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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 2018 年 1 月号（Vol.49）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：日 EU 経済連携協定による著作権等の保護期間延長につ

いて 

 

外務省は、欧州連合（EU）との間で大筋合意に至った経済連携協定（EPA）に関す

るファクトシートを公表しました（最新版は 2017 年 12 月 15 日付）。ファクトシート

には、各分野の交渉結果の概要等が記載されており、知的財産分野に関しては、著作権
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等の保護期間を著作者の死後 70 年等に延長することが明記されている点が注目されま

す。 

著作権等の保護期間に関しては、環太平洋パートナーシップ（TPP）協定を受け、著

作者の死後 70 年等に延長する改正法が 2016 年の臨時国会で成立したものの、施行日

は TPP 協定の発効日とされているため、米国の TPP 協定離脱により、未だ施行されて

いません。また、米国を除くいわゆる TPP11 では、著作権等の保護期間の延長は凍結

（実施見送り）とされたことが公表されており、上記改正法の施行は見通しが立ってい

ません。 

こうした状況の下、今般の EPA の大筋合意を受け、著作権等の保護期間を延長する

著作権法の改正法案が近い将来提出されることが予想されます。仮に改正法案が成立し、

施行された場合、TPP 協定の帰趨にかかわらず、著作権等の保護期間は延長されること

になるため、今後の動向を注視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

外務省経済局「日 EU 経済連携協定（EPA）に関するファクトシート」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000270758.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：海外の企業結合届出に関するアップデート 
 

① 南アフリカ：2017 年 12 月 1 日、南アフリカ競争法の改正案が公表されました

（2018 年 1 月 29 日までパブリックコメント期間）。本改正案の内容は多岐に渡ります

が、日本企業が直面する機会の多い企業結合規制についてもいくつか重要な改正が予定

されています。例えば、複数の段階を経て実行される取引の影響を当局が総合的に検討

できるようにするために、届出前 3 年間に行われた他の取引が新たに届出時の開示及び

審査の対象となります。また、審査で検討すべき事項として、株式保有や役員兼任がも

たらす影響等が新たに明記されたことにより、届出時の審査がより詳細なものになるこ

とが予想されます。なお、従前から実務上運用されていた、競争上の審査のみならず公

益保護の観点からも審査をすることが、本改正案において明確にされました。 

② 韓国：2017 年 12 月 20 日、韓国公正取引委員会は、ガイドラインを改正し、同

日付で、国外での JV 新設を簡易審査の対象とすると発表しました。改正後は、届出基

準を満たす新会社設立のうち、新会社が外国会社で、かつ新会社の事業が韓国国内の市

パートナー 岡田 淳 
 03-5220-1821 

 atsushi.okada@mhmjapan.com 

オブ・カウンセル 池村 聡 
 03-6266-8507 
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000270758.pdf
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場に影響を及ぼさないものは、通常審査（審査期間：原則 30 日）ではなく簡易審査（審

査期間：原則 15 日）の対象となります。日本企業間の JV 新設について韓国で届出を

するケースは従前から多くありましたが、今後はそのようなケースで審査の迅速化が期

待されます。 

③ 米国：2017 年 12 月 20 日、米国連邦取引委員会（FTC）は、9 月にすでに実行

されていた外国企業間の M&A につき、統合の効力を争う行政手続を開始したと発表し

ました。また、翌 21 日には、米国司法省（DOJ）が、事前届出が不要で 2 月にすでに

実行されていた別の M&A につき、統合の効力を争う訴訟を提起したと発表しました。

米国競争当局は、従前から、事前届出の対象でなくても競争に影響を及ぼす統合に対し

ては、実行後であっても法的措置を採ってきました。今般、FTC と DOJ が相次いで法

的措置に踏み切ったことは、米国の事前届出基準を満たさない案件であっても、競争へ

の影響につき慎重な検討が必要であることを再認識させるものといえます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. エネルギー・インフラ：FIDIC 契約約款改訂版の公表 
 

2017 年 12 月、FIDIC（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の契約約款のうち、

いわゆる Red Book、Yellow Book 及び Silver Book の改訂版（第 2 版）が公表されまし

た。これらの契約約款は、1999 年の初版公表以来、海外の建設プロジェクトにおいて

広く使用されてきましたが、今回、18 年ぶりに改訂が行われました。今回の改訂は、

当事者間のリスク分担を大きく変えるものではありませんが、初版公表以来の実務の蓄

積を反映し、主にプロジェクト進行上の様々な要件・手続に関して明確化や詳細化を

図っており、全体の分量が大幅に増加しています。 

今回の改訂は非常に多岐にわたりますが、例えば、以下のような点が変更されていま

す。 

①エンジニアの役割・義務がさらに拡大され、例えば、当事者間の合意形成に向けて

協議を促す義務や中立的に行動する義務が追加されました。 

②クレーム（Claim）の手続に関する規定が改訂され、発注者・請負者いずれについ

ても、初版より詳細・厳格なルールに従うことが必要となりました。 

③紛争が生じてから組織される初版の Dispute Adjudication Board に代わり、当初か

ら常任の Dispute Adjudication/Avoidance Boards（DAAB）が組織されることになりま

した。 
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今回の改訂は、国際的な建設プロジェクトのより円滑な進行に資するものと広く期待

されています。ただ、今回の改訂にかかわらず、当事者は長年の利用実績がある初版を

今後のプロジェクトに使用することも可能です。当事者においては、今回の改訂の内容

をよく理解した上で契約約款を選択することが求められます。今後、国際インフラ建設

プロジェクト等の実務において、改訂版の利用がどの程度又はどのようなペースで広

がっていくことになるのか、その動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5. 労働法：厚生労働省、「柔軟な働き方に関する検討会」報告を公表 
 

2017 年 12 月 25 日、厚生労働省は、「柔軟な働き方に関する検討会」の報告を取りま

とめ、公表しました。 

同検討会は、2017 年 3 月に決定された「働き方改革実行計画」（2017 年 3 月 28 日働

き方改革実現会議決定）において、テレワークや副業・兼業について、「ガイドライン

の制定など実効性のある政策手段を講じて、普及を加速させていく。」とされたことを

踏まえ、立ち上げられたものです。 

報告書においては、テレワークについては、子育てや介護と仕事を両立させる手段で

あり、ワークライフバランスに資するほか、多様な人材の能力開発を可能にするものと

して、また、副業・兼業については、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起

業の手段、セカンドキャリアの準備として肯定的に捉えています。そのうえで、テレワー

クを採用した場合における労働時間管理の方法や、労働者の副業・兼業について使用者

が必ずしも一律に制限することができないことについて指摘しています。 

特に、兼業・副業については、これまでの使用者と労働者との関係を大きく変容させ

るものであり、中・長期的に実務にも大きな影響を与えることも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

パートナー 荒井 太一 
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パートナー 岡谷 茂樹 
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 hiroyuki.tachiiri@mhmjapan.com 
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6. 会社法：グラスルイスが 2018 年版の議決権行使助言方針の改定を

公表 
 

2017 年 12 月 18 日、議決権行使助言会社の Glass, Lewis & Co.（「グラスルイス」）

は、2018 年版の日本向け議決権行使助言方針（ガイドライン）の改定（「本ガイドライ

ン改定」）を公表しました。 

本ガイドライン改定の一つとして、役員兼任数に関する助言方針が改定されています。

グラスルイスでは、役員兼任数に関する助言方針として、業務執行役員が他の 2 社以上

の上場会社で役員を兼任している場合、または、それ以外の役員が他の 5 社以上の上場

会社で役員を兼任している場合、原則としてその役員の選任議案への反対を推奨してい

ますが、これまではグループ会社内において上記制限数を超えた役員兼任をしている場

合でも原則として反対推奨していませんでした。本ガイドライン改定では、これを変更

し、上場グループ会社内における役員兼任がある場合、それを兼任数 1 としてカウント

し、上記の助言方針を適用するとされています。そのため、本ガイドライン改定後は、

業務執行役員が上場グループ会社内における役員兼任をしている場合、それに加えて 1

社でもグループ会社以外の上場会社の役員を兼任していれば、当該業務執行役員の選任

議案への反対が推奨されることになり得る点に注意が必要です。 

また、役員のダイバーシティに関する助言方針も改定され、2019 年以降、TOPIX コ

ア 30 及び TOPIX ラージ 70 の構成銘柄の会社において、役員に女性が 1 名も含まれて

いない場合、原則として、監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社では経営トップ

である取締役の選任議案への反対を推奨し、指名委員会等設置会社では指名委員会委員

長となる取締役の選任議案への反対を推奨するとされています。但し、女性の役員を置

いていない合理的な理由や今後の対応方針を開示している場合には反対推奨しないこ

とがあり得るとされていますので、上記の構成銘柄の会社のうち女性の役員がいない会

社においては、どのように対応するかを検討しておく必要があります。 

なお、本レター2017 年 11 月号（Vol.47）で紹介した Institutional Shareholder Services 

Inc.（「ISS」）の 2018 年版の日本向け議決権行使助言方針の改定案は、2017 年 11 月

16 日に原案どおりに改定されています。事業会社においては、これらのグラスルイス

及び ISS における議決権行使助言方針の改定を踏まえて、株主総会の議案の内容を検討

していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 石井 裕介 
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7. 危機対応：経済産業省、「製造業の品質保証体制の強化に向けて」を

公表 
 

2017 年 12 月 22 日、最近の製造業の製品検査データ書換えの不正事案を受け、経済

産業省は、製造業の品質保証体制の強化に向けた対応策を取りまとめ、「製造業の品質

保証体制の強化に向けて」を公表しました（http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171

222001/20171222001.html）。 

同資料では、一連の事案を契機とした品質保証体制の強化について、産業界に自主的

な対応を求めつつ、経済産業省としてもこうした産業界の取組みを全面的に後押しする

とのスタンスが明らかにされるとともに、予算、税制、法改正等に関する一定の政策パッ

ケージが明らかにされています。 

品質問題との関係で特に注目されるのは、JIS（日本工業規格）の対象に経営管理等

を追加する旨及び JIS の根拠法である工業標準化法の改正が盛り込まれている点です。

現行の工業標準化法では、法人への罰則は最大 100 万円の罰金と低廉ですが、同資料に

よれば、かかる法人への罰則を強化する旨を盛り込んだ改正法案を 2018 年通常国会に

提出することを検討中とのことであり、今後の動向に注視する必要があります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. 一般民事①：不動産が商人間の留置権（商法 521 条）の目的物に当

たることを認めた最高裁判決 
 
2017 年 12 月 14 日、最高裁は、不動産が、商法 521 条が商人間の留置権の目的物と

して定める「物」に当たると解するのが相当であるとの判断を示しました。 

最高裁は、そのように解すべき理由について、文言上の根拠として、民法における「物」

の定義（民法 85 条、86 条 1 項、2 項）、民法 295 条 1 項の留置権の目的物を「物」と

定める文言と商法 521 条の留置権の目的物を「物又は有価証券」と定める文言の比較に

着目しています。これに加え、不動産を対象とする商人間の取引が広く行われている実

情から、このように解釈することが商法 521 条の趣旨（商人間における信用取引の維持

と安全を図る目的で、双方のために商行為となる行為によって生じた債権を担保するた

め、商行為によって債権者の占有に属した債務者所有の物等を目的物とする留置権を特

に認めたもの）に合致することを指摘しています。 

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

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171222001/20171222001.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171222001/20171222001.html
mailto:yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com
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不動産が商法 521 条に定める商人間の留置権の対象になるか否かについては、下級審

裁判例においても学説においても長らく争いがあった論点ですが、最高裁が肯定説に立

つことを明示したもので、債権回収等の場面で留意すべき重要判決といえます。 

 

 

 

 

 

 
9. 一般民事②：信義則を根拠として会社分割による債務承継の効果を

否定した最高裁判決 
 

2017 年 12 月 19 日、最高裁は、賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸

人が賃借人に違約金を請求することができる旨の特約のある賃貸借契約において、賃借

人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に、同吸収分割を理由に違約金債務

を負わないとの当該賃借人の主張が信義則に反するとする事例判断を示しました。 

最高裁は、①賃貸人が賃借人のために転用が困難な建物を建築して賃貸することから、

長期の契約期間を定め、その賃料によって建築費用を回収することを予定していた事案

であること、②上記の特約が、賃借人の変更による賃貸人の不利益を回避する意図で合

意された特約であること、③会社分割によって分割先の会社に承継された資産が違約金

の額を大幅に下回るものであったこと、④賃貸人の違約金請求権は、会社分割の債権者

保護手続に際しては発生しておらず、賃貸人が同手続で異議を述べることができなかっ

たこと等の事実関係のもと、賃借人が賃貸人に対し、吸収分割がされたことを理由に違

約金債権に係る債務を負わないと主張することは信義則に反して許されず、賃貸人は、

吸収分割の後も、当初の賃借人に対して違約金を請求できると判断しました。 

最高裁が、いわゆる濫用的な会社分割に当たる事例の 1 つを示したものといえ、濫用

的な会社分割に関する議論の参考になります。 
 
 

 
 
 
 

10. 一般民事③：債権法改正の施行期日決定 
 

2017 年 12 月 15 日、法務省は、債権法改正（改正民法）の施行期日を 2020 年 4 月 1

日とすることを公表しました。2017 年 5 月 25 日に成立した改正民法は、契約に関する
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規定を中心に、現在までの社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行ったもの

です。実務界では施行期日までに契約書や約款の見直し等の対応が必要となります。 

 

 

 
 

 
 

11. M&A：組織再編税制における適格要件（従業者従事要件及び事業継

続要件）の緩和 
 

2017年12月22日、平成30年度税制改正の大綱が閣議決定され、適格組織再編（100%

グループ内の組織再編を除く）の要件である従業者従事要件及び事業継続要件を緩和す

ることが規定されました。 

100%グループ内の組織再編以外の組織再編の税制適格性が認められるには、組織再

編の直前において被合併法人若しくは株式交換完全子法人又は承継対象事業に現に従

事する従業員の概ね 80%以上の引継ぎ等が見込まれていること（従業者従事要件）、及

び、被合併法人若しくは株式交換完全子法人の主要な事業又は承継対象事業の継続が見

込まれていること（事業継続要件）が必要となります。この点、現行法下では、組織再

編後に、当該組織再編により承継した従業者又は事業を更に他の会社に移転することが

見込まれている場合、（一部の例外を除き）当該従業者及び事業は、上記要件における

引継ぎ等又は継続が見込まれているものには含まれません。上記税制改正が実現すれば、

当該組織再編後に完全支配関係がある会社へ従業者又は事業を更に移転することが見

込まれている場合は、当該従業者又は事業を引継ぎ又は継続が見込まれているものに含

めて上記要件の充足が判断されることになるため、なお上記要件を充足し得ることにな

ります。 

上記組織再編税制に係る改正が実現すれば、組織再編後に続けて行われるグループ内

再編について、税務上のデメリットが一定程度解消されることになり、M&A を後押し

する等の実務上の影響があるものと思われます。 
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12. ファイナンス・ディスクロージャー：内閣官房等、「事業報告等と有

価証券報告書の一体的開示の

ための取組について」を公表 
 

2017 年 12 月 28 日、内閣官房、金融庁、法務省及び経済産業省は、「事業報告等と有

価証券報告書の一体的開示のための取組について」と題した資料（「本資料」）を公表し

ました。 

我が国の法制においては、会社法に基づく事業報告及び計算書類（「事業報告等」）と、

金融商品取引法に基づく有価証券報告書という 2 本立ての開示が必要とされます。両開

示については、投資家側の利便性の向上及び企業側の業務負担の軽減を進める観点から、

一体の書類又は 2 つの書類の段階的若しくは同時提出による開示（すなわち事業報告等

と有価証券報告書の一体的開示）を促進するための環境整備を行う必要性が指摘されて

きました。本資料は、かかる環境整備の一環として、類似・関連する項目について、可

能な範囲で共通化を図るものです。 

具体的には、（a）「1 株当たり当期純利益金額」と「1 株当たり当期純利益」、「純資産

額」と「純資産」といった表現の細かな差異のある単語を統一することが許容される旨、

（b）有価証券報告書における「関係会社の状況」と事業報告等の「重要な親会社及び

子会社の状況」のように、記載が重複する項目において、記載を共通化できることを明

確化した新たな雛形を整備する旨等、合計 15 点にわたり、一体的開示を促進するため

の取り組みが記されています。 

これら 15 項目については 2017 年度中を目途として金融庁・法務省において対応を

行うものとされており、他には、事業報告等の内容につき EDINET 開示を認めること等

の検討も進められています。これらの対応及び検討が進むことにより、企業側の負担を

軽減しつつ充実した投資家側との対話が促進されることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 税務：平成 30 年税制改正の大綱 
 

2017 年 12 月 22 日、平成 30 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、例えば以下のようなものを挙げるこ

とができます。 
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① M&A における課税の見直し（大綱 59 頁以下） 

買収会社の自社株式を対価とする株式取得による事業再編は、対象会社株主に

おける課税上の問題から、実務上困難でした。平成 30 年度税制改正により、

一定の要件の下で、対象会社の株主における課税の繰り延べが可能となり、自

社株式を対価とする事業再編の円滑化が図られる予定です。また、組織再編税

制における適格要件についても見直しが行われる予定です（詳しくは、「M&A」

をご参照ください。）。 

② 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、M&A によりグループ傘下に入った一定

の外国法人（ペーパーカンパニー等）を整理することが阻害されないように、

当該外国法人（ペーパーカンパニー等）が有する外国法人の株式等を M&A が

行われた後一定期間内にグループの他の一定の法人に譲渡した場合、その譲渡

益の金額を合算対象から控除する（すなわち、非課税とする）等の措置が講じ

られる予定です。但し、株式の譲渡を行った後の当該外国法人（ペーパーカン

パニー等）を解散することが見込まれること等が、上記措置の要件とされてい

る点には留意が必要となります。 

③ 事業承継税制の特例の創設等（大綱 30 頁以下） 

現行法上も、一定の会社の株式（非上場株式）の贈与等による事業承継につい

て、事業承継時の贈与税・相続税を猶予する等の特例が存在しますが、その範

囲が拡充される予定です。具体的には、（1）猶予対象となる株式数の上限の撤

廃、（2）納税猶予割合を 100%とすること、（3）適用対象となる事業承継の態

様の多様化（親族外を含む複数の株主から複数の後継者への承継を可能とする

等）、（4）現行法上課される一定の雇用維持義務について、未達成の場合でも

猶予措置の適用を継続可能とする等の措置が講じられる予定です。2018 年 1

月 1 日から 2027 年 12 月 31 日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈

与税又は相続税について適用されます。 

 

＜参考資料＞ 

平成 30 年度税制改正の大綱 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf 
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14. 中国・アジア（タイ）：法人における汚職行為防止のための内部統制措

置に関するガイドラインの公表 
 

タイ汚職防止委員会（National Anti-Corruption Commission）は、2017 年 9 月に「法

人における贈賄行為防止のための内部統制措置に関するガイドライン」（「本ガイドライ

ン」）を公表し、タイの会社が贈賄行為防止のために採るべき方策が示されました。 

タイにおいては、1999 年に制定された反汚職法（Organic Act on Counter-Corruption 

B.E.2542（1999））について、汚職行為防止に関する国際的な基準である国連腐敗防止

条約（United Nations Convention against Corruption）を遵守することを目的とする改

正が 2015 年に行われました。その一つとして、従業員等の行為に関する「法人責任」

が新設されました。これは、法人の従業員、代理人等、当該法人の利益を代表又は代理

して行動する者が公務員等に対する贈賄を行った場合、その贈賄行為が当該法人の利益

のために行われたものである場合であって、当該法人が「当該違反行為を防止するため

の適切な内部措置を講じていなかった場合」には、個人のみならず、当該法人も一定の

罰金刑を科されるというものです（同法 123/5 条）。 

これまでこの法人責任を免れるために必要な「適切な内部措置」の具体的な内容は明

らかではありませんでしたが、今回、この「適切な内部措置」の具体的な内容・基準を

示すものとして本ガイドラインが公表されました。今後タイの子会社等については、本

ガイドラインを踏まえた贈賄に対する内部統制措置を構築・実施していくことが求めら

れます。 

本ガイドラインにおいて、大きく 8 つの指針が示されています。各指針とその重要な

留意点は以下のとおりです。 

① トップ経営陣からの強力かつ明確な贈賄防止に対する政策・支援 

トップ経営陣（取締役会、CEO 等）自らが、贈賄行為に対する Zero Tolerance

（不寛容）な姿勢を明確に打ち出すこと、そして経営陣による積極的な関与が

贈賄防止に不可欠であるとされています。 

② 贈賄リスクの効果的な特定・評価のためのリスク査定 

贈賄行為の生じやすい場面（公務員と接する場面）は各会社の規模、構造、事

業、場所等によって異なるため、会社毎にリスクを具体的に分析することが効

果的な内部統制措置の構築に寄与することが指摘されています。 

③ ハイリスクかつ脆弱な分野に対するより強固かつ詳細な対応策 

いわゆるファシリテーション・ペイメント、贈答や寄付等、贈賄行為が生じや

すい行為について、より明確・詳細な手続（事前承認やモニタリング制度等）

を規定することが奨励されています。 

④ 事業パートナーに対する汚職防止策の適用 

会社内部のみならず、会社が責任を問われ得る代理人や仲介人等の第三者、及

び合弁事業（Joint Venture）のパートナー等についても、可能な範囲で適切な

統制を及ぼすことやデュー・ディリジェンスの実施の努力が求められます。 
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⑤ 正確な帳簿・会計記録 

贈賄・不正行為の隠匿を防止するため、独立監査を含めた会計書類の正確かつ

透明性のある記録の作成が求められています。 

⑥ 贈賄防止策を補完する人事管理政策 

十分な訓練によるコンプライアンス意識の向上、法令順守に対するインセン

ティブの設定、違反行為に対する適切な規律の適用等、採用や人事評価におい

てもコンプライアンスの要素を取り入れることが、望ましい実務として指摘さ

れています。 

⑦ 贈賄の疑惑の報告を促す意思疎通メカニズム 

会社の規模に適した内部通報システムと、報復等の恐れを取り除くための通報

者の適切な保護・守秘性の確保が肝要であると指摘されています。 

⑧ 汚職防止策とその効果の定期的な検証・評価 

贈賄リスクの所在はビジネス環境（法改正等を含む）により常に変化するため、

従前の統制措置の有用性に拘わらず、定期的な制度の評価と見直しの実施が求

められます。 

このように、具体的な統制措置の内容は会社の規模や事業内容等により異なるため、

一律のテンプレートの適用ではなく、会社の置かれている状況・環境を把握したうえで、

有用に機能する内部統制措置の構築が求められていることが特徴といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 新興国（メキシコ）：NAFTA 再交渉とメキシコ大統領選の影響 
 

NAFTA の再交渉が難航しています。2017 年 8 月に開始された NAFTA 再交渉は、当

初、年内の合意を目標とし、2017 年には計 5 回にわたり米国・カナダ・メキシコの三

国間で交渉が行われました。もっとも、米国の要求にカナダ・メキシコが反発した結果、

年内の妥結には至らず、交渉期間は 2018 年 1～3 月まで延長されました。 

交渉が難航している主要な項目には、自動車等について関税が免除されるために域内

原産率及び米国産品調達率が一定割合を超えることを求める原産地規則の厳格化、一定
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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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

13 
 

期間ごとに当事者が合意しなければ NAFTA が失効となるいわゆるサンセット条項の追

加、貿易救済措置に関する紛争解決手続（Chapter 19）の廃止等があります。 

また、メキシコでは、現職のペニャ・ニエト政権（制度的革命党 PRI）の任期が 2018

年 11 月 30 日に終了し、2018 年 7 月に大統領選が行われます。大統領選に関する世論

調査によれば、現時点において、元メキシコシティ市長で左派政党国家再生運動

（Morena）党首のロペス・オブラドール氏が最も支持率を得ていると言われています。

ロペス・オブラドール氏が当選した場合には、NAFTA 再交渉を含む現政権が進める政

策について方針転換がなされる可能性もあります。 

NAFTA の再交渉によって、特に原産地規則が変更される場合等には、日本の進出企

業のサプライチェーン等に大きな影響が出ることも予想されます。NAFTA の再交渉に

関しては米国内おいても政界や経済界において意見の相違等が見られ、交渉の行方につ

いての不透明感が強い中、更に、今後のメキシコ大統領選の結果によっては、NAFTA

再交渉の方向性ひいてはメキシコの経済・投資環境が大きく変化する可能性もあり、今

後も再交渉の動向に注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

16. 国際訴訟・仲裁：仲裁人の開示義務（仲裁法 18 条 4 項）違反に関す

る基準を示した最高裁決定 
 

2017 年 12 月 12 日、最高裁は、仲裁人の開示義務違反の存在を認め、仲裁判断の取

消を認めた大阪高裁による決定を破棄差し戻す決定を行いました。 

この事案は、一般社団法人日本商事仲裁協会において 3 人の仲裁人の合議体である仲

裁廷がした仲裁判断につき、そのうち 1 人の仲裁人（「甲仲裁人」）に関し、仲裁法 18

条 4 項に定める「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実があ

り、かかる義務違反は同法 44 条 1 項 6 号の仲裁判断取消事由に該当するのではないか

が争われた事案です。甲仲裁人は国際的な法律事務所（「A 法律事務所」）のシンガポー

ルオフィスに所属する弁護士であり、仲裁人に選任された時点で、将来、A 法律事務所

の弁護士が仲裁事件の当事者・関連会社に助言又は代理する可能性があるという表明書

（「本件表明書」）を提出していました。その後、仲裁判断がなされるまでの間に、A 法

律事務所のサンフランシスコオフィスに、仲裁事件の当事者の兄弟会社を米国の訴訟に

パートナー 梅津 英明 
 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 今仲 翔 
 03-6266-8907 

 sho.imanaka@mhmjapan.com 

アソシエイト 大川 信太郎 
 03-6213-8050 

 shintaro,okawa@mhmjapan.com 

mailto:hideaki.umetsu@mhmjapan.com
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おいて代理する弁護士が加入しましたが、甲仲裁人はこの事実（「本件事実」）を開示し

ませんでした。 

原審の大阪高裁では、①仲裁人が仲裁手続きの進行中、当事者に対して、仲裁法 18

条 4 項の事実の全部を開示すべき義務を負うのは、仲裁人を忌避するかどうかの判断資

料を当事者に提供するためのものであるから、その対象となる事実は、具体的に特定す

ることができるものでなくてはならないこと、本件表明書では、将来、利益相反関係が

生ずる可能性があることが抽象的に表明されたにすぎず、これによって本件事実が開示

されたことにはならないこと、②仲裁人は、手間をかけずに知ることができる事実につ

いて開示のために調査すべき義務を負うものであり、本件事実については、A 法律事務

所において利益相反関係の有無を確認する手続を行うことによって、特段の支障なく調

査することが可能であったとして、甲は同法 18 条 4 項の開示義務に違反し、かかる開

示義務は法 44 条 1 項 6 号所定の仲裁判断取消事由に当たるとしました。 

最高裁は、原審の上記①については是認するとした上で、上記②については是認でき

ないと判断しました。すなわち、まず最高裁は、仲裁人が、当事者に対して法 18 条 4

項の事実を開示しなかったことについて、同項所定の開示すべき義務に違反したという

ためには、「仲裁手続が終了するまでの間に、仲裁人が当該事実を認識していたか、仲

裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得たことが必要

であると解するのが相当」であるとし、法 18 条 4 項の開示義務違反の判断基準を示し

ました。その上で、本件では、甲仲裁人が本件事実を認識していたかは明らかでなく、

A 法律事務所の利益相反関係の有無を確認する態勢についても判然としないことから

すれば、甲仲裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって本件事実が通常判明し得た

か否かも明らかでないとし、原審を破棄した上で、差し戻す決定を行いました。 

本件最高裁決定は、仲裁人の開示義務違反の判断基準を示した重要な決定といえます。

他方、具体的にどのような事実があれば、「合理的な調査を行うことによって」「通常判

明し得た」と認められるのかについては、今後の差し戻し審で争われることになります。

原審は、仲裁人と同じ法律事務所に所属する弁護士が仲裁の当事者ではなく、その兄弟

会社を代理していることにつき、利益相反の有無を確認する手続を行うことによって、

特段の支障なく調査が可能であったと判断しましたが、最高裁では、その点は明らかで

はないと判断されました。国際的な法律事務所では、本件のようにオフィスも各国にま

たがり、所属する弁護士の数も数百名規模の事務所も多数存在します。国際仲裁では、

そうした国際的な法律事務所に所属する弁護士が仲裁人として選任されることが多く

ありますが、今後は、当該法律事務所でどのような利益相反関係の有無を確認する態勢

があるかという点も、仲裁人選任の前に確認することが必要となると思われます。 

 

 

 

 
  

パートナー 眞鍋 佳奈 
 +65-6593-9762 

 kana.manabe@mhmjapan.com 
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事務所関連情報  www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2017/18120.html 

 Joseph Tisuthiwongse 弁護士及びそのチームメンバーが Chandler MHM に加入

いたします 

Joseph Tisuthiwongse 弁護士が、2018 年 1 月 1 日付で、パートナーとして

Chandler MHM に加入いたしました。また、同弁護士の同僚である、Siregran 

Sakuliampaiboon 弁護士、Disaporn Saengpetch 弁護士、及び Teerin Vanikieti 弁

護士も、アソシエイトとして、2017 年 12 月から 2018 年 3 月にかけて、Chandler 

MHM に加入いたします。 

 

Joseph Tisuthiwongse 弁護士は、プロジェクト・ファイナンス、再生エネルギー

及び M&A を専門とする経験豊富な企業法務弁護士です。同弁護士は、火力・水

力発電に加え、風力、地熱及び太陽光発電を含む多数の東南アジア全域における

発電プロジェクトにおいて、レンダー及びスポンサーいずれのサイドも代理して

おります。同弁護士は、2013 年から 2017 年までクリフォードチャンス法律事務

所のバンコクオフィスのパートナーであり、カリフォルニア大学バークレー校に

おいて J.D.（Juris Doctorate）を取得し、また、2000 年にカルフォルニア州弁護

士資格を取得しております。 

 

Siregran Sakuliampaiboon弁護士は、企業法務及びM&Aを専門としております。

同弁護士は、英国ケンブリッジ大学及びロンドン・スクール・オブ・エコノミク

スにて、それぞれ LL.M.を取得し、また、チュラーロンコーン大学にて LL.B.（1st 

class honours）を取得しております。同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有

しております。 

 

Disaporn Saengpetch 弁護士は、プロジェクト・ファイナンス及びキャピタル・

マーケッツを専門とした、コーポレート及びファイナンス分野の弁護士です。同

弁護士は、タマサート大学にて LL.B.（2nd class honours）を取得しております。

同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有しております。 

 

Teerin Vanikieti 弁護士は、企業法務及び M&A を専門としております。同弁護士

は、ハーバード・ロースクールにて LL.M.を取得し、また、チュラーロンコーン

大学にて LL.B.を取得しております。同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有

しております。 

 

Chandler MHM の代表である河井聡弁護士は、「Joseph Tisuthiwongse 弁護士を

パートナーとして迎えることを大変光栄に思っております。同弁護士の加入によ

り、当事務所のプラクティス及びクオリティが格段に進化し、当事務所のクライ

アントに対してより良いサービスを提供できることができると確信しています。」
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と述べております。 

 

Joseph Tisuthiwongse 弁護士は、「CMHM のチームに加入できることを大変楽し

みにしております。我々のファイナンス及び M&A における専門性と、エネルギー

分野における経験が、CMHM のリソースと一体となることによって、クライア

ントの皆様に大きく貢献できると考えております。我々は、東南アジアにおける

更なる成長を目指しております。」と述べております。 

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

 セミナー  『株主総会 2018 年の課題と対応（名古屋）』 

開催日時  2018 年 1 月 16 日（火）14:00～16:00  

講師    澤口 実 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 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  2018 年 1 月 18 日（木）14:00～17:00 

講師    奥山 健志、酒井 真 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『実例で考える従業員等の不祥事・問題行為対応』 

開催日時  2018 年 1 月 19 日（金）13:30~16:30 

講師    荒井 太一 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『フェア・ディスクロージャー・ルールの詳細と施行までに必要な 

実務対応～平成 30 年 4 月 1 日施行予定・政府令・ガイドライン案 

まで徹底解説～』 

開催日時  2018 年 1 月 19 日（金）14:00～17:00   

講師    根本 敏光 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『民法改正の概要と実務に及ぼす影響』 

開催日時  2018 年 1 月 19 日（金）10:00～12:30   

講師    青山 大樹 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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 セミナー  『民法（債権法）改正と立法過程～法案作成の背景～』 

開催日時  2018 年 1 月 23 日（火）18:30～20:00   

講師    内田 貴 

主催    WASEDA NEO 

 

 セミナー  『金融行政改革と金融機関の取り組むべき課題』 

開催日時  2018 年 1 月 24 日（水）9:30～12:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『フェア・ディスクロージャー・ルールの導入と実務対応～投資家 

との対話と効果的な IR 戦略～』 

開催日時  2018 年 1 月 24 日（水）14:00～16:00 

講師    峯岸 健太郎 

主催    宝印刷グループ／株式会社ディスクロージャー&IR 総合研究所   

 

 セミナー  『新たな電力取引市場の概要と契約、会計実務の留意点』 

開催日時  2018 年 1 月 31 日（水）13:30～17:00 

講師    市村 拓斗 

主催    株式会社新社会システム総合研究所   

 

 セミナー  『会社役員のための法律実務研究会「平成 30 年株主総会運営上の 

諸課題の検討」』 

開催日時  2018 年 2 月 5 日（月）12:30～14:00 

講師    菊地 伸 

主催    一般財団法人産業経理協会 

 

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

 論文    「＜実務問答会社法 第 17 回＞取締役の任期と「定時株主総会」 

の意義」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2152 

著者    渡辺 邦広 

 

 論文    「民法（債権関係）改正に伴う会社法改正の概要 －整備法（平成 

29 年法律第 45 号）の解説－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2154 

著者    渡辺 邦広 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「＜実務解説＞消費者契約法改正案のポイントと対応」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.17 No.12 

著者    松田 知丈 

 

 論文    「＜トピックス＞相談役・顧問等の開示について－記載例を示して－」 

掲載誌   資料版／商事法務 No.404 

著者    太子堂 厚子、松村 謙太郎、坂㞍 健輔（共著） 

 

 論文    「［スポーツビジネスと知的財産］プロスポーツと放映権」 

掲載誌   ジュリスト No.1514 

著者    池村 聡 

 

 論文    「デジタルフォレンジックの監査役監査への利活用可能性」 

掲載誌   月刊監査役 No.675 

著者    山内 洋嗣、矢田 悠 

 

 論文    「新春企画 企業法務テーマ別 2018 年の展望 4 契約関連」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2018 年 1 月号 

著者    小田 大輔、篠原 孝典（共著） 

 

 論文    「金融庁の組織再編から見えること」 

掲載誌   月刊金融ジャーナル No.741 

著者    野村 修也 

 

 論文    「半年後に迫った EU 一般データ保護規則（GDPR）への対応」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.1 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「急速買付け、インサイダー等の各種規制に注意 貸株を伴う新株 

予約権の第三者割当の法務ポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1499 

著者    石橋 誠之 

 

 論文    「中国における近時の外資規制緩和の動向について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.29 

著者    本間 隆浩 

 

 



 
 

   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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

19 
 

 論文    「中国ビジネスの外資規制緩和と外国投資法の立法動向」 

掲載誌   日中経協ジャーナル No.287 

著者    射手矢 好雄 

 

 論文    「中国ビジネス法務のリスクマネジメント～近時の法務監査でよく 

見られる問題点と対応策～」 

掲載誌   日中経協ジャーナル No.287 

著者    本間 隆浩 

 

 論文    「住宅宿泊事業法（いわゆる民泊新法）の政省令について」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.40 

著者    佐伯 優仁 

 

 論文    「地公災基金大阪府支部長（市立中学校教諭）（自殺した教諭の夫 

に対する遺族補償年金等の受給資格）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 152 号 

著者    岩澤 祐輔   

 

 論文    「平成 29 事務年度金融行政方針－最終段階の金融検査・監督改革 

と金融機関の課題－」 

掲載誌   REGULATIONS 2017 December vol.11 

著者    江平 享 

 

 論文    「Protecting Applied Art under Japanese Copyright Law」 

掲載誌   PATENTS & LICENSING Vol.47 No.4 (Issue No.272) 

著者    田中 浩之 

 

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

 Chambers Asia Pacific 2018 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia Pacific 2018 で、当事務所は日本における下記の分野で上位グ

ループにランキングされ、35 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に

選ばれました。当事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても

下記の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が下

記の分野にて高い評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS 

LAW: INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の分野でランクインし、ヤンゴン

オフィスの代表である武川 丈士が日本人として唯一ランクインしております。

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

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

JAPAN 

• Banking & Finance (Band 1) 

• Capital Markets (Band 1) 

• Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

• Competition/Antitrust (Band 1) 

• Corporate/M&A (Band 1) 

• Dispute Resolution (Band 2) 

• Employment (Band 1) 

• Insurance (Band 1) 

• Intellectual Property (Band 2) 

• Investment Funds (Band 1) 

• Projects & Energy (Band 1) 

• Real Estate (Band 1) 

• Restructuring/Insolvency (Band 2) 

• Tax (Band 2) 

 

JAPAN-OSAKA  

• General Business Law (Band 3) 

 

MYANMAR 

• General Business Law (Band 4) 

• General Business Law : International Firms (Band 4) 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

• Projects & Energy (Band 1) 

• Banking & Finance (Band 2) 

• Corporate/M&A (Band 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

• Banking & Finance 

Leading Individual: 桑原 聡子、佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

• Banking & Finance: Financial Services Regulation 

Leading Individual: 石黒 徹 

• Capital Markets 

Leading Individual: 石黒 徹、鈴木 克昌、尾本 太郎 

Recognised Practitioner: 根本 敏光 
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• Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

• Capital Markets: J-REITs  

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

• Competition/Antitrust  

Leading Individual: 内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

• Corporate/M&A 

Leading Individual: 菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 学、

大石 篤史、松村 祐土、紀平 貴之、小島 義博 

Recognised Practitioner: 林 宏和 

• Dispute Resolution 

Leading Individual: 関戸 麦 

• Employment 

Leading Individual: 高谷 知佐子、荒井 太一 

• Insurance 

Leading Individual: 増島 雅和 

• Intellectual Property 

Leading Individual: 三好 豊 

• Investment Funds 

Leading Individual: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

• Projects & Energy 

Leading Individual: 小林 卓泰 

• Real Estate 

Leading Individual: 小澤 絵里子、石川 直樹 

• Restructuring/Insolvency 

Leading Individual: 藤原 総一郎、山崎 良太 

• Tax 

Leading Individual: 大石 篤史 

Recognised Practitioner: 酒井 真 

 

MYANMAR 

• General Business Law: International Firms 

Recognised Practitioner: 武川 丈士 

• General Business Law 

Leading Individual: ウィン・ナイン 
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THAILAND (Chandler MHM Limited) 

• Banking & Finance 

Leading Individual: アルバート・チャンドラー、ジェッサダー・サワッディ

ポン 

• Corporate/M&A 

Leading Individual: ラッタナ・プーンソムバットラート 

• Projects & Energy 

Leading Individual: アルバート・チャンドラー、ジェッサダー・サワッディ

ポン 

Recognised Practitioner: ラッタナ・プーンソムバットラート 

 

 The Legal 500 Asia Pacific 2018 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2018 にて、当事務所は日本における下記の分野で上

位グループにランキングされ、15 名の弁護士がその分野で Leading lawyers 又は

Next generation lawyers に選ばれました。当事務所のバンコクオフィスおよびヤ

ンゴンオフィスにおいても下記の分野で上位グループにランキングされ、各オ

フィスに所属する弁護士が下記の分野にて高い評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ランキングされており

ます。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 (Tier 1) 

• Banking and finance (Tier 1) 

• Capital markets (Tier 1) 

• Corporate and M&A (Tier 1) 

• Dispute resolution (Tier 1) 

• Labour and employment (Tier 1) 

• Projects and energy (Tier 1) 

• Intellectual property (Tier 2) 

• Real estate and construction (Tier 2) 

• Restructuring and insolvency (Tier 2) 

• Risk management and investigations (Tier 2) 

• Tax (Tier 2) 

 

MYANMAR 

• Corporate and M&A (Tier 2) 

• Projects (including energy) (Tier 3) 
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THAILAND (Chandler MHM Limited) 

• Projects & Energy (Tier 1) 

• Banking & Finance (Tier 2) 

• Corporate and M&A (including Capital Markets) (Tier 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

Leading lawyers 

• Antitrust and competition law: 伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

• Banking and finance: 石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙 

• Capital markets: 石黒 徹、鈴木 克昌 

• Corporate and M&A: 桑原 聡子、石綿 学 

• Dispute resolution: 関戸 麦 

• Labour and employment: 高谷 知佐子 

• Projects and energy: 武川 丈士 

• Real estate and construction: 佐藤 正謙、小澤 絵里子 

• Tax: 大石 篤史 

Next generation lawyers 

• Labour and employment: 安倍 嘉一 

• Projects and energy: 村上 祐亮 

• Tax: 小山 浩 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Leading lawyers 

• Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 

• Corporate and M&A (including Capital Markets): ラッタナ・プーンソムバッ

トラート 

• Projects & Energy: アルバート・チャンドラー、ジェッサダー・サワッディ

ポン、ラッタナ・プーンソムバットラート 

Next generation lawyers 

• Projects & Energy: ニラワン・パークピーラナン 

 

 Asialaw Asia-Pacific Legal Practice Awards 2017 にて受賞しました 

Asialaw主催のAsialaw Asia-Pacific Legal Practice Awards 2017の授賞式が2017

年 11 月 28 日に香港で行われ、当事務所は Labour & Employment Firm of the Year

を受賞しました。 
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 Who's Who Legal: Thought Leaders 2018 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Thought Leaders 2018 において、伊藤 憲二 弁護士、宇都宮 

秀樹 弁護士、池田 毅 弁護士が選ばれました。 

 

 日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2017 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 13 回「企業法務・弁護士調査」の、2017 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 8 位、総合 7 位） 

菊地 伸（企業 5 位、総合 7 位） 

石綿 学（企業 5 位、総合 5 位） 

 

金融・ファイナンス分野 

石黒 徹（企業 3 位、総合 6 位） 

佐藤 正謙（企業 5 位、総合 8 位） 

鈴木 克昌（企業 5 位、総合 8 位） 

増島 雅和（企業 2 位、総合 3 位） 

堀 天子（総合 5 位） 

 

国際紛争・訴訟分野 

射手矢 好雄（企業 1 位、総合 4 位） 

江口 拓哉（企業 5 位、総合 10 位） 

三好 豊（企業 7 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


