企業法務分野＞ 

・澤口実（企業 6 位、総合 10 位） 

・石綿 学（総合 4 位） 

・三浦 亮太（総合 9 位） 

 

＜ガバナンス分野＞ 

・菊地 伸（企業 5 位、総合 9 位） 

・澤口実（企業 2 位、総合 2 位） 

・石井 裕介（総合 9 位） 

・野村 修也（企業 8 位） 

 

＜情報管理分野＞ 

・横山 経通（企業 8 位、総合 7 位） 

・飯田 耕一郎（企業 5 位、総合 6 位） 

・武川 丈士（企業 8 位） 

・上村 哲史（企業 8 位、総合 9 位） 
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 ブルームバーグの 2015 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 2015 年日本 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は件数順

のランキングにて 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 2015 年の日本企業関連の公表案件及び完了案件の金額順・件数順のラ

ンキングにおいて、それぞれ 1 位を獲得いたしました。 

 

 マージャーマーケット 2015 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 2015 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、当事務所が金額、件

数ともに 1 位を獲得いたしました。 

 

 新人弁護士(26 名)が入所しました 

新人弁護士(26 名)が入所いたしました。 

・井形 文佳 

・岩澤 祐輔 

・大下 真 

・岡成 明希子 

・小川 智史 

・小中 諒 

・片岡 由紀 

・木村 純 

・小林 高大 

・鮫島 裕貴 

・須納瀬 史也 

・千原 剛 

・土岐 俊太 

・中野 進一郎 

・野村 祐美子 

・早野 正隆 

・坂東 慶一 

・樋口 隆明 

・淵脇 雄一郎 

・三木 翼 
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・南谷 健太 

・村田 昇洋 

・山本 光洋 

・芳野 涼 

・若松 真耶 

・輪千 浩平 

 

  

（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 


