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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 12 月号（第 36 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：英国政府が欧州統一特許裁判所協定の批准の方針を発表 

 

英国政府は、2016 年 11 月 28 日、UPC（Unified Patent Court／欧州統一特許裁判所）

協定に批准する方針である旨を発表しました。 
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欧州統一特許制度は、参加国に共通の統一の権利である欧州統一特許及び欧州統一特

許裁判所を新たに創設するものであり、2012 年 12 月に EU 理事会において 終合意さ

れました。新設される欧州統一特許裁判所（統一特許の侵害及び無効について専属的に

管轄する）の Central Division の一部がロンドンに置かれることが合意されており、英

国は、同制度の中核を担うことが予定されていました。 

同制度の発効には、英国、独、フランスを含む 13 か国の批准が要件となっており、

EU 離脱を決定している英国が UPC 協定を批准しないことにより、同制度の発効が遅れ

ることが懸念されていましたが、今般の英国の批准方針発表により、同制度は、2017

年中の発効が見込まれることになりました。 

しかしながら、英国政府は、今回の UPC 協定批准の方針発表は、英国の EU 離脱に

関する EU との交渉方針とは無関係であると説明しています。すなわち、今回の英国の

批准方針の発表は、少なくとも、英国は、EU 離脱までの間は、同制度に参加するとい

うことを表明したに過ぎません。英国が、EU 離脱後に同制度に継続して参加する方針

なのか、及び、そもそも参加することが可能なのかについては依然として未定であり、

今後の動向について、引き続き注視が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法①：公取委、標準規格必須特許に係る事案の事件処理

判断を公表 
 

2016 年 11 月 18 日、公取委は、ブルーレイディスク（「BD」）の標準規格必須特許の

パテントプールであるワン・ブルー・エルエルシー（「ワン・ブルー」）に対する独禁法

違反被疑事件の事件処理の結果を公表しました。 

本件事案は、先に東京地裁にて判断が下された、記録型 BD 製品の製造販売を行う A

社とワン・ブルーの間の民事訴訟と同一の事案です。事実関係としては、ワン・ブルー

に管理運営を委託している標準規格必須特許権者が FRAND 宣言（公正、合理的、かつ

非差別的な条件でライセンスをする旨の宣言）を行っていたところ、ワン・ブルーと A

社側との間でライセンス料等の交渉が折り合わず、ワン・ブルーが 2013 年 6 月頃 A 社

の取引先である日本の小売店（大手家電量販店）数社に対して、ライセンスを受けてい

ない製品の販売は特許権の侵害を構成し特許権者は差止請求権等を有する旨の通知書

を発したというものです。A 社は、ワン・ブルーのこのような行為は虚偽の事実の告知

であり、不正競争防止法や独禁法に違反するとして、当該行為の差止め等を求めて東京

地裁に提訴しました。FRAND 宣言をした特許権に係る差止請求が権利の濫用として制
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限される考え方については 2014 年 5 月の知財高裁の大合議決定にて判断が示されてお

り、本件が係属した東京地裁は 2015 年 2 月、知財高裁の示した基準に基づき、ワン・

ブルーによる差止請求権の行使は権利濫用として許されず、同社の行為は虚偽の事実の

告知であるとして、不正競争防止法に基づき差止めを認めました。今回は、公取委によ

り、本件事案に対する独禁法上の考え方が示されたものです。 

公取委は、ライセンス交渉の経緯（A 社側からワン・ブルーに対し、A 社側は公正で

妥当なライセンス料を支払う意思があることの表明、公正で妥当と考えるライセンス料

の提案、ワン・ブルー提示のライセンス料の設定根拠の説明要請等を行っていたが、ワ

ン・ブルーは設定根拠を説明しなかったこと）や、ワン・ブルーの通知書の送付先の小

売店のうちの 1 社が A 社の記録型 BD 製品の販売を停止し、その後上記東京地裁判決後

に販売を再開したこと等に言及したうえで、ワン・ブルーの通知行為は競争者に対する

取引妨害（一般指定 14 項）に該当し、不公正な取引方法として独禁法 19 条に違反する

ものと判断しました。但し、ワン・ブルーが違反行為を終了しており、法令遵守体制も

確保していること、日本で販売される記録型 BD 製品のほとんどすべての製造販売業者

は既にワン・ブルーとの間で標準規格必須特許のライセンス契約を締結しているところ、

新規参入が活発に行われる可能性も低いこと等から、違反行為が繰り返されるおそれは

ないとの理由で、公取委は独禁法違反を認定しながらも排除措置命令をせず、審査を終

了しました。 

FRAND 宣言がなされた標準規格必須特許のライセンス拒絶や差止請求については、

2016 年 1 月の知的財産ガイドラインの改正により、公取委が法適用の考え方を明らか

にしていたところ、今回の事例は当該考え方に沿うものです。公取委は、今後も類似案

件に対して活発に執行するものと想定されるため、標準規格必須特許の許諾者・被許諾

者は、ともに自社の状況をチェックすべきであるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 競争法／独禁法②：米国司法省及び連邦取引委員会、国際案件に関

する独禁法の法執行及び当局間協力に関するガ

イドライン案を公表 
 

米国司法省及び連邦取引委員会は、2016 年 11 月 1 日、Antitrust Guidelines for 

International Enforcement and Cooperation（「新国際ガイドライン」）の案を公表しまし

た。本ガイドライン案は同年 12 月 1 日にパブリックコメント期間が終了し、今後、寄

せられた意見が検討されたのちにガイドラインとして制定されるものと見込まれます。 
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国際案件に対する独禁法の適用については、1995 年に Antitrust Enforcement 

Guidelines for International Operations（「1995 年国際ガイドライン」）が制定されてい

ましたが、その後の約 20 年の間に経済活動のグローバル化が急速に進行する中で国際

案件に係る独禁法の法理論や実務も大きく発展し、各国独禁法当局間での協力もより広

く行われるようになっていることから、新国際ガイドラインはこれらの発展を反映させ

る形で 1995 年国際ガイドラインをアップデートするものと位置づけられています。 

内容としては、1995 年国際ガイドラインにはなかった当局間の協力の節が新たに設

けられ、独禁法の違反被疑事件や企業結合案件を含め国際案件での米国当局の調査手法

や、他国当局との情報交換や協力の概要、その根拠、情報交換における当事会社の秘密

情報の取扱いや当事会社からの秘密情報に係る権利の放棄を取得する実務対応等が説

明されています。また、いわゆる独禁法の域外適用に関する法律（FTAIA）の解釈適用

に関する米国当局の考え方や国際礼譲に対する考慮の内容も一定程度示されています。 

経済活動のグローバル化が進み、独禁法の執行もグローバル化が進む中で、米国を初

めとした各国当局の独禁法執行がビジネスに与える影響は大きくなってきています。今

回のガイドラインは、米国当局の国際案件に対する現状の法的見解や実務を記したもの

であり、これにより実務等が変更されるものではないと考えられますが、ガイドライン

に明記されることで事業者にとっての透明性が高まるといえ、検討に値するといえます。

今後のガイドラインの制定に向けた動きが注目されます。 

 
 
 
 
 

 
 

5. エネルギー・インフラ：FIT 制度に関する近時の動向、連系線利用

ルールに関する経過措置 

 

2017 年 4 月の改正 FIT 法施行に向けた詳細制度設計に関し、近時の調達価格等算定

委員会（「委員会」）において、実務上重要な以下の事項につき、次のような制度設計の

方向性が示されています。再エネ事業者にとって関心及び影響の大きな点であり、今後

の議論に引き続き注視が必要です。 

① 太陽光発電に係る運転開始期限超過時のペナルティー 

→超過期間分だけ月単位で調達期間を短縮させる方法のみとする（調達価格下 

落の方法は採用しない。）。 

② 大型太陽光発電に係る調達価格の入札制度 

→年 2 回の実施を原則とした上で、試行期間として来年 10 月に初回を、2018 

年度に第 2 回及び第 3 回を実施する。 
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③ 複数年度の調達価格をまとめて決定する制度 

→環境アセスメントに要する期間等も踏まえ、期間を 大 3 年とする。 

④ 来年度以降の調達価格に関する価格区分 

→木質バイオマスと中小水力につき新たな出力別の価格区分を設ける。 

また、連系線利用ルールの見直しに関し、2016 年 11 月 29 日の広域機関での検討会

において、早ければ 2018 年 4 月からの間接オークション制度への移行と、2016 年 4

月を起算点とする 長 10 年間の経過措置を設ける方向性が示されました。連系線を介

した電力受給を行っている発電事業者・小売電気事業者等にとって、電力受給契約の見

直しや差金決済契約の導入等、実務に与える影響の大きな点であり、事業者としては、

必要な実務対応に早期に着手すべきといえます（この点については、日経エネルギー 

Next 2016 年 11 月号、12 月号掲載の木山二郎「連系線の利用ルール」（前編・後編）も

ご参照ください。）。また、広域機関は、経過措置対象事業者の望ましい行為・望ましく

ない行為の考え方を検討し、整理する方針を示しており、既存の連系線利用者は、実務

対応の前提として、 新の議論をフォローする必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 労働法：「働き方改革実現会議」で非正規労働者の処遇改善について

議論 

 

2016 年 11 月 29 日、政府は「働き方改革実現会議」の第 4 回会合を開催し、非正規

労働者の処遇改善について議論を行いました。 

同会合では、非正規労働者の改善の対象とすべき処遇差に関して、学識者から賃金（基

本給、賞与、各種手当等）だけでなく、福利厚生、教育訓練等も広く対象にすべきとの

見解が提示される一方、別の学識者からは非正規労働者と正社員との処遇格差の問題は、

法令による直接的な差別禁止規制とそれにもとづく裁判所による直接的な是正とを直

ちに導入するのは適切とはいいがたく、正社員を含む企業の賃金･処遇体系全体の見直

しにより、処遇の改善（賃金水準の向上等）を図るのが適切であるとの見解も示されま

した。 

これらの議論を踏まえて、安倍首相は、賃金のみならず福利厚生、教育、研修の機会

等処遇全般について目を向けていく必要があるとし、次回の会合では、正規と非正規で

賃金差がある場合に、どのような差が非合理的で、どのような差は問題とならないか、
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実例を含んだ政府のガイドライン案を提示するとともに、その根拠となる法改正の在り

方を含めて議論を行うよう指示をおこないました。 

次回提示されるガイドライン案に注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

7. 会社法：ISS が 2017 年版の議決権行使助言方針（ポリシー）の改定

案を発表 
 

2016 年 10 月 27 日、Institutional Shareholder Services Inc.（「ISS」）は、2017 年 2

月開催の株主総会から適用される 2017 年版の議決権行使助言方針（「ポリシー」）の改

定案を発表しました。 

2017 年版新ポリシー案においては、相談役・顧問制度を新たに定款に規定しようと

する場合、その定款変更に反対を推奨するとされています。但し、相談役や顧問を取締

役の役職として規定する定款変更については、必要あれば株主はその取締役に対して責

任を問うことができるため反対は推奨しないこととされており、相談役や顧問制度の定

款への規定は会社法上必須ではなく任意の措置であることも相まって、本ポリシー改定

の影響（ISS による反対推奨の増加）はそれほど大きくないと考えられます。 

なお、監査等委員会設置会社について社外取締役を 4 人以上起用するよう求める方針

の採用も検討されていましたが、今回 ISS は、「検討をしたのは事実ですが、2017 年版

ポリシーでの厳格化は見送ることとしました。」としており、既存の監査等委員会設置

会社又は今後の移行を検討する会社にとって安堵する結果となりました。新ポリシー案

は 2016 年 11 月 9 日までオープンコメントに付され、そのフィードバックも踏まえて

今後 終的な 2017 年版新ポリシーが発表されるため、引き続き十分な注意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

「ISS 議決権行使助言方針（ポリシー）改定に関する日本語でのオープンコメントの募集

について」 

https://www.issgovernance.com/file/policy/iss-policy-update-japanese.pdf 
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8. 危機対応：日本監査役協会が会計不正防止における監査役等監査に

ついての提言を発表 
 

日本監査役協会は、監査役等、内部監査部門及び会計監査人による三様監査における

連携の在り方に関する提言及びその解説等を取り纏めた「会計不正防止における監査役

等 監 査 の 提 言 」（「 本 提 言 」） を 2016 年 11 月 24 日 に 公 表 し ま し た

（http://www.kansa.or.jp/support/el001_161124_1a.pdf）。同協会は、本提言を策定する

に当たり、会員企業の監査役等に対して事前にアンケートを行っており、その結果の取

り纏めについても紹介されています。 

本提言では、主に上場会社で監査役会を設置する会社を念頭に、 

①監査役会の候補者の選定、構成等の監査体制の整備に係る提言（項目 I） 

②監査役、内部監査部門及び会計監査人という、会計不祥事発見のために重要な役割

を担うべき三者間の連携に係る提言（項目 II）及び 

③グループ監査等に係る提言（項目 III） 

が示されております。①については、コーポレートガバナンス・コードの影響が見られ

るところであり、また、本提言の特徴として、各提言に関するアンケートに対する会員

企業各社の回答の一部が引用されており（項目 IV）、他社における具体的な対応事例と

して参考となります（例えば、会計不正予防・防止のために、既存の内部通報に加えて、

「直接、監査役へ通じる内部通報ルートを設け」た等の例が紹介されています（本提言

24 頁）。）。 

会計不正等の企業の不祥事に対する社会的な関心の高まりを受けて、特に上場会社に

対しては、不祥事を防ぐための適切な監査体制の整備が強く求められています。本提言

に記載された各提言は、これを実行すれば問題ない、という性格のものではなく、提言

内容を踏まえた上で、個別の会社の事情に合わせた具体的方策を検討・実施する必要が

ありますが、そのような具体的な検討の際、普段あまり知ることができない他社の対応

例の参照のために本提言を利用することができ、有益であると考えられます。 
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9. 一般民事：民法の成年年齢を引下げる改正法の施行に関する意見募

集結果公表 
 

現行民法に定める成年年齢は 20 歳ですが、平成 21 年 10 月の法制審議会の答申にお

いて、選挙権年齢の 18 歳への引き下げ（平成 27 年 6 月の公職選挙法改正）に伴い、

取引の場面等私法の領域においても自己の判断と責任において自立した活動ができる

よう、民法に定める成年年齢を 18 歳に引き下げることが適当であるとされ、成年年齢

の引き下げに向けた法改正の準備が続けられてきました。 

法務省民事局は、平成 28 年 9 月、民法の成年年齢を引き下げる改正法に関し、以下

の事項につき意見募集を行い、平成 28 年 11 月 8 日、その結果が公表されました。 

① 改正法施行時点で 18 歳、19 歳に達している者が改正法施行日に一斉に成年に達

することによる支障の有無 

② 施行までの周知期間 

③ 改正法の施行日 

④ 施行に伴う支障の有無 

特に注目が集まったのは、②施行までの周知期間と④施行に伴う支障の有無です。②

については、法務省の想定する 3 年程度の周知期間に関し、消費者教育等の消費者保護

施策の効果を生じさせ、あるいは成年年齢が引き下がることを社会全体に浸透させるに

は相当長期の周知期間が必要との指摘がされ、3 年より長い周知期間が相当との意見が

多数でした。④については、施行に伴う支障があるとの意見が多数を占め、 も多かっ

た意見は新成年者が消費者被害に遭う危険性の増大を指摘するものでした。 

法務省は意見募集の結果を踏まえ立案作業を継続する予定であり、平成 29 年の通常

国会で関連法案の提出を目指しているとされます。民法の成年年齢の引下げはとりわけ

B to C ビジネスを行っている企業に影響が大きく、今後も改正に向けた動向を注視する

と共に、改正法の成立・施行に向けたビジネス面の対応準備についても検討を進める必

要もあります。 

 

 

 

 

 

 

10. M&A：株式買取請求の撤回の効果に関して判示した高裁裁判例 
 

2016 年 7 月 6 日、東京高裁は、株式交換により完全子会社となる会社の株主が、株

式交換に反対して株式買取請求を行ったものの、効力発生日から 30 日以内に株式の価

格の協議が調わず、かつ、60 日以内に価格決定の申立てがなされなかったために、か

かる株式買取請求を撤回した上で（会社法 786 条 3 項）、完全親会社となった会社の株
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式の引渡し等を請求した事案において、以下のとおり株式買取請求の撤回の効果につい

て判示しました。 

すなわち、株式交換の効力発生日後に株式買取請求が撤回された場合には、完全子会

社には原状回復義務として完全子会社の株式を返還する義務が生ずるものの、株式交換

の効力発生日には株式買取請求に係る株式も含めて完全親会社が完全子会社の株式を

すべて取得している状態となっていることから、当該原状回復義務は履行不能となって

おり、結局、完全子会社は、株式買取請求に係る株式の代金相当額の金銭の返還義務を

負うことになるとした原審の判断を是認しました。その上で、当該返還義務を負う金額

については、株式買取請求の撤回時を基準として算定すべきとした原審と異なり、株式

が返還不能となった株式交換の効力発生日を基準とした株式の価格相当額（実際には、

株式交換の効力発生日に も近い、完全子会社の株式の市場取引 終日の終値をベース

に算定されています。）を返還すべきと判示しました。 

本判決は、株式買取請求の撤回の効果に関して判示した初めての高裁裁判例と思われ、

組織再編を伴う M&A を行うにあたっては参考になると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

11. ファイナンス・ディスクロージャー①：金融庁が企業内容等の開示

に関する内閣府令の改正案

を公表 
 

平成 28 年 11 月 8 日、金融庁は、企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案（「本

改正案」）を公表しました。 

本改正案は、①金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（平成

28 年 4 月）において、現在、決算短信の記載内容とされている「経営方針」を有価証

券報告書において開示すべきことが提言されたことを踏まえ、有価証券報告書の記載内

容に「経営方針」を加え、また、②平成 28 年 6 月に閣議決定された規制改革実施計画

を踏まえ、国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告書

に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書にすべて記載されているときには、

当該臨時報告書の提出を不要とするものです。 

上記①は、具体的には、現在の「対処すべき課題」の項目を「経営方針、経営環境及

び対処すべき課題等」に変更し、当該提出会社グループに係る経営方針・経営戦略等の

内容や、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

該内容を記載することとしています。上記②については、海外募集に係る臨時報告書の
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提出が不要となる場合でも、当該臨時報告書に記載すべき情報を国内募集に係る有価証

券届出書等に記載する必要があるため、発行会社の事務負担が大幅に軽減されるわけで

はない一方で、開示書類が有価証券届出書等に一本化されることにより、投資者にとっ

ての便宜性は向上すると考えられます。 

本改正案については、平成 28 年 12 月 8 日までパブリック・コメントに付され、そ

の後公布日から施行される予定（但し、上記①については、平成 29 年 3 月 31 日以後

に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用される予定）です。 

 

 

 

 

 

 

12. ファイナンス・ディスクロージャー②：インサイダー取引に係る課

徴金命令に対する初の取消

判決 
 

東京地裁は、平成 28 年 9 月 1 日、インサイダー取引に係る課徴金の納付を命じた金

融庁の決定を取り消す旨の判決を下しました（「本判決」）。 

本件は、コンサルティング会社の代表取締役 X が、証券会社の社員 B から、上場会

社 A の公募増資に関するインサイダー情報を得て、当該公募増資に係る公表（「本公表」）

前にA社株式の売付けを行ったとして金融庁から6万円の課徴金納付命令を受けたのに

対し、当該命令に係る決定の取り消しを求めて訴訟を提起したものです。金融庁の決定

では、①本公表前に、B が職務に関して当該公募増資に係る重要事実を知り、その上で、

②本公表前に、X が B から当該公募増資に係る重要事実の伝達を受けたと判断されまし

たが、本判決は、X や B によるメール等での通信内容、B が所属する証券会社における

内部情報管理の状況等の具体的な事実関係を詳細に検討の上、B が本公表前に当該公募

増資の公表を推察したものと考えうるものの、それ以上に B の認識を具体的に推認する

ことはできないとして上記①を否定し、金融庁の決定を取り消しました。 

本判決は、初めて金融庁による課徴金納付命令を取り消したものですが、国側は本判

決に対して控訴しています。 

なお、平成 25 年改正までは、金商法に基づくインサイダー取引規制は売買等の取引

のみを対象としていたため、単なる情報伝達行為や取引推奨行為は、教唆犯や幇助犯と

して処罰される可能性があるに留まっていましたが、当該改正により、一定の目的のも

とで行われる情報伝達行為及び取引推奨行為も、新たにインサイダー取引規制の対象と

なりました（取引推奨行為は、重要事実の伝達がなくとも該当しえます。）。したがって、

仮に B が未公表の重要事実を知った上で X に対して取引推奨行為を行った場合、重要

パパーートトナナーー  鈴鈴木木  克克昌昌  
  0033--66221122--88332277  

  kkaattssuummaassaa..ssuuzzuukkii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

アアソソシシエエイイトト  尾尾崎崎  健健悟悟  
  0033--66226666--88992299  

  kkeennggoo..oozzaakkii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  



 
 

  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. 

 
 

事実を伝達しなかったとしても、現行の金商法のもとでは、B もインサイダー取引規制

違反により処罰される可能性が高まったことに、留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

13. 税務：「グループ法人税制外し」に関し行為計算否認規定を適用し

た裁決例 
 

国税不服審判所は、2016 年 1 月 6 日、第三者割当増資がグループ法人税制の適用を

免れる目的で行われたものであり、法人税法132条1項の行為計算否認規定における「不

当」な行為に該当するとして同規定を適用し、審査請求人が行った資産の売却損の損金

算入を否定する裁決を行いました。 

審査請求人である A 社は同族会社であり、その発行済株式を、A 社代表取締役及び同

人と特殊の関係のある個人がその全てを保有していました。また、A 社代表取締役は、

その配偶者と共に B 社の発行済株式の全てを保有しており、そのため、A 社と B 社との

間には完全支配関係が存在していました。そのような状況の下、A 社は、A 社の総務経

理部長に対し、第三者割当増資の方法により、取得条項付株式を発行しました。その結

果、A 社は B 社との間で完全支配関係を有しないこととなり、したがって、A 社・B 社

間の取引にはグループ法人税制が適用されないこととなりました。A 社は、第三者割当

増資後、B 社に対して資産を譲渡し、当該譲渡に係る損失を損金の額に算入しました（仮

に当該取引にグループ法人税制の適用があったとすれば、損金算入をすることはできま

せんでした。）。 

国税不服審判所は、①当該第三者割当増資の払込金額は、A 社の事業規模に照らして

資金調達等の経済的効果はないに等しいこと、②A 社は従前から B 社に対して不動産を

譲渡して固定資産売却損を計上し、損金の額に算入していたところ、グループ法人税制

が適用されてはこのような損金算入はできなくなることから、損金算入を続けるため、

完全支配関係を解消してグループ法人税制の適用を免れる目的で当該第三者割当増資

を行っていると認められること、③当該第三者割当増資の発行条件等はグループ法人税

制回避という観点から定められたものであり、経済的合理性の観点から、その財産状況

や経営状況等を具体的に検討・勘案した形跡はうかがわれないこと、④当該第三者割当

を受けたのはグループ法人税制回避の立案に深く関与した総務経理部長のみであり、他

の従業員への割当ては行われていないこと等から、当該第三者割当増資は、経済的、実

質的見地において純粋経済人として不合理、不自然な行為であるといわざるを得ず、法

パパーートトナナーー  鈴鈴木木  克克昌昌  
  0033--66221122--88332277  

  kkaattssuummaassaa..ssuuzzuukkii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

アアソソシシエエイイトト  尾尾崎崎  健健悟悟  
  0033--66226666--88992299  

  kkeennggoo..oozzaakkii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  



 
 

  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. 

 
 

パパーートトナナーー  小小松松  岳岳志志  
  0033--55222233--77778855  （（東東京京））  
  ++6655--66559933--99775533（（シシンンガガポポーールル））  

  ttaakkeesshhii..kkoommaattssuu@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

アアソソシシエエイイトト  竹竹内内  哲哲  
  ++6622--2211--22999922--11551155（（ジジャャカカルルタタ））  

  tteettssuu..ttaakkeeuucchhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
  ttttaakkeeuucchhii@@aakksseettllaaww..ccoomm  

アアソソシシエエイイトト  立立川川  聡聡  
  0033--66226666--88998800  

  ssaattoosshhii..ttaattssuuggaawwaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
  

人税法 132 条 1 項の「不当」な行為に該当するとし、資産の売却損の損金への算入を否

定しました。 

本裁決においては、「不当」の認定に当たって、当該行為の経済的合理性の有無、及

び、当事者が当該行為に先立ち具体的にどのような検討を行ったかという点を考慮して

います。行為計算否認規定が適用され得る事案においては、当事者の動機・目的を含む

取引の背景事情をどのように「証拠化」するかという点が特に重要であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

14. 中国・アジア：インドネシアの BANI の分裂騒動 
 

インドネシア仲裁機構（Badan Arbitrase Nasional Indonesia（「BANI」））は、1977

年に設立されたインドネシアで権威のある国内仲裁機関であり、近時は、インドネシア

法を準拠法とする契約書において BANI を紛争解決機関として選択する例も増えてきて

います。しかし、本年 9 月 8 日、BANI とは別の新たな国内仲裁機関（BANI Pembaharuan

（「新 BANI」））が設立されました。 

報道によれば、2015 年までに BANI の創設者が全員亡くなったことを受け、BANI 内

部で新たな団体設立の動きがあり、今般、新 BANI が設立されたということのようです。

BANI は、新 BANI の設立を認めておらず、また、「BANI」の名称使用も違法であると主

張しています。また、新 BANI は、BANI に対して、統合の打診をしたものの、現時点

では合意には至っていない状況です。 

実務上は、BANI と新 BANI は名称が類似していることから、紛争解決条項において、

「BANI」を仲裁機関とする旨を定める場合には、いずれを仲裁機関とするのかについ

て、混乱をきたすおそれがあります。 

そのため、今般の分裂騒動が収束するまでの間は、契約書上、「BANI」を仲裁機関と

する旨の紛争解決条項を定める場合には、いずれを仲裁機関とする趣旨か一見して分か

るように、仲裁機関の住所を記載する等の特定を行うことが望ましい対応と考えます。

なお、現時点では、新 BANI が設立された直後ということもあり、従来から存在する BANI

を仲裁機関として選択する例が多いように思われます。 
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15. 新興国①：ブラジル競争法下で事前届出を要する「提携契約」の要

件の改正 
 

2016 年 10 月 18 日、ブラジルの競争法当局である Conselho Administrative de Defesa 

Econômica（「CADE」）は、ブラジルの競争法上、CADE への事前届出を要する取引類

型である「提携契約（Association Agreements）」の要件を改正する指針（「新指針」）を

承認しました。かかる改正の趣旨は、2014 年に導入された従来の指針（「旧指針」）の

下では曖昧さが残った「提携契約」の範囲について、より明確な要件を導入し、法的安

定性を向上させる点にあります。 

新指針の施行日であった 2016 年 11 月 24 日以降、ある契約が提携契約に該当するた

めの要件は、①当該契約の存続期間が 2 年以上であること、②ある経済活動を行うため

の共同事業を立ち上げる契約であること、③当該経済活動のリスク及び結果を当事者間

で共有すること、④関連市場において競合する他社又は経済グループとの間の契約であ

ることの 4 つに整理されます。 

旧指針と異なる点は多くありますが、注目すべき点として、例えば、関連市場におい

て競合しない相手方との契約は、企業再編や資産の譲渡を伴うものでない限り、CADE

への事前届出が不要とされる等、事前届出が必要となる範囲を限定する改正が行われて

います。他方で、旧指針は、当該契約により影響が生じうる関連市場におけるシェアが

合算して 20%以上である当事者同士の契約のみ届出の対象にしていたのに対し、新指針

は、かかる制限を撤廃しており、この側面では届出の範囲が拡張されています。 

新指針は、競争法制をめぐる他国の法制に平仄を合わせるべく改正を行ったものとさ

れていますが、ブラジルをはじめとする新興国では、近時、国際的な潮流に合わせた競

争法の整備や改正、また競争当局による執行の活発化が見られており、ブラジルにとど

まらず、新興国各国における競争法制を巡る状況には、今後、益々留意が必要となりま

す。 
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16. 新興国②：アンチダンピング関税等に係る直近の動向 
 

アンチダンピング関税は、輸出国の国内価格よりも低い価格による輸出（ダンピング

輸出）が、輸入国の国内産業に被害を与えている場合に、輸入国が、ダンピング価格を

正常な価格に是正する目的で賦課する特別な追加関税であり、米国や EU のみならず、

中国、ブラジル、インド等の幅広い国々において、国内企業の申請に基づき頻繁に発動

されています。従来、日本ではアンチダンピング関税の発動件数が非常に限られていま

したが、近時、中国からの輸入品（例えば、ポリウタレンの原料となるトルエンジイソ

シアナート（関税率 69.4％）や化学肥料の原料等となる水酸化カリウム（関税率 73.7％））

等を中心として、発動事例が増えてきています。 

こうした中、平成 28 年 11 月 24 日に開催された関税・外国為替等審議会関税分科会

（財務省）において、アンチダンピング関税等における申請者の負担を軽減し、不当廉

売等された貨物の輸入による損害の拡大防止を図るため、課税申請・調査開始要件の見

直しが検討されました。現在、アンチダンピング関税等の課税申請を行うためには、国

内総生産高に対して 25%以上の生産高を有する国内生産者であることが必要とされて

います。関税分科会では、①国内生産者の支持状況（25%以上の生産高）は、申請者に

よる課税申請時ではなく、調査を開始する時までに確認されればよいこと、②かかる支

持状況を確認する際に、輸入生産者等の生産高を国内総生産高から除外すること、③申

請者が提出すべき損害に係る証拠については、合理的に入手可能な範囲で足りる旨を明

確化すること等、アンチダンピング関税等の課税申請の要件を緩和することが検討され

ています。かかる検討の背景として、近年、独占禁止法上の懸念から、同業他社との情

報交換が避けられ、申請のための調整が困難になっていることがあげられます。 

上記に加え、アンチダンピング関税等に関連して、平成 28 年 12 月に、中国の WTO

加盟から 15 年が経過することが注目されています。中国については、WTO 加盟後 15

年間は非市場経済国として取り扱われることが合意されており、これにより、中国に対

して、アンチダンピング関税等を課すことが比較的容易となっています。近時、中国に

おける鉄鋼等の過剰生産を背景とする安値輸出の問題が指摘され、米国や EU では、中

国の市場経済国への移行を認めないという議論がなされています。 

アンチダンピング関税等は、近時、中国等の新興国からの安値輸出に対抗する手段と

しても改めて関心が高まっているところであり、今後の動向が注目されます。 
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17. 国際訴訟・仲裁：米国連邦民事訴訟規則・上訴手続規則の改正（2016
年 12 月 1 日施行） 

 
米国の連邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure（FRCP））及び連邦上訴

手続規則（Federal Rules of Appellate Procedure（FRAP）が改正され、2016 年 12 月 1

日に施行されました（「2016 年改正」）。 

FRCP は 2015 年 12 月 1 日にも改正されていますが（「2015 年改正」）、2015 年改正

では、ディスカバリーの手続きにおける電子形式で保存された情報の取扱いが変更され、

実務上も重要な改正として注目されました。2015 年改正に比較すると、今回の 2016

年改正はテクニカルな内容も多く、重要性は劣るものの、FRCP の Rule 4(m)の改正に

より、米国外の法人等に対する送達に関する取扱いが明確化された点は日本企業の視点

からは注目されます。Rule 4(m)は、裁判所への訴状提出後 90 日以内に被告に訴状が送

達されなかった場合、裁判所は、当該被告に対する訴えを却下するか、裁判所が指定す

る期限内に送達をすることを命令する旨の規定であり、米国外の個人に対してはこの条

項が適用されない旨が明記されていましたが、米国外の法人については、従前、かかる

適用除外が設けられていませんでした。米国外の法人等に対する訴状の送達は数か月と

いう長い時間をかけて外交ルートで手続きが行われることも多いことから、裁判所が別

途期限を指定する等の対応が必要となり、90 日という期限が実務上意味をなさない等

の指摘がありました。そのため、2016 年改正によってこれが変更され、米国外の法人、

組合及び社団には 90 日という期限が適用されないことが明確化された結果、より実務

上の取扱いに即した規定となったといえます。 

その他には、例えば、FRCP の Rule 6(d)の改正により、通常の交付送達による方法

ではなく、裁判所の電子システム等を利用して訴状の送達が行われた場合には、答弁書

の提出期限を 3 日延長するという、いわゆる「three-day rule」が廃止されました。さら

に、この他にも、裁判所に提出する各種書面の提出期限や単語数の上限が一部変更され

ました。 
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 セミナー  『InsurTech の本質と法的実務～新しい保険ビジネスモデルの構築と 
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 セミナー  『平成 28 事務年度金融行政方針を読む～変貌する金融モニタリング 

の行方～』 

開催日時  2016 年 12 月 9 日（金）13:30～16:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『取締役会評価の課題と実務』 

開催日時  2016 年 12 月 13 日（火）9:30～12:30 

講師    石井 裕介 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『法務・税務を統合した事業承継・相続対策アドバイス』 

開催日時  2016 年 12 月 15 日（木）18:00～19:30 

講師    酒井 真、間所 光洋 

主催    公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

 

 セミナー  『平成 28 年度競争法実務家養成コース』 

開催日時  2016 年 12 月 16 日（金）15:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    公益財団法人公正取引協会 
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 本   『アジア新興国の M&A 法制 第 2 版』（2016 年 11 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者   武川 丈士、小松 岳志、小島 義博、梅津 英明、関口 健一、 

佐藤 貴哉（編著） 

石本 茂彦、土屋 智弘、江口 拓哉、高谷 知佐子、田中 光江、 

秋本 誠司、小山 洋平、二見 英知、眞鍋 佳奈、川村 隆太郎、塙 晋、 

佐伯 優仁、上野 満貴、臼井 慶宜、園田 観希央、竹内 哲、 

山口 健次郎、渥美 雅之、新井 朗司、西尾 賢司、文堂 友寛、 

細川 怜嗣、今仲 翔、田中 亜樹、茨木 雅明、羽深 宏樹、 
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掲載誌   NBL 1086 号 

著者     内田 貴 
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 論文   「米国独禁法実務、民事訴訟の力学に関する一考察 －ACPERA によ 

るリニエンシー申請者の三倍賠償からの解放と、刑事手続との交錯」 

掲載誌   NBL 1086 号 

著者     川原 健司 

 

 論文   「平成 28 年版 コードに対応したコーポレート・ガバナンス報告書 

の記載事例の分析＜上＞」 

掲載誌   資料版／商事法務 No.391  

著者     太子堂 厚子、角田 望、吉田 瑞穂、須納瀬 史也、千原 剛、 

村田 昇洋（共著） 

 

 論文   「決済・送金 ―小口決済のイノベーションは実現するか」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.12  

著者     増島 雅和 

 

 論文   「監査等委員の人選・報酬設計・任意の委員会の活用」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.1 

著者     渡辺 邦広 

 

 論文   「アラブ首長国連邦進出の実務」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.1 

著者     西尾 賢司 

 

 論文   「M&A 契約研究会 雑則」 

掲載誌   論究ジュリスト 2016 年秋号（No.19） 

著者     大石 篤史 

 

 論文   「下請法の実務に明るい弁護士による「ケーススタディ下請法」 

－第 7 回 親事業者の禁止行為③」 

掲載誌   月刊公正取引 No.793 

著者     池田 毅 

 

 論文   「米国インバージョン対策税制の 新事情」 

掲載誌   月刊国際税務 

著者     栗原 宏幸 
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 論文   「3 種類の商品のトレンドを踏まえた社債の発行手続と上手な使い分 

けのポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1464 

著者     田井中 克之 

 

 論文   「注目キーワード解説：仮想通貨『10.仮想通貨法』」 

掲載誌   日経 BP ムック「この一冊でまるごとわかる ブロックチェーン＆ビッ 

トコイン」 

著者     増島 雅和 

 

 論文   「連系線の利用ルール（後編） 経過措置が焦点 PPA 見直しは必須」 

掲載誌   日経エネルギーNext 第 23 号 

著者     木山 二郎 

 

 論文   「Chambers Legal Practice Guides Corporate M&A Japan 2017」 

掲載誌   Chambers Legal Practice Guides Corporate M&A 

著者     棚橋 元、紀平 貴之、関口 健一、松下 憲 

 

 論文   「The Acquisition and Leveraged Finance Review: Japan」 

掲載誌   The Acquisition and Leveraged Finance Review Third Edition 

著者     塩田 尚也、村上 祐亮 

 

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

 Legal 500 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2017 にて、当事務所は下記の分野で上位グループにラ

ンキングされました。また、各分野における Leading individuals 又は Next 

generation lawyers として当事務所の弁護士 13 名が選ばれました。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

＜分野＞ 

JAPAN 

・Antitrust and competition law 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Construction 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Intellectual property 
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・Labour and employment 

・Projects and energy 

・Real estate 

・Restructuring and insolvency 

・Structured finance/securitisation 

・TMT 

・Tax 

 

MYANMAR 

・Corporate and M&A 

・Projects (including energy) 

 

＜Leading Individuals に選ばれた弁護士＞ 

・石黒 徹 (Banking and finance、Capital markets) 

・桑原 聡子 (Banking and finance、Corporate/M&A) 

・佐藤 正謙 (Banking and finance、Real estate、Structured finance/securitisation) 

・中村 聡 (Capital markets) 

・高谷 知佐子 (Labour and employment) 

・石綿 学 (Corporate/M&A) 

・大石 篤史 (Tax) 

・小澤 絵里子 (Real estate) 

・関戸 麦 (Dispute resolution) 

・武川 丈士 (Projects and energy) 

・鈴木 克昌 (Capital Markets) 

・宇都宮 秀樹 (Antitrust and competition law) 

 

＜Next generation lawyers に選ばれた弁護士＞ 

・小山 浩 (Tax) 

 

 IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2017 にて高い評価を得ました 

IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2017 で、当事務所は下記の分野でトッ

プグループにランキングされました。また、各分野における Leading Lawyers とし

て当事務所の弁護士 16 名が選ばれました。詳細は IFLR1000 のウェブサイトをご

覧ください。 

・Banking 石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、諏訪 昇、小澤 絵里子、 

      小林 卓泰、武川 丈士 

・Capital Markets：Debt 石黒 徹、安部 健介、鈴木 克昌、トニー・グランディ  

・Capital Markets：Equity 石黒 徹、安部 健介、鈴木 克昌、トニー・グランディ  
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・Capital Markets：Structured finance and securitisation 佐藤 正謙、諏訪 昇、 

小澤 絵里子、小林 卓泰 

・M&A 内田 晴康、河井 聡、桑原 聡子、棚橋 元、石綿 学、大石 篤史、 

松村 祐土 

・Project Finance 小林 卓泰、武川 丈士 

 

 Who’s Who Legal:TMT 2017 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Technology Media & Telecommunications 2017 において、日本

を代表する弁護士として、当事務所の小野寺 良文 弁護士が選ばれました。 

 

 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2017 The Guide to Asia-Pacific's Leading 

Domestic Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2017 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms に

て、当事務所は Recommended firms として紹介され、以下の 9 の分野で特に高い

評価を得ました。 

・Banking & Finance 

・Capital Markets 

・Competition & Antitrust 

・Construction & Real Estate 

・Corporate/M&A 

・Dispute Resolution & Litigation 

・Energy & Natural Resources 

・Financial Services Regulatory 

・Investment Funds 

 

 Asian-MENA Counsel 誌の Firms of the Year 2016 を受賞しました 

Pacific Business Press 発行の Asian-MENA Counsel 誌による "In-House  

Community Firms of the Year 2016" において、当事務所は Most Responsive  

Domestic Firm of the year に選ばれました。 

また、以下の分野においても当事務所は高い評価を得ました。 

・Firms of the Year 

・Real Estate/ Construction 

・Honorable Mentions 

・Anti-Trust/ Competition 

・Compliance/ Regulatory 
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 Euromoney Asia Women in Business Law Awards 2016 にて受賞しました 

Legal Media Group が主催する、Euromoney Asia Women in Business Law  

Awards 2016 において、当事務所は Country Awards - Japan を受賞しました。 

 

 小澤 絵里子 弁護士が Real Estate Lawyer of the Year を受賞しました 

Corporate LiveWire による Real Estate & Property Awards 2016 において、当事務

所の小澤 絵里子 弁護士が「Real Estate Lawyer of the Year - Japan」を受賞しまし

た。 

 

 奥田 隆文 弁護士が簡易裁判所判事推薦委員会委員に就任しました 

2016 年 11 月 17 日付にて、奥田 隆文 弁護士が簡易裁判所判事推薦委員会委員に

就任しました。 

 

 増島 雅和 弁護士が内閣官房 ベンチャー・チャレンジ 2020 に係るアドバイザリー

ボード 委員に就任しました 

2016 年 11 月 14 日付にて、増島 雅和 弁護士が内閣官房 ベンチャー・チャレンジ

2020 に係るアドバイザリーボード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 


