
 
 

   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。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

1 
 

 2017 年 6 月号（Vol.42） 

1. はじめに 

2. 知的財産法：米国連邦最高裁による特許侵害訴訟の裁判管轄を制限する判断 

3. 競争法／独禁法：公取委、カナダ競争当局との間で執行活動の情報伝達に関す

る協力取決めを締結 

4. エネルギー・インフラ：クリーンウッド法及び施行規則の施行について 

5. 労働法：解雇の金銭解決に関する報告書が公表される 

6. 会社法：法制審議会（会社法制（企業統治等関係）部会）第 1 回会議開催 

7. 危機対応：ランサムウェアの法的リスク 

8. 一般民事①：改正民法が成立 

9. 一般民事②：改正個人情報保護法の施行 

10. M&A：改正外為法が成立 

11. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁が、「有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表 

12. 税務：財産評価基本通達の改正 

13. 中国・アジア：タイにおけるデュアルユース（軍民両用）品の輸出規制 

14. 新興国（イラン）：イラン大統領選挙と実務への影響 

15. 国際訴訟・仲裁：国際送達に関する米国連邦最高裁の判断 

 

 

 

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 2017 年 6 月号（第 42 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：米国連邦最高裁による特許侵害訴訟の裁判管轄を制限 

する判断 

 

米国連邦最高裁は、2017 年 5 月 22 日に、全員一致で、米国企業に対して特許侵害訴

訟を提起することができる裁判管轄は、以下の①と②のいずれかに限られると判断を示

しました（TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No. 16-341 （U.S. May 

22, 2017））。 

①当該米国企業の設立地 

②当該米国企業が正規の事業所を有しており、かつ、侵害行為を行っている場所 
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同事件では、原告である Kraft Foods Group Brands LLC は、被告である TC Heartland 

LLC をデラウエア州で提訴していましたが、被告の設立地は、インディアナ州であった

ことから、被告が管轄を争いました。地裁と連邦巡回区控訴裁判所は、侵害行為自体は、

デラウエア州でも行われているのでデラウエア州にも裁判管轄が認められるとの原告

の主張を支持していましたが、今回、最高裁は、これらの判断を覆して、特許侵害訴訟

の裁判管轄を限定しました。 

米国においては、全米で販売されている商品・サービスについては、特許侵害訴訟に

ついて、全米のなかから自由に提訴する裁判所を選択できました。そこで、例えば、特

許権者の勝訴率が高いテキサス州東部地区連邦地裁等が選択されることが、しばしばあ

りました。米国は各地裁の担当裁判官により、特許侵害訴訟の審理の進め方やスピード

等も大きく異なる上、陪審員の判断の傾向も異なることから、裁判管轄がどこになるか

については実務上も重大な影響があります。 

今回の最高裁は、特許権者（原告）が自由に自己に有利な裁判所を選択して提訴でき

るフォーラム・ショッピングを制限するものです。これにより、テキサス州東部地区連

邦地裁での提訴数は減少することが想定され、多くの米国企業が設立地とするデラウエ

ア州での提訴数が増加すると予想されますが、今後の実務上の動向の注視が必要です。 

なお、同最高裁の判断の射程は、あくまで、米国法人を被告とした事件に限られるも

のであり、日本企業を含む外国法人が被告となる場合に及ぶ訳ではありませんが、米国

の子会社、関連会社等を持つ日本企業にとって、重要な判断です。また、この判断によ

り、米国子会社ではなく、同判決の射程が及ばない外国法人を訴えるケースが増加する

可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、カナダ競争当局との間で執行活動の情報 
伝達に関する協力取決めを締結 

 

公取委は、本年 5 月 11 日、カナダの競争当局であるカナダ競争局との間で、競争当

局間の執行活動の情報伝達に関する協力取決め（「本件取決め」）を締結しました。カナ

ダ競争当局との間では、すでに競争法/独禁法執行等に係る協力についての枠組みを示

した日加独占禁止協力協定を締結していますが、本件取決めは、同協定における情報伝

達の実施に係る細則として両競争当局間で締結されたものです。  

パートナー 小野寺 良文 
 03-5223-7769 

 yoshifumi.onodera@mhmjapan.com 

アソシエイト 田中 浩之 
 03-6266-8597 

 hiroyuki.tanaka@mhmjapan.com 
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本件取決めの最大のポイントは、これにより、日加競争当局間で、審査を含む執行活

動を通じて違反被疑事業者等から入手した情報の伝達が可能となったことです。従来の

日加間の協定では、執行活動によって審査対象者から得た情報を対象者の同意を得るこ

となく当局間で交換することは明示的に禁止されていましたが、本件取決めにより、こ

れが可能となりました。このように競争当局間での情報交換を広く認める協定はいわゆ

る「第二世代」の協定と呼ばれ、オーストラリアとの間で締結された取決めに次いで二

つ目となります。ただし、情報交換にも一定の制限があり、例えば、課徴金減免申請に

係る情報については、申請者の同意がない限り共有することはできません。 

カナダ競争当局は、国際カルテル等に対する法執行を積極的に行っている当局の一つ

であり、本件取決めにより、日本企業が関与した国際カルテルに対するカナダ当局によ

る執行が容易になると考えられます。また、本件取決めと同様、競争当局間の情報交換

を広く認める協定の締結が今後広がれば、各国の当局による国際カルテルに対する執行

はますます活発になることが予想されます。 

なお、本件取決めは 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/may/170512_2.files/170512-2.pdf にて閲

覧可能です。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. エネルギー・インフラ：クリーンウッド法及び施行規則の施行につ 
いて 

 

2017 年 5 月 20 日、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（「クリーン

ウッド法」）及び同法施行規則が施行されました。 

同法は合法伐採木材等の流通及び利用の促進を目的とするもので、同法に定める「木

材関連事業者」は木材等の利用に当たって合法性の確認等の実施に努めることが求めら

れるところ、特に FIT 認定を受けた木質バイオマス発電事業を行う事業者については、

この「木材関連事業者」（第二種木材関連事業者）に該当するものと位置づけられてい

ます（法第 2 条 3 項及び施行規則第 3 条）。 

具体的には、木質バイオマス発電事業者は、木材等の利用に当たり、①第一種木材関

連事業者（国内で最初に木材等の譲り受け等を行う木材関連事業者）から提供を受けた

(i)品目、樹種、伐採国又は地域及び重量、面積、体積又は数量を記載した書類、並びに

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 渥美 雅之 
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http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/may/170512_2.files/170512-2.pdf
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(ii)木材等の原材料となっている樹木が日本又は原産国の法令に適合して伐採されたこ

とを証明する書類の内容を確認する方法で、当該木材等の伐採に係る合法性の確認を行

い、また②提供を受けた書類を 5 年間保存するといった措置を講ずるよう努めることが

求められています（木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準

となるべき事項を定める省令第 2 条第 3 号、第 5 条第 3 号）。 

同法上の義務は努力義務に留まるものではありますが、合法性の確認書類の徴求には

実務上の困難も想定されますので、留意が必要です。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. 労働法：解雇の金銭解決に関する報告書が公表される 
 

2017 年 5 月 31 日、厚生労働省は「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方

に関する検討会」の報告書を公表しました。 

この検討会は、「日本再興戦略」改訂 2015 などを踏まえて、2015 年 10 月に設置さ

れたもので、「既に制度化されている雇用終了をめぐる紛争等の多様な個別労働紛争の

解決手段がより有効に活用されるための方策」と「解雇無効時における金銭救済制度の

在り方（雇用終了の原因、補償金の性質・水準等）とその必要性」について検討してき

ました。 

報告書では、新たな立法的な手当てにより労働者が一定の要件を満たす場合に金銭の

支払を請求できる権利を創設する案などが盛り込まれており、注目されます。 

他方、注目されていた、使用者の申立による金銭解決制度については、現状では容易

でない課題があり、今後の検討課題とすることが適当であるとされています。 

今後、厚生労働省は、この報告書を踏まえ、労働政策審議会における検討を進めると

しています。 

 

 

 

 

 

パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 

パートナー 小林 卓泰 
 03-5223-7768 

 takahiro.kobayashi@mhmjapan.com 

アソシエイト 山路 諒 
 03-6213-8126 

 ryo.yamaji@mhmjapan.com 

アソシエイト 星 千奈津 
 03-6213-8153 

 chinatsu.hoshi@mhmjapan.com 

 

mailto:takahiro.kobayashi@mhmjapan.com
mailto:ryo.yamaji@mhmjapan.com
mailto:chinatsu.hoshi@mhmjapan.com
mailto:chinatsu.hoshi@mhmjapan.com
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6. 会社法：法制審議会（会社法制（企業統治等関係）部会）第 1 回会 

議開催 

 

2017 年 4 月 26 日、第 1 回法制審議会（会社法制（企業統治等関係）部会）が開催さ

れました（法務省ウェブサイト http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900317.html参照）。 

当該部会においては、今後検討すべき事項として、①株主総会に関する手続の合理化

（株主総会資料の電子提供制度の新設及び株主提案権の濫用的な行使を制限するため

の措置の整備）、②役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備（取締役

の報酬等に関する規律の見直し、会社補償に関する規律の整備及び会社役員賠償責任保

険（D&O 保険）に関する規律の整備）、③社債の管理の在り方の見直し、④社外取締役

を置くことの義務付け等（社外取締役を置くことの義務付け、社外取締役の要件である

業務執行性の見直し及び重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規律の見直

し）及び⑤責任追及等の訴えに係る訴訟における和解に関する規律の整備に関する事項

が挙げられました。 

その他、上記以外に検討すべき論点として、株主代表訴訟制度の見直し、議決権行使

書面の閲覧請求権濫用防止、代表取締役等の住所の登記事項からの削除又は閲覧制限及

び組織再編における反対株主の株式買取請求の制限が挙げられたほか、具体的な検討事

項ではないものの現時点で問題意識を有するものとして、コーポレートガバナンス改革

の更なる進展や事業再編の円滑化が挙げられており、今後の検討事項や問題が明らかと

なったものといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：ランサムウェアの法的リスク 
 

2017 年 5 月上旬、ランサムウェアの「WannaCry」による大規模なサイバー攻撃が行

われ、日本を含め少なくとも 150 カ国・地域の 30 万台以上のパソコンが感染したと報

道されています。ランサムウェアは、ランサム（ransom：身代金）の名のとおり、端

末の操作やファイルの参照をできなくすることでこれらを人質にとり、元に戻すパス

ワードが欲しければお金（身代金）を払うようにとの脅迫メッセージを表示するコン

ピュータウイルスです。ランサムウェアを含む不正アクセスや標的型メール等によるサ

イバー攻撃は、重要な企業情報の毀損・喪失、営業秘密の流出、個人情報の流出に関す

パートナー 石井 裕介 
 03-5223-7737 

 yusuke.ishii@mhmjapan.com 

アソシエイト 井形 文佳 
 03-5220-1806 

 ayaka.igata@mhmjapan.com 
 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900317.html
mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
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る損害賠償、レピュテーションの低下等により、企業に莫大な損害を与えるおそれがあ

ります。 

不幸にもこうした損害が現に発生してしまった場合、今度は、損害が発生した企業の

取締役に善管注意義務違反がなかったかが、株主代表訴訟等の形で問題とされるおそれ

が生じます。セキュリティリスクの管理も、会社法上、取締役会の決議事項とされてい

る「内部統制システム構築の基本指針」に含まれると考えられており、この考え方を前

提にすれば、取締役の善管注意義務違反の有無の判断に当たっては、内部統制システム

の適切な構築や運用が行われていたかが主要な争点となります。 

したがって、企業としては、法的リスクへの対応という観点からも、その時点におい

て、合理的な水準のサイバーセキュリティ体制を構築し運用することが求められるとい

えます。近時、各行政庁が情報管理に関する様々なガイドラインを公表していますが（例

えば、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが 2016 年 8 月に公表した「企業経

営のためのサイバーセキュリティの考え方」や個人情報保護委員会が 2016 年 11 月に

公表した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等）、こうしたガイ

ドラインは、当該ガイドライン公表時に期待される「内部統制システムの適切な構築や

運用」がどの程度の水準のものかを測るに当たって参考となります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. 一般民事①：改正民法が成立 
 
2017 年 5 月 26 日、契約のルールを定めた民法の規定（債権法）の改正案が参議院本

会議で賛成多数で可決され、成立しました。施行日は公布から 3 年以内とされており、

2020 年までには施行されることになります。 

民法改正案には、衆参両院で附帯決議がされており、施行にあたり政府が格段の配慮

をすべき事項として、①暴利行為（他人の窮迫、軽率又は無経験を利用し、著しく過当

な利益を獲得することを目的とする法律行為）は公序良俗に反し無効である旨民法に規

定することを検討すること、②職業別の短期消滅時効の廃止に伴い、書面によらない契

約により生じた少額債権の消滅時効についての対応を検討すること、③個人保証人保護

の観点から、保証人の保証債務履行意思を表示した公正証書に記載すべき適切な事項に

ついての実務上の対応等を検討すること、④定型約款について、条項変更の際の合理性

の要件の適切な解釈・運用に努めること等が挙げられています。 

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

  yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com

アソシエイト 矢田 悠 
 03-6266-8705 

 yu.yada@mhmjapan.com 
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今回の改正は、契約に関するルールを変更するものであり、ビジネスに与える実務上

の影響も確実に予想されます（附帯決議で指摘された事項は、政府のみならず、事業者

としても留意すべき事項ともいえます）。債権法の改正内容が自社の事業に与える影響

を十分に検討し、契約書や約款・規約等の変更の要否や変更内容について検討を進め、

改正法への対応策について社内での周知を図ることが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. 一般民事②：改正個人情報保護法の施行 
 

2017 年 5 月 30 日、2015 年 9 月に公布された改正個人情報保護法が全面的に施行さ

れました。今般の改正は、2005 年 4 月に個人情報保護法が施行されて以降、情報通信

技術の発展や事業活動のグローバル化等の環境の変化により、制定当初は想定されてい

なかったような情報の利活用が可能となったことを踏まえ、消費者の個人情報の保護を

図りつつ、事業者による情報の円滑な利活用を促進するための環境整備を行うことを目

的として行われたものです。 

改正の主なポイントは、第 1 に、取扱う個人情報の数が 5,000 人分以下の事業者を規

制の対象外とする制度が廃止され、当該事業者に対しても個人情報保護法が適用される

ことになりました。第 2 に、個人情報取扱事業者に対する監督権限が現行の各主務大臣

から個人情報保護委員会に一元化され、同委員会による一元的な監督体制に変更されま

した。第 3 に、個人情報に該当するかどうかの判断が困難なグレーゾーンの解消のため、

特定の個人の身体的特徴を変換したもの（顔認識データ）等が個人情報に含まれること

等、個人情報の定義が明確化されました。第 4 に、特定の個人を識別することができな

いように加工した「匿名加工情報」等の利活用に関する規定等、個人情報の有用性を確

保するための規定が新設されました。第 5 に、いわゆる名簿屋対策として、個人データ

の第三者提供に係る確認記録作成等が義務化される等、個人情報の流通の適切性を確保

するための制度が設けられました。その他にも、外国の第三者に対して個人データを提

供する方法に関する規定の新設や、オプトアウト規定を利用する個人情報取扱事業者に

対する個人情報保護委員会への一定事項の届出の義務付け等、様々なルールが新設・変

更されています。 

個人情報の取扱いを一切行わないということは現実には困難と思われます。したがっ

て、すべての事業者において、改正内容を十分に把握すると共に、改正法の運用状況に

パートナー 早川 学 
 03-5223-7748 

 gaku.hayakawa@mhmjapan.com 

アソシエイト 梅本 麻衣 
 03-6266-8753 

  mai.umemoto@mhmjapan.com
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も注視して、改正法に従った個人情報の適切な取得、利用、提供、保管及び管理等を行

うことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. M&A：改正外為法が成立 
 

2017 年 5 月 17 日、外国為替及び外国貿易法（「外為法」）の改正案が参議院本会議で

賛成多数により可決され、成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への

流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から 1 年

以内に施行される予定です。 

主な改正内容として、①輸出入・技術取引規制における罰則の強化、②輸出入規制に

おける行政制裁等の強化、③対内直接投資規制の強化があります。M&A との関係では、

特に③が重要な改正であるといえます。その主な内容は以下のとおりです。 

 

 外国投資家（外国企業の子会社も含まれます）が他の外国投資家から非上場株式

を取得するもののうち、国の安全を損なうおそれがある場合が審査付の事前届出

の対象に追加されました。 

 無届けで対内直接投資等を行った外国投資家等に対し、国の安全を損なうおそれ

がある場合には、株式の売却命令等の必要な措置命令を行うことができる制度が

創設されました。 

 

この点、改正前においては、外国投資家同士の非上場株式の譲渡は事前届出の対象で

はありませんでしたが、本改正により、場合によっては事前届出が必要になることにな

りました。したがって、本改正法の施行後は、外国投資家が外国投資家から非上場株式

を取得する M&A においても（「国の安全を損なうおそれ」があると判断される場合は政

令で相当限定されることが想定されるものの）事前届出の要件該当性を検討する必要が

ある点に留意が必要です。 

 

 

 

 

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 早川 学 
 03-5223-7748 
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11. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁が、「有価証券の取引 
等の規制に関する内閣府令」 
及び「企業内容等の開示に関 
する内閣府令」の改正案を公 
表 
 

金融庁は、2017 年 5 月 17 日、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」及び「企

業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案（「本改正案」）を公表しました。政府は現

在、コーポレートガバナンスの強化に関する施策の一環として、経営陣に中長期の企業

価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう、株式報酬や業

績連動報酬等の柔軟な活用を可能とする仕組みの整備等を進めているところであり、本

改正案はかかる取組みの一環と位置付けられます。 

本改正案は、具体的には、（1）特定譲渡制限付株式、（2）パフォーマンスシェア、（3）

株式報酬（所定の時期に確定した数の株式を報酬として付与するもの）等による株式の

割り当てを行う場合に、これが役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ス

トックオプションの付与と同様に、①売買報告書の提出制度及び短期売買利益の返還請

求制度の適用除外とする改正、②有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事

項」の記載を不要とする改正を行うものです。本改正案は現在意見公募手続に付されて

おり、改正後の規定は、本年 6 月下旬以降に公布・施行される予定です。 

本改正案に係る改正がなされれば、報酬として株式を用いることの負担が軽減される

ことに伴い、株式を用いた報酬の仕組みがより活発に用いられることが期待されます。

本改正案に限らず、役員報酬に係る平成 28 年度・平成 29 年度税制改正等の法改正が続

く中、本改正案を含む一連の改正及びこれらの運用の動向に一層注視する必要がありま

す。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

12. 税務：財産評価基本通達の改正 
 

2017 年 5 月 15 日、平成 29 年度税制改正による財産評価基本通達の改正の内容が公

表されました。平成 29 年度税制改正では取引相場のない株式の評価の見直しが行われ

ています。 

パートナー 鈴木 克昌 
 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhmjapan.com 

アソシエイト 大下 真 
 03-5220-1823 

 makoto.oshimo@mhmjapan.com 
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パートナー 大石 篤史 
 03-5223-7767 

  atsushi.oishi@mhmjapan.com

アソシエイト 山川 佳子 
 03-6213-8125 

 yoshiko.yamakawa@mhmjapan.com 

改正の内容は、大要以下のとおりです。 

 

 類似業種批準方式について、最近の株価の動向、上場会社のデータ等を踏まえ、

計算方法の見直しが行われました。 

 評価会社の規模区分の金額等の基準について、近年の上場会社の実態に合わせ、

大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する改正が行われました。 

 

財産評価基本通達は、通常相続税法上の財産の評価に用いられるものであるものの、

例えば、グループ間での非上場株式の売買の場合等、法人税・所得税における財産評価

おいても参照されることがあります。大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大するこ

とにより、一般に類似業種批準方式を用いることのできる場面が広がるといえます。今

後は上記の改正に留意しつつ、より有利な評価方法を選択することになります。 

 

「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて（情報） 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.ht

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 中国・アジア：タイにおけるデュアルユース（軍民両用）品の輸出 
規制 

 

2015 年 10 月 16 日公布のデュアルユース（軍民両用）品の輸出規制に関する商務省

告示が、2018 年 1 月 1 日付で施行されます。かかる告示には二つのリストが添付され

ており、リスト 1（List of Dual-use Items）はデュアルユース（軍民両用）品に該当す

る貨物のリストとなり、同リスト列挙の貨物はタイ商務省海外取引局（Ministry of 

Commerce, Department of Foreign Trade（「DFT」）の輸出許可を取得する必要が生じま

す。 

他方、リスト 2（HS Code List）はデュアルユース（軍民両用）品に該当するおそれ

のある貨物が列挙されており、その範囲は機械、電気製品、自動車、医薬品・化学品、

鉄鋼業、コンピュータ等、多岐の産業にわたります。リスト 2 に該当するがデュアルユー

mailto:atsushi.oishi@mhmjapan.com
mailto:yoshiko.yamakawa@mhmjapan.com
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.htm
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パートナー 河井 聡  
 (66)2-266-6485～6510 Ext. 323 

 satoshi.kawai@mhmjapan.com 

パートナー 江口 拓哉  
 06-6377-9402 

 takuya.eguchi@mhmjapan.com 

パートナー 秋本 誠司 
 (66)2-266-6485～6510 Ext. 321 

 seiji.akimoto@mhmjapan.com 

アソシエイト 細川 怜嗣 
 (66)2-266-6485～6510 Ext. 325 

 reiji.hosokawa@mhmjapan.com 

アソシエイト Panupan Udomsuvannakul  
 (66)2-266-6485～6510 Ext. 326 

 panupan.u@mhmjapan.com 
 

ス（軍民両用）品でない貨物の輸出は、DFT に登録した上で、輸出する貨物がデュアル

ユース（軍民両用）品に該当しないことを保証する必要が生じます。 

上記の輸出許可及び登録は「e-TMD（Thai Trade Management of Dual-use Items の

略）」というオンライン制度を利用して行うこととなっています。この点、DFT への照

会によれば、現時点で e-TMD 制度の利用・登録は開始されておらず、同告示の施行日

である 2018 年 1 月 1 日に利用を開始する予定であるとのことです。タイからの輸出を

行っている多くの日系企業にとって、リストの対象となる貨物・製品が広範囲にわたる

こと、オンライン制度の開始が同告示の施行と同じタイミングであると見込まれること

等から、同告示の施行後に輸出に支障が生じないよう、事前の準備・検討を行う必要が

あります。なお、e-TMD のトライアルバーションは以下のリンクにて公開されていま

す。 

http://test1.dft.go.th/login.action 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

14. 新興国（イラン）：イラン大統領選挙と実務への影響 
 

2017 年 5 月 19 日、イランにおいて大統領選挙が行われ、現職のロウハニ大統領が再

選を果たしました。イランの大統領選挙の争点は多岐に亘りましたが、主な争点の 1 つ

として、イラン核合意の行方が注目されていました。 

イランは従前より核開発問題等に起因して、米国を含む各国による経済制裁の対象と

なっていましたが、対外融和路線を進めるロウハニ大統領は、2013 年の大統領選挙に

おいて制裁解除の公約を掲げて当選した後、2015 年 7 月 14 日のイランと P5＋1（国連

安全保障理事会 5 常任理事国＋ドイツ）との間における核問題に関する包括的共同作業

計画（JCPOA：Joint Comprehensive Plan of Action）の締結に尽力し、その結果、イラ

ンに対する経済制裁の大幅な緩和が実現するに至りました。これに対し、反欧米路線の

http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=0028
mailto:satoshi.kawai@mhmjapan.com
http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=0056
mailto:takuya.eguchi@mhmjapan.com
http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=1383
mailto:seiji.akimoto@mhmjapan.com
mailto:seiji.akimoto@mhmjapan.com
http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=1383
mailto:reiji.hosokawa@mhmjapan.com
mailto:reiji.hosokawa@mhmjapan.com
http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=2052
mailto:panupan.u@mhmjapan.com
mailto:panupan.u@mhmjapan.com
http://test1.dft.go.th/login.action
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パートナー 梅津 英明 
 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 西尾 賢司 
  03-6266-8762

  kenji.nishio@mhmjapan.com

保守強硬派からは、JCPOA 体制はイラン固有の権利を後退させるものとして批判がな

されていました。このような背景の中、今回のイランの大統領選挙は、最終的に、保守

穏健派のロウハニ大統領と保守強硬派のライスィー師の一騎打ちとなったため、両者の

大統領就任後の JCPOA 体制に関する方針に関心が集まっていました。 

この点、ロウハニ大統領は選挙活動の中で、JCPOA を引き続き遵守し、残存する制

裁解除に向けて最善の努力を尽くす旨を表明していたため、ロウハニ大統領が再選した

ことにより、ロウハニ大統領主導の下、イランは更なる制裁解除に向けて JCPOA を遵

守することが想定される一方で、対イラン経済制裁は米国トランプ大統領の対イラン外

交政策等の他国の方針も大きく影響するため、今後も、イランの外交政策及び各国のイ

ランに対する経済制裁の方針に関する動向を引き続き注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

15. 国際訴訟・仲裁：国際送達に関する米国連邦最高裁の判断 
 

米国の会社を原告、カナダ人を被告とする訴訟で、訴状等の訴訟関係書類が原告から

被告に直接郵送された場合の送達の有効性が問題となっていた Water Splash, Inc. v. 

Menon 事件について、米国連邦最高裁は、2017 年 5 月 22 日、(1)送達相手国が、民事

又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約

（ハーグ送達条約）上の直接郵送による送達（直接郵便送達）につき拒否宣言をしてお

らず、かつ、(2)ハーグ送達条約とは別個に、現地の係属裁判所の適用法が直接郵便送達

を認めている場合には、国外の被告に対する直接郵便送達も許容されると判断しました。 

日本企業を被告とする米国の訴訟の多くの事例では、ハーグ送達条約に基づく中央当

局送達が行われるか、又は、本来は中央当局送達が必要となることを前提に、当事者間

で、米国内の訴訟代理人が送達を受領する代わりに答弁書の提出期限の延長を求める交

渉が行われています。これは米国において国外の被告に対する直接郵便送達の有効性が

必ずしも明らかではない（米国の裁判所における送達の有効性の問題）、また、直接郵

便送達の場合、日本で米国の判決を執行するために外国判決の承認を得る際に判決の有

効性が争われやすい（日本での外国判決の承認要件の問題）といった事情によります。 

今般の米国連邦最高裁の判断は、このうち、米国の裁判所における送達の有効性の問

題の一部を解決するものといえます。しかし、係属裁判所の適用法が直接郵便送達を認
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 03-6212-8365 

  shinichiro.yokota@mhmjapan.com

めていない場合もあり（上記米国連邦最高裁の判断の(2)の要件）、また、米国裁判所の

手続として送達が有効となっても、日本での外国判決の承認要件の問題は依然として残

ります。そのため、米国連邦最高裁の判断により、直接郵便送達が劇的に増えることは

ないと予測されますが、直接郵便送達を受領した場合には、米国裁判所の段階で送達の

有効性を争うべきか検討するにあたって留意すべき判断です。 
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 セミナー  『平成 29 年度税制改正が M&A の実務に与える影響』 

開催日時  2017 年 6 月 8 日（木）13:30～15:00 

講師    大石 篤史 

主催    公益社団法人日本租税研究協会 

 

 セミナー  『改正個人情報保護法の概要と実務上の留意点』 

開催日時  2017 年 6 月 9 日（金）14:00～17:00 

講師    堀 天子、北山 昇 

主催    一般社団法人日本クレジット協会 

 

 セミナー  『金融行政の動向と内部監査上の課題』 

開催日時  2017 年 6 月 12 日（月）9:20～11:00 

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  『【Exclusive Seminar 09】2 年連続銀行法改正を徹底解説～銀行の 

      オープン API 提供がもたらすインパクト』 

開催日時  2017 年 6 月 14 日（水）19:00～21:00 

講師    堀 天子 

主催    日経 BP 社 

 

 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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 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 

      基本と勘所を体感・体得～』 

開催日時  2017 年 6 月 19 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 

 

 セミナー  『企業の労務管理見直しの実務 働き方改革の最新動向（長時間 

      労働の是正、非正規労働者の待遇改善等）を整理する』 

開催日時  2017 年 6 月 20 日（火）14:00～17:00 

講師    荒井 太一 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『変貌する金融モニタリングの行方～金融モニタリング有識者会議 

      報告書を受けて～』 

開催日時  2017 年 6 月 21 日（水）14:00～17:00 

講師    江平 享 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『第 3331 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「トランプ時代の米 

      国独禁法－日本企業の留意点と対応策－」』 

開催日時  2017 年 6 月 21 日（水）13:30～16:30 

講師    渥美 雅之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『【危機対応の現場から】最新の不正・不祥事事案への対応～多く 

      の不正・不祥事事案を扱う講師が実務的なノウハウを伝授～』 

開催日時  2017 年 6 月 30 日（金）13:30～16:30 

講師    矢田 悠、山内 洋嗣 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『民法改正とシンジケートローン取引の実務』 

開催日時  2017 年 7 月 4 日（火）13:30～16:30 

講師    青山 大樹 

主催    株式会社セミナーインフォ 
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 セミナー  『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点』 

開催日時  2017 年 7 月 4 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     『ドローン・ビジネスと法規制』（2017 年 5 月刊） 

出版社   株式会社清文社 

著者    戸嶋 浩二、林 浩美、岡田 淳（編集代表） 

      佐藤 典仁、島田 里奈、輪千 浩平、千原 剛、岩澤 祐輔、木村 純、 

      小川 智史（著） 

 

 本     『ビジネス法体系 ビジネス法概論』（2017 年 5 月刊） 

出版社   レクシスネクシス・ジャパン株式会社 

著者    山崎 良太、奥山 健志、飯野 悠介、安倍 嘉一、小山 浩、 

      田中 浩之、矢部 聖子 

 

 論文    「TOPIX100 構成銘柄企業のコーポレートガバナンス・コード対応 

      の傾向－2017 年 3 月末時点開示内容をもとに－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2134 

著者    澤口 実、飯島 隆博、須納瀬 史也、千原 剛 

 

 論文    「中長期業績連動報酬・株式報酬の新展開－平成 29 年度税制改正 

      後の役員報酬の枠組み－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2134 

著者    石綿 学、酒井 真、渡辺 邦広、梶元 孝太郎 

 

 論文    「ライドシェア・カーシェア規制の論点整理」 

掲載誌   NBL No.1097 

著者    戸嶋 浩二、佐藤 典仁 

 

 論文    「中国民法総則の解説（訴訟時効および表見代理について）」 

掲載誌   NBL No.1098 

著者    石本 茂彦、森 規光、柴 巍 

 

 論文    「政府間協力方針の合意で注目が高まるサウジアラビア進出の法務」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.7 

著者    西尾 賢司 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「機関投資家の動向を見据えた総会対策」 

掲載誌   資料版／商事法務 No.397 

著者    澤口 実、松下 憲、土岐 俊太、早野 正隆 

 

 論文    「コーポレートガバナンス・コード対応の動向」 

掲載誌   月刊監査役 No.665 

著者    内田 修平 

 

 論文    「仮想通貨の法整備と押さえておくべきポイント」 

掲載誌   月刊監査役 No.667 

著者    末廣 裕亮 

 

 論文    「FinTech で変わる金融・資本市場規制」 

掲載誌   企業会計 Vol.69 No.6 

著者    堀 天子、尾登 亮介 

 

 論文    「経理・CFO のための株主総会想定問答 2017」 

掲載誌   税務弘報 Vol.65 No.6 

著者    酒井 真 

 

 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 29 年度税制改正後の全体概要－」 

掲載誌   週刊税務通信 No.3456 

著者    酒井 真、山川 佳子 

 

 論文    「特定の社員を 1 カ月間に何回も出張させることは問題か」 

掲載誌   労政時報 第 3930 号 

著者    南谷 健太 

 

 論文    「O 公立大学法人（労働契約上の地位確認等請求）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 No.133 

著者    塚田 智宏 

 

 論文    「Q&A 相談室:忘れられる権利に関する裁判例」 

掲載誌   企業会計 Vol.69 No.6 

著者    上村 哲史 
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 論文    「構造的利益相反と情報の非対称性に配慮 MBO 手続の概要と 

      最近の動向」 

      「公正性担保措置とスクイーズ・アウト手続 MBO 手続の実務上 

      の留意点」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1476 

著者    熊谷 真和、佐藤 典仁 

 

 論文    「タイにおける不動産ファイナンスの実務上の留意点」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.37 

著者    塙 晋、岸 寛樹 

 

 論文    「平成 29 年株主総会の留意点」 

掲載誌   東証代だより No.207 

著者    松井 秀樹 

 

 論文    「日本における FinTech の進展と将来課題」 

掲載誌   MARR Online 272 号 

著者    堀 天子 

 

 論文    「おつり投資「Acorns」上陸は可能か－米国で急成長、日本で展開 

      するに当たって満たすべき規制を考える－」 

掲載誌   日経 FinTech MONTHLY NEWSLETTER No.13 

著者    峯岸 健太郎、飯島 隆博 

 

 論文    「有能で野心的な人材の不足が日本のインシュアテックの課題」 

掲載誌   週刊ダイヤモンド 17 年 4 月 29 日・5 月 6 日合併特大号 

著者    増島 雅和 

 

 論文    「上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備～平成 29 年 

      金商法の改正案におけるフェア・ディスクロージャー・ルールの 

      導入～」 

掲載誌   ディスクロージャー&IR Vol.1 

著者    峯岸 健太郎 
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NEWS      http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 Financial Times 紙による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25 

ranking list of Asia Headquartered Law Firms において、当事務所は Shortlisted

に選ばれました 

 

 三好 豊 弁護士が Managing Intellectual Property IP Stars Handbook 2017 にお

いて IP Star に選出されました 

Managing Intellectual Property が発行する "IP Stars Handbook 2017" において、

三好 豊 弁護士が以下の分野の「IP Star」に選ばれました。 

 

• Patent Litigation 
• Copyright 
• IP Transactions 

 

 野村 修也 弁護士が法務省・法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会委員及

び内閣府・休眠預金等活用審議会委員に就任しました 

 

 堀 天子 弁護士が金融資本市場のあり方に関する産官学フォーラム委員に就任

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

