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1. はじめに 
 

初春のお慶びを申し上げます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

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 2017 年 1 月号（第 37 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：TPP 協定関連法案の成立について 

 

2016 年 12 月 9 日、第 192 回国会において、TPP 協定関連法案（環太平洋パートナー

シップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案）が可決・成立しました。 

 同法案は、TPP 協定の締結に伴い、関連する国内法の整備を行うものですが、知的財

産法の分野では、著作権法、特許法及び商標法の改正が含まれています。改正事項はそ

れぞれ以下のとおりであり、特に著作権法の改正は、実務に大きな影響を及ぼす内容と

なっています。 

 

①著作権法 

・著作物等の保護期間の延長 
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・著作権等侵害罪の一部非親告罪化 

・アクセスコントロールの回避等に関する措置 

・配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与 

・損害賠償に関する規定の見直し 

②特許法 

・発明の新規性喪失の例外期間の延長 

・特許権の存続期間の延長制度の整備 

③商標法 

・損害賠償に関する規定の見直し 

 

改正法の施行日は、それぞれ TPP 協定の発効日とされていますが、TPP 協定の発効

には米国の批准が不可欠であることから、いわゆるトランプショックにより先行きが不

透明な状況となっています。そのため、現時点では施行の目途が立っておらず、今後の

動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：確約手続を導入する改正独禁法の成立 
 

2016 年 12 月 9 日、第 192 回国会において、TPP 協定関連法案（環太平洋パートナー

シップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案）が可決・成立しました。同法

の成立により、独禁法も改正され、確約手続を導入する条文（48 条の 2 ないし 9）が新

設されることになりました。 

確約手続は、公取委による調査の対象となった独禁法違反の疑いのある行為を、公取

委と行為事業者の合意によって解決する手続です。現行法の下では、公取委は、調査を

開始した事件について、法的処分（排除措置命令・課徴金納付命令）を行うか、法的処

分を行わずに調査を終結する（警告・注意もこれに含まれます。）しか選択肢がありま

せんでした。しかし、法的処分には、処分の効力が争われることが多く、競争上の問題

を必ずしも迅速かつ柔軟に解決できないという問題がありました。確約手続は、かかる

問題に対処するため、公取委に中間的な事件処理の選択肢を新たに認めるものです。 

確約手続の流れとしては、調査の結果、独禁法違反の疑いがあり、公取委が適当と認

める場合、公取委は事業者に対し、確約手続を利用することができる旨の通知をします。

通知を受けた事業者は、確約手続の利用を望む場合、競争上の問題を排除するために実

施を約束する措置の計画（排除措置計画）を作成し、公取委に提出します。公取委が排
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除措置計画を認定した場合、事業者が排除措置計画を遵守している限り、公取委は法的

処分を行いません。一方、公取委は、事業者が排除措置計画を遵守していないと認定し

た場合、調査を再開し、法的処分を行うことができます。なお、確約手続の対象は法文

上限定されていませんが、改正法案の国会提出時の資料において、運用上、カルテル・

入札談合等は対象外となることが明らかにされています。 

改正法の施行日は TPP 協定の発効日とされていますが、TPP 協定の発効には米国の

批准が不可欠であることから、現時点では先行きが不透明な状況となっており、今後の

動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 

 
4. エネルギー・インフラ：「平成 29 年度以降の調達価格等に関する

意見」の公表 

 

2016 年 12 月 13 日、調達価格等算定委員会より「平成 29 年度以降の調達価格等に

関する意見」が公表されました。同意見では、例年の意見内容に加え、2017 年 4 月施

行予定の改正再エネ特措法を受けて複数年度の調達価格及び価格目標（注 1）が設定さ

れ、また、同法に基づく新制度の詳細設計についても意見が示されています。実務上重

要と思われる意見の概要及び留意点は以下のとおりです。 

 

① 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が設けられました。

特に、一般木質バイオマスについては、20,000kW 以上の価格区分において調達

価格の下落が生じることとなる（但し、2017 年 9 月までは現行価格を維持）点

につき、注意を要します。 

② 一部の価格区分（注 2）を除き、2017 年度以降の 3 年分の調達価格案が示され

ました。中でも 20kW 以上の陸上風力発電については、2017 年 10 月以降、段階

的に調達価格の引き下げが予定されています。 

③ 太陽光発電に係る運転開始期限の超過時のペナルティーについて、下記の入札対

象案件を含め、調達期間が月単位で短縮される（調達価格は低減されない）もの

とされました（注 3）。 

④ 導入が予定される入札制度については、2017、2018 年度が「試行的期間」と位

置付けられ、2,000kW 以上の太陽光発電を対象に、2017 年 9 月、2018 年 6 月、

12 月に第 1 回から第 3 回の入札を実施する案が示されました。かかる期間中は
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応札額を調達価格（pay as bid 方式）とするものとされています。落札案件に対

しては、認定取得後の出力増加や大幅な出力の減少・事業計画の変更を認めず、

違反時には認定失効及び入札保証金の全額没収とする等の規制を課すものとさ

れています。 

調達価格等算定委員会のかかる意見を踏まえた最終的な新制度の詳細設計について、引

き続き注視する必要があります。 

 

（注 1）価格目標については、いずれの電源についても、達成すべき発電コストや施策の

方向性が示されるに留まり、具体的な調達価格の数値目標は示されておりません。 

（注 2）10kW 以上の太陽光発電及び 20kW 未満の風力発電。 

（注 3）なお 10kW 未満の太陽光発電は、これと異なり、運転開始期限の超過時に認定失

効となります。 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：「同一労働同一賃金ガイドライン案」が提示される 

 

2016 年 12 月 20 日、政府は「働き方改革実現会議」の第 5 回会合を開催し、「同一労

働同一賃金ガイドライン案」を提示しました。 

同ガイドライン案では、基本給、手当て、福利厚生、教育訓練等、幅広い労働条件に

ついて、いかなる基準による差異が許されるのか、正規社員と非正規社員に対する待遇

差の合理性の判断要素が示されています。 

例えば、基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合、

無期雇用フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用・パートタ

イム労働者には、職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならな

い、といった記載や、深夜・休日労働手当について、無期雇用フルタイム労働者と同一

の深夜・休日労働を行った有期雇用又はパートタイム労働者には、同一の割増率等で支

給をしなければならない、といった記載等があり、現在の実務慣行にも踏み込んだ内容

となっています。 

同ガイドライン案には法的拘束力はないものの、今後、この政府のガイドライン案を

もとに、法改正の立案作業を進め、本ガイドライン案については、関係者の意見や改正

法案についての国会審議を踏まえて 終的に確定するとしており、企業としても、速や

かに賃金体系、手当ての見直しをはかるべきであるといえます。 

 

 

パパーートトナナーー  小小林林  卓卓泰泰  
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6. 会社法：グラスルイスが 2017 年版の議決権行使助言方針を発表、

監査役会設置会社に社外役員の増員求める 
 

米議決権行使助言機関 Glass, Lewis & Co., LLC（「グラスルイス」）は、2017 年版の

議決権行使助言方針を発表しました。従来の方針からの改定点は次の 4 点です。 

 

① 監査役会設置会社において、役員（取締役及び監査役）の 3 分の 1 以上が独立役

員（社外役員のうち、会社との取引関係や株式保有関係等についてのグラスルイ

ス独自の基準に照らし独立であると認められる者）でない場合、会長（又は社長）

の選任議案に加えて、基準を満たすまで社内役員又は非独立役員の選任議案に反

対を推奨する。 

② 指名委員会及び報酬委員会の委員長が、独立取締役（少なくとも社外取締役）で

ない場合、当該委員長となる取締役の選任議案に反対を推奨する。 

③ 上場会社で業務執行を行う取締役が自社を除き 2 社以上（従来 4 社以上）、その

他の取締役が自社を除き 5 社以上（従来 6 社以上）の上場会社で役員を兼任する

場合は当該取締役の選任議案に反対を推奨する。 

④ 株式型報酬制度につき、（i）報酬として付与されるオプションや株式の数量が開

示されていない場合、（ii）管理者の裁量で株式報酬を割安に給付できる制度があ

る場合、（iii）株式型報酬が権利行使可能となるまでの期間が 2 年未満である場合、

（iv）株式型報酬が業績連動的要素を含み、社外取締役、監査等委員会設置会社

の監査等委員である取締役又は監査役に付与される場合等に当該報酬に関する

議案に反対を推奨する。 

 

Institutional Shareholder Services Inc.（ISS）は、2017 年版ポリシーにおいて監査

等委員会設置会社に 4 人以上の社外取締役を求めることを見送りましたが、グラスル

イスは監査役会設置会社に社外役員の増員を求めているため注意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

「2017 PROXY PAPER GUIDELINES」 

http://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2016/11/Guidelines_Japan.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

パパーートトナナーー  石石井井  裕裕介介  
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7. 危機対応：個人情報漏洩に対する法規制等の動向 
 

近時の個人情報大量流出事件も契機として改正された個人情報保護法（2015 年 9 月

成立）について、2017 年 5 月 30 日までに全面施行されることが 2016 年 12 月 20 日に

閣議決定されました。 

改正個人情報保護法では、個人情報大量流出事件を背景として、①個人情報の流通経

路を辿ることができるよう第三者提供に係る確認及び記録作成が義務付けられ、また、

②個人情報取扱事業者やその従業者が不正な利益を図る目的で第三者に個人情報デー

タベース等を提供した場合の罰則が設けられています。 

上記①について、個人データを第三者に提供したときは、提供年月日、第三者の氏名・

名称等の一定の事項を記録し、一定の期間その記録を保存しなければならず（改正個人

情報保護法 25 条）、また、第三者から個人データの提供を受けるときは、第三者の氏名・

名称等、当該第三者がその個人データを取得した経緯について確認するとともに、受領

年月日、確認した事項等の一定の事項を記録し、一定の期間その記録を保存しなければ

ならないこととされています（同法 26 条）。改正個人情報保護法により設置された個人

情報保護委員会は、全面施行後は、個人情報取扱事業者等に対する検査権限を有するこ

ととなり（同法 40 条）、これらの義務の違反がある場合には、勧告や命令を発出するこ

とができるようになります（同法 42 条 1 項・2 項）。 

また、個人情報保護委員会事務局は、個人データの漏洩等の事故が発生した時の対応

方法に関して、「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について（案）」

に係るパブリックコメントの募集を行いました（2017 年 1 月 6 日締め切り）。同案にお

いては、個人情報の漏えい事故が発生した場合には、事実関係の調査及び原因究明を行

うとともに、その影響範囲を特定し、影響を受ける可能性のある本人に対し連絡等を行

うことが望ましく、また、当該事故の事実関係及び再発防止策等の公表を行うことが望

ましいこと等が明確化されました。 

個人情報漏洩事故が生じた場合には、現時点でも多大なレピュテーションリスクや損

害賠償リスクがあるため、迅速に調査を行って再発防止策を策定・公表して信頼回復に

努める必要がありますが、改正個人情報保護法の全面施行後は、さらに、上記の確認・

記録作成義務の違反の有無、行政調査対応や場合により刑事対応等も問題となるため、

個人情報の管理については更に慎重な対応が必要となります。 
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8. 一般民事：預貯金を遺産分割の対象になると判例変更をした 高裁

決定 
 

従来の判例上、預貯金債権を含む金銭債権は、相続開始と同時に法定相続分に応じて

当然に分割され各相続人に移転するため、遺産分割の対象とならないとされていました。 

ところが、2016 年 12 月 19 日、 高裁は、預貯金が、預金者においても、確実かつ

簡易に換価することができる点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受

け止められていること等を前提とし、「各種預貯金債権の内容及び性質をみると、共同

相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同

時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との新しい

判断を示し、預貯金債権について従来の判例を変更しました。 

従来の判例の下でも、実務上、遺産分割手続の当事者の同意を得て、預貯金債権を遺

産分割の対象とする運用が広く行われ、また、金融機関の側でも、相続人間のトラブル

に巻き込まれることをおそれ、相続人全員による遺産分割協議書や同意書がなければ払

戻請求には応じない等の取扱いが多く行われていました。今回の 高裁の判断によって、

このような実務上の取扱いが肯定されたといえます。 

なお、今回の 高裁の判断は預貯金債権に関するものであり、預貯金債権以外の金銭

債権に関するものではないので、金融機関以外の法人にとって、個人の債権者に相続が

発生した場合の対応については今回の判断による直接の影響はないものと考えられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：吸収合併に伴う退職金減額変更への労働者の同意の有無に

関する 高裁判決 
 

高裁は、2016 年 2 月 19 日、信用協同組合 X との吸収合併により消滅した信用協

同組合 Y の元労働者が、合併に伴い新たな退職給与規程に変更されることに関する同意

書に署名押印していたものの、当該同意は無効であると主張し、合併前の Y の退職給与

規程に基づき、退職金の支払いを求めた事案において、以下のとおり判示しました。 

高裁は、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働

者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけではな

く、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行

為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明
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の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに

足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきもの

と判示しました。そして、上記変更後の支給基準の内容は、退職金総額を従前の 2 分の

1 以下とした上で、厚生年金制度に基づく加算年金の現価相当額等を退職金から控除す

るものであって、自己都合退職の場合には支給される退職金が 0 円となる可能性が高

かった等の事情の下で、上記署名押印が当該労働者の自由な意思に基づいてされたもの

と認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽く

すことなく、署名押印をもって上記変更に対する当該労働者の同意があるとした原審の

判断には違法があると判示しました。 

本事案では、上記のとおり変更内容の不利益の程度が大きかったにもかかわらず、労

働者に対するその説明や情報提供が十分であったか等について審理が尽くされていな

いとして、差戻し判決が下されたものです。M&A の前後で賃金や退職金の労働条件を

減額変更することが想定されている場合には、必ずしも書面による同意書を取得すれば

足りるというものではなく、個別事情を踏まえ、労働者の自由な意思に基づいた同意が

得られたかという点について、慎重な検討が必要になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：東証が MBO 後の再上場時に

おける上場審査に係る視

点・運用を公表 
 

2016 年 12 月 2 日、東証及び日本取引所自主規制法人は、「MBO 後の再上場時におけ

る上場審査について」（「本文書」）を公表し、その中の「MBO 後の再上場時における上

場審査の視点・運用の再整理」（「本再整理」）に関し、2017 年 1 月 1 日まで意見募集を

行いました。 

東証は、MBO（Management Buy-Out。上場会社の経営者が株主から株式を買い取り、

会社を非公開化する取引）を実施して上場廃止となった会社が再度上場しようとする場

合、通常の上場審査に加えた追加的な審査を実施しています。今後、MBO 後の再上場

案件が増加する可能性があることから、かかる追加審査についての視点・運用の再整理

が行われたものです。 

本再整理では、上場審査において、①MBO と再上場の関連性（主導者（経営者・株

主）の同一性・連続性、MBO から再上場までの期間の長短等）、②プレミアム配分の適
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切性及び MBO 実施の合理性（MBO 時の手続きの MBO 指針への準拠性等、及び、MBO

時の計画と MBO 後の進捗との間のかい離についての説明の説得性等）を確認し、MBO

と再上場の関連性が高くないか、プレミアム配分の適切性や MBO 実施の合理性が低く

ないかを審査することとされています。また、その上で、再上場時のコーポレート・ガ

バナンスの体制や再上場に至るまでの経緯の説明・開示等を勘案し、総合的に再上場の

可否を判断することとしています。 

本再整理は、MBO 後の再上場に係る上場審査における考慮要素を示した点に意義が

あります。もっとも、各要素が、実際の上場審査において具体的にどのように考慮され

るかについては、本文書上は必ずしも明らかではありません。上場審査のみならず、

MBO の実施時においても影響がありうることから、当事務所では、本再整理について

より詳細な分析を行い、今月下旬を目処にニュースレターを発行する予定です。 

 

 

 

 
 
 

 

11. 税務：平成 29 年度税制改正の大綱 
 

2016 年 12 月 22 日、平成 29 年度税制改正の大綱（「大綱」）が閣議決定されました。

企業法務に与える影響が特に大きいものとしては、以下のようなものを挙げることがで

きます。 

① 法人の支給する役員給与（大綱 51 頁以下） 

役員給与については、経営陣に中長期インセンティブを付与するための多様な業績

連動報酬や自社株報酬の導入を促進するという観点から、損金算入の対象範囲を拡

大する改正が予定されています。具体的には、（i）利益連動給与において用いること

のできる指標の範囲を拡大する、（ii）損金算入可能な譲渡制限付株式報酬（リスト

リクテッド・ストック）の付与対象者の範囲を完全子会社以外の子会社の役員や非

居住者役員にも拡大する、（iii）他のインセンティブ報酬の類型（パフォーマンスシェ

アや株式報酬信託等）についても一定の場合に損金算入が可能となるような手当て

を行う等の改正が行われる予定です。 

 

② 組織再編税制（大綱 53 頁以下） 

企業の機動的な事業再編を促進するため、分割型分割や現物分配により特定事業を

切り出して独立会社とする、いわゆるスピンオフについて、一定の税制適格要件を

満たすときには、会社における譲渡損益課税や株主における配当課税を繰り延べる

改正を行うことが予定されています。 
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③ タックスヘイブン対策税制（大綱 95 頁以下） 

タックスヘイブン対策税制に関しては、（i）経済活動基準（事業基準、実体基準、

管理支配基準、所在地国基準・非関連者基準）を満たさず、かつ、租税負担割合が 2

0%未満の外国関係会社や、（ii）いわゆるペーパーカンパニー、事実上のキャッシュ

ボックス（収入の大半が配当、利子等の金融所得等で占められているもの）及びブ

ラックリスト国所在の外国関係会社が、会社単位の合算の対象となる予定です。ま

た、経済活動基準を満たす外国関係会社であっても、租税負担割合が 20%未満であ

れば、一定の受動的所得（配当、利子等の金融所得の一部等）が部分合算課税の対

象となる予定です。これらのタックスヘイブン対策税制に関する改正は、外国関係

会社の 2018 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用するものとされています

ので、外国子会社を有する日本企業は、それまでに確認及び対応を行う必要があり

ます。 

 

平成 29 年度税制改正の大綱 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア：インドにおける国家会社法審判所設立後のアップ

デート 
 

インド企業省（Ministry of Corporate Affairs）は、2016 年 6 月 1 日に、通達（F. No. 

A-45011/14/2016-Ad.IV）により、会社法に関する紛争解決を統一的に行う機関である

国家会社法審判所（National Company Law Tribunal）及び国家会社法高等審判所

（National Company Law Appellate Tribunal）の設立を発表しました。これにより、従

来会社法委員会（Company Law Board）が管轄していた事項の審理は 2016 年 6 月 1 日

付で国家会社法審判所が管轄することとなっています。もっとも、上記通達は、地方裁

判所や高等裁判所が管轄を有する仲裁、和解、合併等の組織再編、企業の再生・清算と

いった事項、及び産業金融再生委員会（ Board for Industrial and Financial 

Reconstruction）が管轄を有する事項の審理についても国家会社法審判所が管轄を有す

るとする内容までは含んでいませんでした。 

その後、2016 年 12 月 7 日インド企業省は、新たな通達（F. No. 2/31/CAA/ 

2013-CL-V-pt）により、地裁や高裁が管轄を有する仲裁、和解、合併等の組織再編、企
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業の再生・清算といった事項についても国家会社法審判所が管轄を有するとする旨を発

表し、同年 12 月 15 日よりその効力が生じました。さらに、同日、インド企業省は、係

属中の手続きの承継に係る会社法規則（The Companies （Transfer of Pending 

Proceedings）Rules, 2016）を発表し、仲裁、和解、合併等の組織再編、企業の再生に

関する手続きを含む会社法下におけるすべての手続き（但し、後述する企業の清算に関

する手続きは除きます。）は、地域管轄を有する国家会社法審判所に承継されることと

なりました。 

企業の清算に関する手続きに関しては、まず、企業の自主的な清算に関する手続きは、

引き続き係属している高裁にて審理されることとされました。次に、自主清算以外の清

算手続は、その手続きの進捗度に応じて、地域管轄を有する国家会社法審判所に承継さ

れるか、係属中の高裁にて引き続き審理が行われるかが決められることとされています。 

2016 年 12 月 7 日付の新たな通達は、上記の他にも、和解、合併等の組織再編及び企

業の清算に関して国家会社法審判所が有する権限を定めた 2013 年会社法（Companies 

Act, 2013）の規定が同年 12 月 15 日よりその効力が生じたことも定めています。 

以上のように、新たな通達により、国家会社法審判所及び国家会社法高等審判所が管

轄を有する事項が拡大され、係属中の手続きの承継の方法も明確化されました。これに

より、国家会社法審判所の下での一元的な会社法に関する紛争処理が可能となり、会社

法に関する紛争解決のさらなる円滑化・迅速化が期待されます。今後国家会社法審判所

及び国家会社法高等審判所が実際にどのように運用されていくか、引き続き注視してい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（トルコ）：新たな投資インセンティブ制度について 
 

トルコでは、2016 年 9 月 7 日、トルコにおける輸入依存の解消や技術的発展をもた

らす投資の促進等を目的とした「プロジェクトベースの投資支援並びに一定の法律及び

政令の改正に関する法律」（法律番号 6745）（「本法律」）が施行されました。本法律で

は、閣僚会議は、①経済省の支援を受け、かつ、②国家発展計画及び年次計画で定めら

れた政府の計画に沿うこと等の要件に合致する投資プロジェクトに対して、100%を上

限とする法人税の減免や関税の免除等をはじめとする様々なインセンティブを付与す

ることを決定することができることとされました。 

そして、閣僚会議は、同年 11 月 26 日、本法律に基づき、上記インセンティブ制度の

詳細について定める決定（「本決定」）を公表しました。本決定では、閣僚会議は、固定
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投資額が 1 億米ドル以上の投資プロジェクトに対し、トルコにおける輸入依存の解消や

技術的発展への寄与度等の評価を考慮した上で、当該プロジェクトの内容に応じて、法

人税の減免その他の租税優遇措置等を付与することができることとされています。 

トルコでは、治安リスクや政治リスクの影響で景気の減速が懸念されているところで

すが、今回のように、投資の奨励を目的とした投資インセンティブ制度の改正が頻繁に

行われています。今般の本法律の施行は、トルコへの投資を検討する企業にとって、投

資を決断する後押しとなりうるものであるため、積極的な活用が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
14. 国際訴訟・仲裁：国際商工会議所の仲裁費用に関する基準の改訂 
 

国際商工会議所（ICC）の仲裁手続にかかる費用のうち、ICC の管理費用及び仲裁人

の報酬は、ICC の定める仲裁費用に関する基準に則って、ICC 仲裁裁判所により決定さ

れます。ICC は、この仲裁費用に関する基準について、2017 年 1 月 1 日より新基準を

導入しました。新基準の主な変更点としては、申立人が申立時に支払う申立手数料が

3,000 米ドルから 5,000 米ドルに引き上げられたこと、及び、係争額が 500,000,000 米

ドルを超える仲裁手続の管理料金の 大金額が113,215米ドルから150,000米ドルに引

き上げられたことです。 

仲裁手続にかかる費用については、弁護士費用や専門家費用が も大きな割合を占め

ますが、仲裁機関のコストも相当の金額となります。ICC の統計では、仲裁手続にかか

る費用全体のうち、2 割程度が仲裁人費用及び管理料金です。具体的な金額としては、

例えば、シンガポール国際仲裁センターが 2016 年 10 月に公表した同センターにおけ

る実際の仲裁人費用及び管理料金に基づく研究では、仲裁人を 3 人とする仲裁事件では、

仲裁人費用は平均 143,133 米ドル、管理料金は平均 11,238 米ドル、単独仲裁人の事件

では、仲裁人費用は平均 31,497 米ドル、管理料金は平均 7,710 米ドルとされています

（ちなみに、審理期間は、全体の平均で 13.8 ヶ月とされています。）。 

仲裁費用は仲裁機関によっても異なっており、仲裁合意を行うにあたっては、どの仲

裁機関を選択するのか、また、仲裁人の人数をどう定めるか等を仲裁費用の観点からも

検討する必要があります。 
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 セミナー  『《パネルディスカッション》監査等委員会設置会社の移行後の実務』 

開催日時  2017 年 1 月 19 日（木）14:00～17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『インセンティブ報酬設計の 新実務 －株式報酬及び中長期業績連 

動報酬の導入・設計上の留意点を整理する－』 

開催日時  2017 年 1 月 19 日（木）13:30～16:30 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 金融ファクシミリ新聞社 

セミナー事務局 

 

 セミナー  『法務担当者のための税務入門講座』 

開催日時  2017 年 1 月 26 日（木）13:00～17:00 

講師    大石 篤史 

主催    一般社団法人企業研究会   

 

 セミナー  『株主総会当日対策講座』 

開催日時  2017 年 1 月 27 日（金）14:00～16:30 

講師    三浦 亮太 

主催    株式会社プロネクサス  

 

 セミナー  『ドローン･ビジネスの進展と法整備の 新動向』 

開催日時  2017 年 1 月 31 日（火）13:30～16:30 

講師    戸嶋 浩二、林 浩美 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『会社役員のための法律実務研究会(第 26 年度第 5 回・2 月度例会) 

「平成 29 年株主総会に向けての運営上の諸課題の検討」』 

開催日時  2017 年 2 月 6 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  『新任担当者のための 株主総会運営の基礎と実践 【第Ⅲ講】株主 

総会当日の運営と終了後の事務にかかわる基本概念』 

開催日時  2017 年 2 月 7 日（火）13:30～16:30 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

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

 本   『日本の公開買付け-制度と実証』（2016 年 10 月刊） 

出版社   株式会社有斐閣 

著者   棚橋 元、石綿 学、戸嶋 浩二、篠原 倫太郎、久保田 修平、 

内田 修平、松下 憲、髙田 洋輔、根橋 弘之、徳田 安崇、 

髙橋 悠、越智 晋平、廣田 雅亮、福田 剛（編著） 

 

 本   『Google Books 裁判資料の分析とその評価–ナショナルアーカイブ 

はどう創られるか』（2016 年 11 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者     松田 政行（編著）、増田 雅史（著） 

 

 本   『The Shareholder Rights And Activism Review –Edition 1, Chapter 2 

JAPAN』（2016 年 10 月刊） 

出版社   Law Business Research Ltd 

著者     松下 憲 

 

 本   『Getting the Deal Through - Right of Publicity 2017 -Japan』 

（2016 年 12 月刊） 

出版社   Law Business Research Ltd 

著者   上村 哲史、田中 浩之 

 

 論文   「アジアにおける会社法の現代化と活用（1）マレーシアにおける新 

会社法の制定」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2115 

著者     小松 岳志、上野 満貴 

 

 論文   「アジアにおける会社法の現代化と活用（2）シンガポールに 

おけるスキーム・オブ・アレンジメント制度の活用と進展」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2116 

著者     小松 岳志 
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 論文   「アジアにおける会社法の現代化と活用（3）シンガポールにおける 

独立取締役制度の変遷と現状」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2117 

著者     小松 岳志 

 

 論文   「FinTech 深化に向けた制度のデザイン―新しい金融パラダイム実現 

のために 第 1 回 銀行 API に関わる当事者間の合意事項の検討」 

掲載誌   NBL 1086 号 

著者     湯川 昌紀 

 

 論文   「近時の共同不法行為論に関する覚書（続）（下）－719 条 1 項後段 

の解釈論－」 

掲載誌   NBL 1087 号 

著者     内田 貴 

 

 論文   「米国における自動運転車に関する新たな指針」 

掲載誌   NBL 1087 号 

著者     戸嶋 浩二、佐藤 典仁 

 

 論文   「FinTech 深化に向けた制度のデザイン―新しい金融パラダイム実現 

のために 第 2 回 「中間的業者」に係る議論の展開―PSD2、 

データの権利、媒介論」 

掲載誌   NBL 1088 号 

著者     飯島 隆博 

 

 論文   「法務力チェックテスト 第 3 章 労務管理」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.1  

著者     安倍 嘉一 

 

 論文   「著作者人格権と著作権の関係〔モンタージュ写真事件: 第 2 次上告 

審〕」 

掲載誌   別冊ジュリスト著作権判例百選 第 5 版 No.231 

著者     田中 浩之 

 

 論文   「タイプフェイスの著作物性〔ゴナ書体事件:上告審〕」 

掲載誌   別冊ジュリスト著作権判例百選 第 5 版 No.231 

著者     増田 雅史   
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 論文   「長時間労働問題のリスクと「攻め」の対応」 

掲載誌   月刊監査役 No.661 

著者     荒井 太一 

 

 論文   「障害者雇用促進法改正を受けた障害者雇用の注意点」 

掲載誌   会社法務 A2Z 12 月号 

著者     亀田 康次   

 

 論文   「監査等委員会設置会社の指名・報酬・監査の課題」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.28 No.12 

著者     松井 秀樹 

 

 論文   「<企業法務>企業の危機対応について―第三者委員会実務の現状と 

課題―」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.29 No.1 

著者     藤津 康彦、矢田 悠（共著） 

 

 論文   「税理士領域への弁護士の進出」 

掲載誌   税務弘報 Vol.65 No.1 

著者     大石 篤史 

 

 論文   「＜特集 次世代決済サービス＞仮想通貨を用いた送金サービスの法 

的論点整理」 

掲載誌   週刊金融財政事情 3191 号 

著者     堀 天子、青山 慎一 

 

 論文   「企業開示と対話の行方 ブロックチェーン技術と仮想通貨」 

掲載誌   フィスコ・ファイナンシャル・レビュー 2016 ISSUE 01 

著者     増島 雅和 

 

 論文   「KEYWORD 著作権等管理事業法」 

掲載誌   月刊コピライト No.667 Vol.56 

著者     上村 哲史 

 

 論文   「消費者団体訴訟制度の企業活動への影響と対策」 

掲載誌   法律のひろば Vol.69 No.12 

著者     松田 知丈、増田 慧 
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 論文   「イラン競争法概観」 

掲載誌   月刊ザ・ローヤーズ 12 月号 

著者     土屋 智弘、西尾 賢司、渥美 雅之   

 

 論文   「イランにおける合弁事業の実務」 

掲載誌   月刊ザ・ローヤーズ 12 月号 

著者     西尾 賢司 

 

 論文   「反社会的勢力から、あるいは反社会的勢力排除から、どう企業を 

守っていくべきか？」 

掲載誌   月刊ザ・ローヤーズ 1 月号 

著者     矢田 悠 

 

 論文   「＜Robotics 法律相談室（18）＞米国で導入されたドローンの新規制  

その概要や日本の航空法との相違点は」 

掲載誌   日経 Robotics No.18 

著者     佐藤 典仁   

 

 論文   「タイムスリップの日々－あるいは「天皇」のことなど」 

掲載誌   法の苑第 65 号 

著者     内田 貴 

 

 論文   「日本企業のための国際仲裁対策 （1）～（15）」 

掲載誌   商事法務ポータル 

著者     関戸 麦 

 

 論文   「阪急バス（正社員登用試験）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者     宇賀神 崇 

 

 論文   「仁和寺（管理監督者性／うつ病発症の業務起因性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者     南谷 健太 

 

 論文   「Project Finance Report 2017- Myanmar」 

掲載誌   IFLR 

著者     武川 丈士、ベン・スウィフト 
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NEWS      http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 Chandler MHM Limited 業務開始のお知らせ 

当事務所は、Mori Hamada & Matsumoto（Thailand）Co., Ltd.を通じ、タイの大手

法律事務所である Chandler & Thong-ek Law Offices Limited（チャンドラー・アン

ド・トンエック法律事務所、以下 CTLO）と経営統合し、CTLO の名称を Chandler 

MHM Limited（以下 CMHM）へ変更し、2017 年 1 月 4 日より業務を開始いたしま

した。 

当事務所は、2015 年 4 月にバンコクオフィス（Mori Hamada & Matsumoto

（Thailand）Co., Ltd.）を開設し、日本人弁護士 4 名、タイ人弁護士 1 名の体制で

アドバイスを提供してまいりましたが、タイ市場においてさらに強固な基盤を確立

し、東南アジアにおける多種多様な法務需要に幅広く応えるべく、今般の経営統合

を機に、飛躍的に体制を充実させてまいります。 

当事務所のパートナーであり、海外 M&A や国際取引・通商実務に精通した河井 聡

弁護士が CMHM のマネージング・パートナーに、CTLO のマネージング・パート

ナーである Niwes Phancharoenworakul 弁護士とともに就任いたしました。さらに、

当事務所の東京オフィス、シンガポールオフィス、及びジャカルタデスクにて執務

していた日本人弁護士 3 名も CMHM に拠点を移し、より一層の体制強化を行いま

した。 

その結果、CMHM は、既に CTLO に在籍しているタイ人・米国人等の弁護士と合

わせ、50 名を超える陣容となり、日本の法律事務所の拠点としてはタイ国内はもと

より東南アジア地域で群を抜いた規模となります。 

当事務所は、今後とも、東京、大阪、名古屋、福岡、北京、上海、シンガポール、

ヤンゴン、ジャカルタそして CMHM の各拠点の全弁護士が一丸となって、より一

層クライアントの皆様のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒宜しくお

願い申し上げます。 

 

 日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2016 年」において高い評価を得ました 

日本経済新聞社による第 12 回「企業法務・弁護士調査」の、2016 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とおり選ばれました。 

 

＜企業法務分野＞ 

・澤口 実 弁護士（企業 2 位、総合 3 位） 

・菊地 伸 弁護士（企業 6 位、総合 10 位） 

・石綿 学 弁護士（企業 10 位、総合 9 位） 

・石井 裕介 弁護士（総合 10 位） 
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＜税務分野＞ 

・大石 篤史 弁護士（企業 5 位、総合 5 位） 

 

＜情報管理分野＞ 

・菊地 伸 弁護士（企業 8 位） 

・飯田 耕一郎 弁護士（総合 9 位） 

・上村 哲史 弁護士（総合 10 位） 

 

 International Tax Review の World Tax 2017 において Leading Firms として上位に

選ばれました 

International Tax Review が発行する"World Tax 2017"において、当事務所は日本の

Leading Firms として上位に選ばれました。 

 

 佐藤 正謙 弁護士が東京都 民間におけるファンドを活用した福祉貢献型建物の自

律的な整備促進等に関する検討会委員に就任しました 

 

 関戸 麦 弁護士が日本仲裁人協会事務局次長に就任しました 

 

 四元 弘子 弁護士が経済産業省総合資源エネルギー調査会 電力・ガス基本政策小

委員会委員に就任しました 

 

 増島 雅和 弁護士が内閣府 保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会

委員に就任しました 

 

 堀 天子 弁護士が「国内外為替の一元化検討に関するコンソーシアム」の法務・リ

スク分科会オブザーバーに就任しました 

 

 
 

 

（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 


