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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 2017 年 8 月号（第 44 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：特許侵害訴訟における訂正の再抗弁に関する最高裁判決 

 

最高裁は、2017 年 7 月 10 日に、特許侵害訴訟における訂正の再抗弁に関する判断を

示しました。本件では、特許侵害訴訟の第 1 審において、被上告人（1 審被告）が、特

許無効の抗弁を主張しましたが、これは認められず、上告人（1 審原告）の請求は一部

認容となり、被上告人（1 審被告）が控訴しました。控訴審においては、被上告人（1

審被告）は、第 1 審とは別の無効理由に基づく、特許無効の抗弁を主張し、この抗弁が

認められ、上告人（1 審原告）の請求が棄却となりました。そこで、上告人は、原判決

に対して上告及び上告受理の申立てをするとともに、特許庁に対して、特許請求の範囲
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の訂正をすることについての訂正審判を請求したところ、特許庁において上記訂正をす

べき旨の審決（訂正審決）がされ、確定しました。 

最高裁は、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに、特許無効の抗弁に対して、

訂正により無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁（訂正の再

抗弁）を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に

事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ない

といえるだけの特段の事情がない限り、許されないと判断しました。 

特許侵害訴訟において訂正の再抗弁を主張するためには、特許庁に対して、現に訂正

審判の請求又は訂正の請求を現にすることが必要だとされています。本件においては、

控訴審で新たに主張された特許無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別

件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であり、控訴審では、新たに主張された特許

無効の抗弁に係る無効理由に対応するための訂正審判の請求又は訂正の請求をするこ

とは法律上できなかったという事情がありましたが、最高裁は、このような場合につい

ては、訂正審判の請求又は訂正の請求を現にしている必要はないとして、控訴審におい

て、｢訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の

事情｣を認めませんでした。 

本最高裁判決を前提とすると、実務上は、仮に特許庁に対する訂正審判の請求又は訂

正の請求をすることは法律上できなかったというような事情があるような場合であっ

ても、特許侵害訴訟においては、特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張を行って

おく必要があることになります。 

判決原文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/086898_hanrei.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：インドの企業結合規制（届出提出期限）の変更 
 

2017 年 6 月 29 日、インドの競争法当局である Competition Commission of India

（「CCI」）は、企業結合届出に係る 30 日の届出期限を免除する通知を公表しました。

免除の期間は 5 年間とされています。 

インドの競争法上、所定の基準を超える企業結合については CCI に対する事前届出の

義務があり、CCI が当該企業結合を承認するまで又は届出から 210 日を経過するまでの

間は当該企業結合の実行は禁止されています。この違反に対しては、当該企業結合の売

上高又は資産額（いずれか高い方）の 1%を上限とする制裁金の支払いが課される可能

性があります。 

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 

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/086898_hanrei.pdf
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従来、この企業結合届出は、所定のトリガー事由（株式等の取得に係る本契約等の締

結、又は合併に係る取締役会による承認）から 30 日以内に行うものとされており、こ

の期限の不遵守も制裁金の対象となっていました。このため、従来は、インドで届出が

必要な案件については、クロージングまでに時間的余裕があっても本契約の締結等から

30 日以内に届出を行わなければならず、当事会社にとって契約交渉と届出準備を同時

に進めることが負担となるケースもありました。また、インド以外の諸国でも届出を要

する案件では、他国の届出準備とは異なる時期に先行してインドの届出準備をする必要

が生じ、各国で届出の準備・手続の整合性を取りづらくなる側面もありました。 

届出期限が免除されることにより、上記のような負担・不都合が解消されることにな

るため、海外諸国での届出が必要になる企業結合を検討する日本企業にとって歓迎すべ

きものといえます。 

 

 

 

 
 
 
 

4. エネルギー・インフラ：みなし認定事業者による変更認定申請及び 
変更届出手続の運用の変更 

 

2017 年 7 月 20 日に経済産業省・資源エネルギー庁が公表した、みなし認定事業者に

よる再生可能エネルギー発電事業計画（「みなし事業計画」）の変更手続に関する運用の

見直しにより、みなし事業計画に係る手続の完了（みなし事業計画を提出し、審査を受

け、審査完了の通知を受領するまでの手続をいいます。）前であっても、みなし事業計

画が提出済である限り、当該みなし事業計画の変更に係る認定申請や変更届出を行うこ

とが可能となりました。 

かかる運用の変更は、「みなし認定にかかる審査期間が 2 ヶ月以上かかっており、み

なし認定手続が終わらないために、事業者が当該申請及び届出を行いたくてもできない

という事態が発生」している一方で、7 月 6 日にパブリックコメントが開始された再エ

ネ特措法施行規則の改正省令案の中で、「これまで届出で変更が可能であった事項につ

いて、施行以降は変更認定が必要となる事項があり、当該省令の施行より前に変更届出

を行いたい旨の」要望に基づくものと説明されていますが、この背景には、当該改正省

令案の施行後は、事後的な太陽電池パネルの増強（いわゆる過積載）等 1を行うために

は変更認定が必要となり、その結果、調達価格が変更認定時の価格に変更されてしまう

という点があります。 
                               

1具体的には、太陽電池の合計出力を 3kW 以上かつ 3%以上増加させる変更及び合計出力を 20%以上減

少させる変更が対象となります。 

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 川原 健司 
 03-6266-8591 

 kenji.kawahara@mhmjapan.com  
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今回の運用変更により、みなし事業計画に係る手続の完了前にパネル出力変更に係る

事前変更届出 2を行うことが可能となり、みなし事業計画に係る手続が未完了であるた

めに当該みなし事業計画上のパネル出力の変更手続を行うことができないでいる間に

改正省令が施行され、適用される調達価格が変更されてしまうという不都合については

回避することが可能となりました 3。また、かかる運用変更によって、認定事業者の変

更のための認定手続の申請についても、みなし認定事業計画に係る手続の完了前に行う

ことが可能となっている 4ため、事業主体の変更を伴うセカンダリー取引のクロージン

グのための手続にも影響が生じる運用変更といえます。 

なお、上記の改正省令案については、調達価格変更事由の新設等実務上重要な内容を

含むものであるため、今後公表されるパブリックコメント回答や施行時期につき、注視

する必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. 労働法：明確区分性のない固定残業代について最高裁判決が出される 
 

2017 年 7 月 7 日、最高裁は、医療法人である被上告人に雇用されていた医師である

上告人が、被上告人に対し、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金並びにこれに係

る付加金の支払等を求めた事案について判決を出しました。本件において、上告人の年

俸は 1,700 万円であり、これに時間外労働等に対する割増賃金が含まれることが合意さ

れていましたが、上記年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が具体的

にいくらであるか等は明らかにされていませんでした。 

原審は、かかる合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、

上告人が労務の提供についてみずからの裁量で律することができたことや上告人の給

与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはなく、上

告人の月額給与のうち割増賃金に当たる部分を判別することができないからといって

不都合はない旨判示していました。 

                               
2資源エネルギー庁ウェブサイト掲載の FAQ（No.1-9）参照。 
3但し、みなし事業計画を提出済みであることが必要であり、また、変更届出の受理日はみなし事業計

画に係る手続完了日以降の日となるとされている点には注意を要します。 
4但し、変更認定の通知を受領できるのはあくまでみなし事業計画に係る手続の完了後とされており、

また、変更認定日も当該手続完了日以降の日となることとされている点には注意を要します。 

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 
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しかし、最高裁は、割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合におい

ては、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と

割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である旨判示し、年俸の支

払いをもって時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない旨判

示しました。 

従前より、高収入の高度専門業務に就く労働者に対しても時間管理を行うこと及び割

増賃金を支払うことを法律上義務付けることに対する疑問は様々な分野で提起されて

きました。今回の判決により、従前の労働基準法の限界が明らかになったといえ、改正

労働基準法案に盛り込まれている「高度プロフェッショナル制度」の必要性がより明ら

かになったといえ、今後の議論が注目されます。 

 

 

 

 

 

6. 会社法：2017 年 6 月総会を振り返って 
 

2017 年 6 月総会においては、法改正等により新規に対応が求められる事項はなかっ

たものの、株主との対話の充実や機関投資家の議決権行使の動向等を意識し、招集通知

のレイアウトや記載内容（法定記載事項以外のガバナンス関連の記載の充実）の見直し、

発送時期のさらなる前倒しに取り組む企業が増加しました。 

総会における質問では、事業に関しては IoT や AI、人事については働き方改革につい

て、その取り組みや影響を問うものが多くみられました。また、Institutional Shareholder 

Services Inc.（ISS）による議決権行使助言方針の改訂や経済産業省のコーポレート・

ガバナンス・システムに関する実務指針（CGS ガイドライン）における指摘を受け、

顧問・相談役への注目が高まり、制度の有無やその報酬に関する質問も多くみられまし

た。 

2017 年 6 月総会の議決権行使結果については、日本版スチュワードシップ・コード

に則り、機関投資家による議決権行使結果の個別開示が始まっており、既に公表されて

いる中でも会社提案への反対事例や株主提案への賛成事例も散見されるため、来年度の

総会に向けてはこれらの議決権行使結果も踏まえた対応が求められることとなりそう

です。 

 

 

 

 

 

 

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 
 

パートナー 荒井 太一 
 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhmjapan.com 
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7. 危機対応：東京高裁、増資インサイダー取引を理由とする課徴金納 
付命令を取り消した第一審判決を維持 

 
2017 年 6 月 30 日、東京高裁は、増資インサイダー取引を理由として金融庁が行った

課徴金納付命令の取消訴訟の控訴審判決において、課徴金納付命令を取り消した第一審

判決を維持しました。 

本事案は、資産運用コンサルティング等を行う会社の代表取締役であった原告（X 氏）

が、証券会社の知り合い（A 氏）を通じて、ある会社（B 社）の公募増資に関する情報

を事前に受領し、インサイダー取引を行ったとして課徴金納付命令を受けたものです。

本判決は、A 氏が B 社の公募増資について直接担当をしていたわけではなく、当該案件

の直接の担当者として確定的に事実を認識していた者とのやり取りから B 社の公募増

資が行われることを推測したに過ぎず、A 氏が当該重要事実を「その職務に関して知っ

た」とはいえないことから、A 氏から情報伝達を受けた X 氏についてインサイダー取引

規制違反は成立しないと認定しました。 

本事案は、金商法に基づく課徴金制度が導入され、運用されるようになって以降、裁

判所が金融庁による課徴金納付命令を取り消した最初の事案であり、高裁も第一審判決

を維持したことから注目されています。インサイダー取引についての当局調査が開始さ

れた場合、対象者としては当局の調査に協力すべきである一方で、当局による事実認定

を漫然と受け入れるのではなく、争うべき事実関係等があれば争うべき場合もあり得ま

す。本判決は、調査対象者が争った場合に当局による違反認定が覆ることが現実的にあ

り得ることを示したものであり、今後の当局による調査実務や調査対象者による訴訟活

動に影響を与えるものと考えられます。 

 

 
 

 

 

 

 

8. 一般民事：消費者庁、打消し表示に関する実態調査報告書を公表 
 
2017 年 7 月 14 日、消費者庁は、打消し表示に関する実態調査報告書を公表しました 

（全文は、http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_label

ing_170714_0002.pdf）。 

事業者が商品・サービスの内容や取引条件について訴求するいわゆる強調表示は、対

象商品・サービスのすべてについて、無条件、無制約に当てはまるものと一般消費者に

受け止められるため、仮に例外条件や制約条件等があるときは、その旨の表示（これを、

「打消し表示」といいます。）を分かりやすく適切に行わなければ、一般消費者に誤認

され、不当表示として景品表示法上問題となるおそれがあります。 

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

  yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com

アソシエイト 渥美 雅之 
 03-6266-8767 

 masayuki.atsumi@mhmjapan.com 
 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170714_0002.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170714_0002.pdf
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報告書は、消費者庁が、打消し表示の実態を調査するために、打消し表示が含まれて

いる表示物を収集・整理するとともに、幅広い年代の消費者を対象とした意識調査を行

い、調査結果に基づき、景品表示法上の考え方を整理したものです。 

報告書は、一般消費者が普段広告に接する際に打消し表示を意識して見ない・読まな

いという実態を明らかにした上で、事業者に対し、①この実態を十分に理解して、広告

に記載した内容を一般消費者が正しく認識できるように表示を行うことを求めると共

に、②景品表示法上の考え方を理解して、表示チェックの体制やルールの構築、不断の

見直し、改善等の取組を行うことが望まれると指摘しています。 

本報告書は、景品表示法上の観点から検討されたものですが、契約法上の観点からの

説明義務・情報提供義務のあり方を検討するに当たっても大いに参考になるものといえ

ます。 

 

 

 

 
 
 
 

9. M&A：二段階買収案件の株式取得価格決定申立てに関する裁判例 
（2016 年 7 月 1 日付最高裁決定を踏襲した最初の事例） 

 

2017 年 1 月 18 日、大阪地裁は、当時東証二部上場企業であった X 社の株式の 32.74%

を保有していた多数株主が X 社に対して行った二段階買収（公開買付けと全部取得条項

付種類株式を用いたスクイーズアウト）ついて、X 社の株主が取得価格の決定の申立て

（会社法 172 条）を行った事案について、取得価格は公開買付価格と同額に定める旨の

決定をしました。 

当該事案に先立ち、2016 年 7 月 1 日、最高裁第一小法廷は、構造的な利益相反関係

が存在する場合であっても、独立した第三者委員会や専門家の意見を聴く等、利益相反

関係の存在により意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置が講じられ、

また、公開買付けに応募しなかった株主の保有する株式も公開買付価格と同額で取得す

る旨が明示されている等、一般に公正と認められる手続きにより公開買付けが行われ、

その後に公開買付価格と同額で全部取得条項付種類株式の取得が行われた場合には、こ

れらの取引の基礎となった事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事

情がない限り、取得価格は公開買付価格と同額とするのが相当であるとし、手続きの公

正性が認められる本件では、公開買付価格と同額の価格が「公正な価格」であると判断

しました。 

本地裁決定は、上記最高裁決定を踏まえ、一連の取引が一般に公正と認められる手続

きにより行われたかどうかを検討し、取得価格を公開買付価格と同額に定める旨の決定

パートナー 早川 学 
 03-5223-7748 

 gaku.hayakawa@mhmjapan.com 

パートナー 堀 天子 
 03-5220-1826 

  takane.hori@mhmjapan.com
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をしました。本地裁決定は、上記最高裁決定後、二段階買収案件の株式取得価格につい

て判断を示した最初の裁判例であり、手続きの公正性を重視する考え方が再確認された

という意味において、今後の実務の参考になるものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁が、「『金融行政モニター』

におけるご意見等の受付状況及

び金融庁の対応について」を公

表 
 

金融庁は、2017 年 7 月 31 日、「『金融行政モニター』におけるご意見等の受付状況及

び金融庁の対応について」（「本資料」）を公表しました。金融庁は、金融行政に関する

意見等を広く収集するため、中立的な第三者である外部専門家が窓口となる「金融行政

モニター受付窓口」を設置しており、寄せられた意見等を金融行政に反映するべく、2016

年 1 月 29 日よりその運用を開始しています。本資料は、2017 年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間に寄せられた意見等の受付状況及び金融庁の対応を公表するものです。 

本資料において公表された意見等の中には、非上場会社による IPO の場面における事

前勧誘規制の緩和を求めるものがあったところ、金融庁はかかる意見への回答として、

企業内容等開示ガイドライン 2－12③を引き、(i) 届出書提出の１ヶ月以上前に行われ

る情報発信について、(a) 有価証券の募集・売出しに言及がなく、(b) 届出書提出日以

前 1 ヶ月以内に再度発信されないための合理的な措置がとられている場合には、勧誘に

は当たらないと整理されること、(ii) 勧誘にあたらないと整理されるための要件として、

公募前の会議に参加できる投資家の数や会議の回数又は秘密保持契約の締結を求めて

いるものではないこと、という立場を示しました。 

かかる回答は、当該ガイドラインの導入時において示された金融庁の従前の立場を確

認するものですが、ガイドライン制定後も公募前の投資家との会議の回数・人数等に

よっては違法な事前勧誘に該当しうるのではないかという実務上の懸念に対応するも

のです。上記の立場が金融庁より再確認され、解釈上の疑義が払拭されたことにより、

国内においてもプレ IPO ロードショーやパイロット・フィッシング等の情報発信が活発

化する可能性があります。 

 

 

 

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 

パートナー 大石 篤史 
 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhmjapan.com 

アソシエイト 坂㞍 健輔 
 03-6213-8108 

 kensuke.sakajiri@mhmjapan.com 

mailto:katsumasa.suzuki@mhmjapan.com
mailto:makoto.oshimo@mhmjapan.com
mailto:%20%09atsushi.oishi@mhmjapan.com
mailto:%20%09atsushi.oishi@mhmjapan.com
mailto:%20%09kensuke.sakajiri@mhmjapan.com


 
 

   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. 

9 
 

11. 税務：タックス・ヘイブン対策税制の改正 
 

平成 29 年度税制改正では、経済協力開発機構（OECD）の「税源浸食と利益移転（BEPS）

プロジェクト」での議論を踏まえ、外国子会社合算税制（タックス・ヘイブン対策税制）

について大幅な改正が行われました。改正の概要は以下のとおりです。 

この改正により、合算対象となる外国子会社及び所得の範囲が拡大されます。改正前

にはタックス・ヘイブン対策税制の適用を受けなかったにもかかわらず、改正後にタッ

クス・ヘイブン対策税制が適用されるケース（典型的には、税負担率が 20%以上 30%

未満の国にペーパーカンパニーを置いているようなケース等）が想定されます。 

タックス・ヘイブン対策税制に関する平成 29 年度税制改正は、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されます。海外に関係法人を有する企業又

は個人は、改正法の適用までに、改正による影響及び対応策の検討を行う必要があると

考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（インドネシア）：行政裁判所による新 BANI 無効の判断 
 

インドネシアにおいては、1977 年に設立されたインドネシア仲裁機構（Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia、“BANI”）がインドネシア国内で権威のある国内仲裁機関

ですが、2015 年に BANI の創設者が全員亡くなったことを契機として、BANI 内部で新

たな団体設立の動きがあり、昨年 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。 

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 

mailto:atsushi.oishi@mhmjapan.com
mailto:yoshiko.yamakawa@mhmjapan.com
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新 BANI の設立については、法人等の設立を所管する法務人権大臣の決定により認め

られていましたが、BANI は、これを争い、同決定の無効を求めて、行政裁判所に対し

て訴訟を提起しておりました。行政裁判所は、本年 7 月 6 日に、BANI の主張を受け入

れ、新 BANI の設立を認めた法務人権大臣の決定は無効であると判断しました。今回の

行政裁判所の判決は、第一審の判決であり、同判決が控訴されている可能性もあるため、

引き続き同訴訟の行方を注視する必要があります。 

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。 

BANI の分裂騒動については、Client Alert 第 36 号（2016 年 12 月号）でも取り上げ

ておりますので、ご関心のおありの方は、こちらもご参照いただければと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（南アフリカ）：鉱業憲章改正による黒人優遇政策の強化 
 

南アフリカ共和国のモセベンジ・ズワネ鉱物資源相は、2017 年 6 月 15 日、黒人の鉱

業部門における進出を促進し、同部門における不平等を是正することを目的として、鉱

業憲章（正式名称：Broad-Based Black Socio-Economic Empowerment Charter for the 

South African Mining and Minerals Industry, 2017）の改正・即日施行を公表しました。

鉱業憲章は、黒人の経済力の向上を目的とした BEE（Black Economic Empowerment）

政策の一環として 2004 年に制定されたもので、今般の改正により、以下のとおり、鉱

山企業の株主比率、経営陣及び従業員の構成、並びに剰余金の分配方法等において、従

前よりも黒人優遇を強化する内容となっています。 

パートナー 小松 岳志 
 03-5223-7785（東京） 
 +65-6593-9753（シンガポール） 

 takeshi.komatsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 竹内 哲 
 03-6266-8573（東京） 
 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhmjapan.com 

アソシエイト 立川 聡 

（ジャカルタ AKSET 法律事務所出向中） 
 03-6266-8980（東京） 
 +62-21-2992-1515（ジャカルタ） 

  satoshi.tatsugawa@mhmjapan.com
 statsugawa@aksetlaw.com 

mailto:tetsu.takeuchi@mhmjapan.com
mailto:satoshi.tatsugawa@mhmjapan.com
mailto:statsugawa@aksetlaw.com
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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 佐藤 貴哉 
 03-6266-8543 

 takaya.sato@mhmjapan.com 

アソシエイト 岩澤 祐輔 
 03-5220-1808 

 yusuke.iwasawa@mhmjapan.com 

アソシエイト 桑原 周太郎 
 03-6213-8151 

 shutaro.kuwahara@mhmjapan.com 
 

まず、鉱山企業の株主比率については、探鉱権及び鉱業権を保有する既存企業の株式

の 30%以上を黒人が保有することが求められており、従来の基準であった 26%から引

き上げが行われました。各企業は改正憲章公表後 12 ヶ月の移行期間中にこの基準を満

たすよう、黒人の株式保有率を増加させることが求められます。また、今後新規に鉱業

分野に参入する場合、黒人の株式保有率を、探鉱権を取得しようとする企業では過半数、

鉱業権を取得しようとする企業では 30%以上とすることが求められています。 

次に、経営陣及び従業員の構成については、取締役会の構成員及び業務執行取締役

（Executive Directors）の半数以上を黒人が、25%以上を黒人女性が占めるものとされ、

また、管理職（Senior Management, Middle Management, Junior Management）につい

ても、階級毎に定められた一定の割合を黒人及び黒人女性が占めることが要求されてお

り、この点でも従来よりも厳しい基準が設定されています。 

また、黒人以外の株主への配当を行う前に、毎年、年間売上額の 1%以上の額を黒人

株主に優先的に分配することが求められており、これは経済的価値を黒人が確保するこ

とを保障するための措置であると南アフリカ共和国政府は説明しています。 

同国の鉱業会議所は、改正の発表直後、同改正に関する事前協議が不十分であるとし

て改正に反対する旨の声明を発表し、2017 年 6 月 26 日にはその施行に対する緊急差止

めの申立てを高等裁判所に対して行いました。これを受けて、ズワネ鉱物資源相は、同

年 7 月 14 日、上記の緊急差止めの申立てに対する裁判所の判断が下されるまで、改正

鉱業憲章の施行を停止することを発表しました。 

南アフリカ共和国において鉱業は歴史的に最重要産業の一つであり、その割合は近年

低下しているとはいえ、今なお同国 GDP の 7%程度を占めています。改正鉱業憲章が

施行された場合には、鉱山企業の経営や持株比率に関し新たな制約が課されることとな

るため、社会的な注目が大きく、現地において鉱業関連投資を行っている又は検討中の

日本企業にも影響が及ぶ可能性があることから、今後の動向に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=0028
mailto:hideaki.umetsu@mhmjapan.com
http://mhm-portal/_layouts/15/peoplesearchapps/Profile.aspx?id=0056
mailto:yusuke.iwasawa@mhmjapan.com
mailto:yusuke.iwasawa@mhmjapan.com
mailto:shutaro.kuwahara@mhmjapan.com
mailto:shutaro.kuwahara@mhmjapan.com
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パートナー 眞鍋 佳奈 
 +65-6593-9762（シンガポール） 

  kana.manabe@mhmjapan.com

14. 国際訴訟・仲裁：香港における謝罪法の成立 
 

2017 年 7 月 13 日、香港の立法会は、Apology Bill と呼ばれる謝罪法を可決しました。

同法は近々、司法長官が官報において指定する日に施行されます。 

謝罪法の目的は、謝罪を促進することで紛争がエスカレートすることを防止し、友好

的な解決を促すこととされています。「謝罪 apology」とは、ある事項についての後悔

（regret）、同情（sympathy）、又は好意（benevolence）の表現を意味し、例えば、当

該事項について申し訳ない（sorry）という表現をすることを意味すると定義されていま

す（4 条（1））。この謝罪は口頭、書面、又は行為によるものでもよいとされています

（4 条（3））。 

謝罪法は、司法、仲裁、行政等の手続きに適用されますが、刑事手続きには適用され

ません。適用される手続きにおいて、謝罪は、過失／落度や責任を明示又は黙示に認め

るものとはされず、過失／落度や責任の判断や謝罪をした者を不利に扱うために考慮さ

れてはならないと規定されています（7 条）。また、謝罪に関する証拠は、過失／落度

や責任の判断や謝罪をした者を不利に扱うために使うことは出来ないとされています

（8 条（1））。但し、これには例外があり、判断者が公共の利益又は正義に叶うと判断

した場合には、謝罪を含む事実について証拠として使用することが出来るとされていま

す（8 条（2））。 

この香港の謝罪法と同趣旨の法律は米国や豪州等でも見られます。謝罪法の施行によ

り今後、香港社会で謝罪が増えるのか、それにより紛争の数が減るのか、興味深いとこ

ろです。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『M&A ストラクチャリングの最先端～平成 29 年度税制改正を踏ま 

      えて～』 

開催日時  2017 年 8 月 21 日（月）14:00～17:00 

講師    大石 篤史 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『破壊的イノベーションに対抗する 伝統的企業による CVC 戦略立 

      案とファンド組成・運用』 

開催日時  2017 年 8 月 23 日（水）13:30～16:30 

講師    増島 雅和、田中 光江 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『知的財産と競争法コンプライアンス講座』 

開催日時  2017 年 8 月 25 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 

 

 セミナー  『役員インセンティブ報酬の設計に関する法務・税務の一体的解説 

      ～平成 29 年度税制改正や関連法制の整備ほか最新動向への対応～』 

開催日時  2017 年 8 月 29 日（火）9:30～12:30 

講師    奥山 健志、酒井 真 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『アジア労働法カレッジ‐インド編‐「インドの労働法制と労務管 

      理のポイント」』 

開催日時  2017 年 8 月 31 日（木）14:00～17:00 

講師    小山 洋平 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 

 

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

 本     『企業訴訟実務問題シリーズ システム開発訴訟』（2017年 6月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    飯田 耕一郎、田中 浩之 

 

 本     『大量保有報告制度の理論と実務』（2017 年 7 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    根本 敏光 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 本     『新しい役員責任の実務 第 3 版』（2017 年 7 月） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    澤口 実、奥山 健志（編著） 

      小島 冬樹、近澤 諒、金村 公樹（著） 

 

 本     『FinTech の法律』（2017 年 7 月） 

出版社   日経 BP 社 

著者    増島 雅和、堀 天子（編著） 

      石川 貴教、白根 央、峯岸 健太郎、矢田 悠、篠原 孝典、早川 翔、 

      岡野 智、小川 友規、尾登 亮介、飯島 隆博、鮫島 裕貴、井上 ゆ 

      りか（共著） 

 

 論文    「近時の公開買付け事例における取引スキームの考察－公開買付け 

      と特別配当の組合せ取引を中心に－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2135 

著者    塩田 尚也、中野 玲也、伊藤 雄馬 

 

 論文    「中国における労働派遣とアウトソーシングの区別～陥りがちの罠～」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.45 No.7 

著者    孫 彦 

 

 論文    「機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析」 

掲載誌   別冊商事法務 No.423 

著者    澤口 実、松下 憲、飯島 隆博、土岐 俊太、早野 正隆、白岩 直樹、 

      立入 寛之、辻 純一 

 

 論文    「遺伝子検査ビジネスの法的諸問題」 

掲載誌   NBL No.1102 

著者    吉田 和央 

 

 論文    「取締役会設置会社の株主総会において代表取締役を定める旨の定 

      款規定の有効性 ―最三小決平 29. 2 .21 を踏まえて―」 

掲載誌   金融法務事情 No.2070 

著者    渡辺 邦広 
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 論文    「情報・テクノロジー法最前線 第 4 回 IoT, ビッグデータ① IoT, 

      ビックデータを取り巻く法制度」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.8 

著者    上村 哲史、桑原 秀明 

 

 論文    「手法別 想定質問や検討の視点から要点をつかむ ファイナンス 

      実施時の株主・投資家との対話」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1486 

著者    根本 敏光、田井中 克之、西尾 賢司、尾崎 健悟、五島 隆文、 

      岩﨑 祥大 

 

 論文    「＜実務詳説＞監査等委員会設置会社における体制作りと運用のポ 

      イント」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.122 

著者    太子堂 厚子 

 

 論文    「＜時事解説＞LGBT の社員に対する企業の課題」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.123 

著者    安倍 嘉一 

 

 論文    「個人情報保護法の改正とそれに向けた準備」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.29 No.6 

著者    金丸 祐子 

 

 論文    「東南アジア諸国における不動産関連事業に関する実務上の留意点 

      とその横断的説明の試み」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.38 

著者    川村 隆太郎、塙 晋、岸 寛樹 

 

 論文    「食品スーパーの破産における商品券の処理、財産処分等」 

掲載誌   事業再生と債権管理第 31 巻 2 号 

著者    早川 学 

 

 論文    「監査等委員会設置会社における指名・報酬に関する意見陳述権と 

      取締役会の権限委譲」 

掲載誌   東京株式懇話会会報 No.789 

著者    太子堂 厚子 
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 論文    「Chambers Global Practice Guides International Arbitration 2017 

      – Japan Law and Practice」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides International Arbitration 2017 

著者    関戸 麦、大野 志保、金丸 祐子 

 

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

 増島 雅和 弁護士が一般社団法人日本仮想通貨事業者協会 顧問に就任しました 
 

 岩原 紳作 名誉教授が顧問に就任しました 

2017 年 7 月 1 日付で、岩原 紳作 東京大学名誉教授が、当事務所の顧問に就任

いたしました。 

岩原顧問は、東京大学大学院法学政治学研究科や早稲田大学大学院法務研究科に

おいて、会社法や金融法等の研究・教育に従事され、数多くの成果を残されたほ

か、法制審議会や金融審議会において重要な役職を歴任されるなど、これらの法

分野において中心的な役割を果たしてこられました。 

岩原顧問の就任により、当事務所は、会社法や金融法分野において、さらに充実

したリーガルサービスをご提供できるよう、努めてまいる所存です。 

 

 棚橋 元 弁護士が東京大学組織的利益相反監視委員会委員に就任しました 

 

 戸嶋 浩二 弁護士、林 浩美 弁護士が UAS 測量調査協議会 顧問に就任しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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

