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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 2018年 7月号（Vol.55）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①：「知的財産戦略ビジョン」、「知的財産推進計画 2018」
について 

 
政府の知的財産戦略本部は、2018年 6月 12日に、知的財産戦略ビジョン及び知的財

産推進計画 2018を公表しました。 

 知的財産戦略ビジョンは、2025年～2030年頃の社会像を見据えた上で、今後の知的

財産推進計画等を検討する際の方向性を提供するものとして策定されたものです。同ビ

ジョンは、今後は、経済的価値にとどまらない多様な価値が包摂され、そこで多用な個
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性が多面的能力をフルに発揮しながら、「日本の特徴」をもうまく活用し、様々な新し

い価値を作って発信し、世界の共感を得る「価値デザイン社会」を目指すべきであると

し、こうした社会を実現するための知的財産政策を中長期的に検討していくことを提唱

しています。そして、①脱平均で価値を生みだすチャレンジをする人材・組織の育成・

集積と彼らが力を発揮してイノベーションを生みやすい場の提供、②技術・データ・コ

ンテンツ等知的資産（人を含む。）の柔軟な交流や共有を促し、価値を拡大する仕組み

の構築、③世界に共感される価値や感性の持続的な生産・発信・展開という三つの柱を

掲げ、こうした活動を支える具体的な例が紹介されています。 

 次に、知的財産推進計画2018は、知的財産戦略ビジョンが提示する方向性を視野に、

①これからの時代に対応した人材・ビジネスを育てる、②新しい挑戦・創作活動を促す、

③新たな分野の仕組みをデザインする、という三つの観点から、重点施策が定められて

います。法改正に関係する主な施策と担当省庁は以下のとおりです。 

【これからの時代に対応した人材・ビジネスを育てる】 

・IoT、AI、ビッグデータ等の新技術によるイノベーションを促進する「デザイン経営」

に資する制度の整備等の観点から、意匠制度をはじめ他の知的財産権制度の在り方に

ついて検討し、その結果を踏まえて、法改正を含めた必要な措置を講ずる。（経済産

業省） 

【新しい挑戦・創作活動を促す】 

・リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応に関して、権利保護と

表現の自由のバランスに留意しつつ、関係者の意見を十分に踏まえ検討を行い、速や

かな法案提出に向けて、必要な措置を講じる。（文部科学省） 

【新たな分野の仕組みをデザインする】 

・クリエーターに適切に対価が還元され、コンテンツの再生産につながるよう、私的録

音録画補償金制度の見直しや当該制度に代わる新たな仕組みの導入について、文化審

議会において検討を進め、結論を得て、必要な措置を講ずる。（文部科学省）これら

の施策は、今後、各担当省庁において法改正に向けて具体的な検討が進められていく

ことになりますので、注視が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

知的財産戦略本部「知的財産戦略ビジョン」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizai_vision.pdf 

知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2018」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2018.pdf 
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3. 知的財産法②：「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」 
について 

 
経済産業省は、民間事業者等が、データの利用等に関する契約や AI 技術を利用する

ソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結する際の参考として、契約上の主な課題

や論点、契約条項例、条項作成時の考慮要素等を整理した「AI・データの利用に関する

契約ガイドライン」を作成しました。 

 IoTや AI等の技術革新によってデータが爆発的に増加するに伴い、事業者間の垣根を

超えたデータ連携により、新たな付加価値の創出や社会課題の解決が期待されています。

他方で、データや AI を巡っては、契約実務の蓄積が乏しいこと、あるいは当事者間の

認識・理解のギャップがあること等により、契約の締結が進まないという課題がありま

す。 

 こうした課題に対し、経済産業省では、2017 年 5 月に「データの利用権限に関する

契約ガイドライン Ver1.0」を策定しましたが、その後も事業者・事業者団体等からの意

見を踏まえ、AI・データ契約ガイドライン検討会（座長：渡部俊也教授）を設置する等、

抜本改訂を進めた結果、今般、データの利用に関する契約類型の整理・深堀やユースケー

スの充実等を図るとともに、新たに AI の開発・利用に関する権利関係・責任関係等の

考え方を追加した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定するに至った

ものです。 

 同ガイドラインは「データ編」と「AI編」から構成されています。データ編において

は、データ契約を、「データ提供型」、「データ創出型」、「データ共用型（プラットフォー

ム型）」の 3 つの類型に整理し、それぞれ構造、主な法的論点、適切な契約の取決め方

法等を説明しています。AI 編においては、AI の特性や基本的概念について解説すると

ともに、AIを利用したソフトウェアの開発・利用契約を作成するにあたっての考慮要素、

トラブルを予防する方法等について基本的な考え方を提示しているほか、開発プロセス

を（1）アセスメント段階、（2）PoC段階、（3）開発段階、（4）追加学習段階に分けて

探索的に開発を行う「探索的段階型」の開発方式を提唱している点でも注目されます。 

 

＜参考資料＞ 

経済産業省「「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました」 

http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html 
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4. 競争法／独禁法：消費者庁、打消し表示に関する留意点等を公表 
 

2018年 6月 7日、消費者庁は、景表法上の不当表示規制に関し、いわゆる打消し表

示を行う場合の留意点等を整理した資料（「打消し表示に関する表示方法及び表示内容

に関する留意点」）を公表しました。 

商品・サービスの内容や取引条件について優れた点を強調する表示（強調表示）をし

ようとする場合、例外条件や留保事項等があればそれを分かりやすく明確に表示（打消

し表示）しなければ、消費者を誤認させるおそれがあるものとして、景表法上の不当表

示と判断されるおそれがあります。近時は、打消し表示が不十分であるとして不当表示

と判断される事例が増えてきています。 

本資料は、消費者庁が、昨年から今年に分けて公表してきた打消し表示の分かりやす

さに関する一連の実態調査の結果（2017年 7月 14日公表「打消し表示に関する実態調

査報告書」、2018年 5月 16日公表「スマートフォンにおける打消し表示に関する実態

調査報告書」、2018年 6月 7日公表「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査

報告書」）を基に打消し表示に関する考え方を整理したもので、表示実務に関係する者

は必ず参照すべき重要資料といえます。 

本資料は、広告の媒体（紙面広告、動画広告、Web 広告（PC）、Web 広告（スマー

トフォン））ごとに打消し表示に関する留意点等を整理しています。中でも、動画広告

と Web 広告（スマートフォン）に関する解説に多くのページが割かれ、媒体の特性や

消費者の接し方に関する実態調査の結果を踏まえて留意点等が具体的に示されており、

消費者庁の問題意識を理解する上で有用です。 

また、本資料は、消費者の体験談を用いる場合の留意点等について、独立した項目を

設けて解説している点も特徴的です。体験談の利用については、消費者庁等による過去

の公表資料でも、一部の都合のよい体験談のみを引用するような場合に景表法上問題と

なりうることは指摘されていました。本資料は、一連の実態調査の結果を踏まえて体験

談の利用に関する考え方を一歩進め、体験談を見た消費者は通常「大体の人に効果があ

る」との認識を抱くことから、「個人の感想です。効果には個人差があります。」といっ

たレベルの打消し表示ではかかる消費者の認識が覆ることはほとんどないとの考え方

を明示しており、消費者庁による今後の運用に特に注意する必要があります。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

  hideki.utsunomiya@mhmjapan.com

 アソシエイト 市川 雅士

 03-6266-8737 
  masashi.ichikawa@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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

5. エネルギー・インフラ：発電側基本料金の導入に関するパブリックコ
メントと今後の方向性 

 
2018年 6月 4日、送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グルー

プ（「検討WG」）第 12回において提出された「中間とりまとめ（案）」（「本取りまとめ

案」）に関する意見募集手続の結果（「パブコメ結果」）が公表されました。中でも、現

在は託送料金によって回収することとされている送配電関連費用のうち、発電側・需要

側の両方で等しく受益していると考えられる設備の固定費の一部を発電者側で負担す

る制度（「発電側基本料金」）の導入に関する箇所が注目されます。 

発電側基本料金の導入は、特に買取価格が固定されている FIT電源においては、その

負担を転嫁できず、純粋な発電側のコスト増1となりうることから、既存の FIT 電源案

件（特に、プロジェクトファイナンス等により資金調達を行っている案件）への影響が

懸念されているところでした。この点、パブコメ結果では、「特定の電源に有利・不利

が生じないよう、系統側に逆潮させているすべての電源について課金することが公平か

つ適切である」との原則論のもと、FIT期間中も他の電源と同様の条件で課金すること

を基本としつつ、調整措置の在り方については調達価格等算定委員会において議論され

るべきことが改めて示されているのみ（パブコメ結果 69項等）です。 

一方、FIT電源以外の電源については、基本的に卸料金に転嫁されることが想定され

（パブコメ結果 63項等）、そのためのガイドラインが整備されることが予定されていま

す。すなわち、仮に FIT電源について追加コストを転嫁できない「制度上の制約」があ

るからといって、FIT電源に係る発電事業者のみが発電側基本料金を小売側に転嫁でき

ないとすると、FIT電源のみが他の電源に比して不利に取り扱われることとなり、「特定

の電源に有利・不利が生じないよう」にするという当初の趣旨にも反するように思われ

ます。発電側基本料金が導入された分だけ、小売側が負担する需要側の託送料金は減額

されることになること（パブコメ結果 74 項）に鑑みれば、FIT 電源についても、その

発電側基本料金を適正に小売側に転嫁できるような制度設計が望まれるところです。 

 

 
 

 

 

 

 

6. 労働法：働き方改革関連法が成立 
 

2018年 6月 29日、いわゆる「働き方改革関連法」が参院本会議で可決され、成立し

ました。 

                               
1 具体的には、1kWあたり 150円／月程度、と試算されています（パブコメ結果 19項）。 
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同法の主な内容は、①働き方改革の総合的かつ継続的な推進のための基本方針の策定

のほか、②長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現等のための労働基準法等の改

正、そして、③雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保として、有期雇用労働者等に

関する不合理な待遇差の解消（いわゆる同一労働同一賃金）のための規定の整備です。 

②のうち、長時間労働の是正のための制度変更としては、時間外労働の上限について、

月 45時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720時間、

単月 100 時間未満（休日労働含む。）、複数月平均 80 時間（休日労働含む。）を限度に

設定するものであり、これらについて、罰則をもって規制するものとなります。また、

かねてより議論が行われていた高度プロフェッショナル制度（一定の要件を満たす労働

者については労働時間規制や割増賃金支払い義務の適用を除外する制度）が導入される

こととなりました。②については 2019年 4月 1日から施行されます。 

③についても、今後、すでに公表されている「同一労働同一賃金ガイドライン案」の

内容に沿った規制が導入されることが予想されており、施行日である 2020年 4月 1日

までに、各企業において、賃金体系や手当の統廃合の見直しが急務となります。 

いずれも、従来の雇用慣行について見直しを迫る内容となっており、各企業における

対策が求められます。 
 

 

 

 

 
 

7. 会社法：金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」
報告の公表、ガバナンス情報の提供についても提言 

 
2018年 6月 28日、金融庁は、「ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資

本市場における好循環の実現に向けて－」（「本報告」）を公表しました。本報告は、金

融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（座長：神田秀樹学習院大学大

学院法務研究科教授）が 2017 年 12 月より計 8 回にわたり企業情報の開示・提供の在

り方について検討及び審議した結果を取りまとめたものです。 

本報告の対象は多岐にわたりますが、投資家と企業との建設的な対話の促進に向けた

ガバナンス情報の提供に関する提言も含まれています。具体的には、まず、役員報酬に

係る情報開示についての提言として、経営陣の報酬内容・報酬体系と経営戦略や中長期

的な企業価値向上との結び付きを検証できるよう、役員の報酬プログラムの開示におい

て、固定報酬・短期の業績連動報酬・中長期の業績連動報酬それぞれの算定方法や固定

報酬と短期・中長期の業績連動報酬の支給割合、役職ごとの支給額についての考え方、

役員報酬の算定方法に KPI 等の指標が関連付けられている場合にはその指標と指標の

選定理由・業績連動報酬への反映方法等を記載すべきとし、併せて、報酬実績（当期の

報酬額に決定した理由、当期の KPI の目標値と実際の達成度、当期の支給割合の実績、
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役職ごとに支給された報酬の状況等）や報酬決定プロセス（算定方法の決定権者、その

権限や裁量の範囲、報酬委員会に関する情報等）についても開示を求めるべきとしてい

ます。 

次に、政策保有株式に係る情報開示についての提言として、政策保有に関する方針・

目的・効果は具体的かつ十分に説明されるべきであり、保有の合理性を検証する方法・

取締役会等における議論の状況についての開示や、個別の政策保有株式の保有目的・効

果についてのより具体的な開示（提出会社の戦略・事業内容・セグメントとの関連付け

や定量的な効果等を含めた説明）を求めるべきとしています。 

その他、企業統治の体制の概要において、取締役会や任意に設置する委員会等の構成

（名称、人数、メンバー、社内・社外役員の別、委員長の属性等）、委員会等の設置目

的、権限等を開示すべきとの提言等も行っています。 

今後、本報告を踏まえて有価証券報告書やコーポレート・ガバナンス報告書の記載内

容の見直しが行われることが想定されますので、特に役員報酬や政策保有株式等に係る

情報開示については、引き続き十分な注意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

「ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場における好循環の実現に向け

て－」 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20180628/01.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

8. 危機対応：刑事免責制度が初適用 
 

東京地方裁判所は、2018年 6月 22日、覚せい剤を密輸したとして、覚せい剤取締法

違反罪等に問われた被告人に対して、有罪判決を言い渡しました。同裁判では、同年 6

月 1日に導入された刑事免責制度が、共犯の証人尋問の際に初めて適用されました。 

証人は、一般に証言義務を負うものの、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受け

るおそれのある事項については証言を拒むことができるとされています（「自己負罪拒

否特権」、刑事訴訟法 146条）。刑事免責制度は、証人に対し、尋問に応じてした供述及

びこれに基づいて得られた証拠について、証人の刑事事件において証人に不利益な証拠

とすることができない旨の免責を付与する代わりに、自己負罪拒否特権を失わせて、証

言を義務付けるものです（刑事訴訟法 157条の 2、157条の 3）。 
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報道によれば、同裁判では、被告人は郵便物の内容が覚せい剤であることの認識がな

かったとして無罪を主張していたところ、証人も「郵便物の中身が洋服であると聞いて

いた」と証言するにとどまったようですが、検察側では、少なくとも郵便物の受け取り

について連絡を取り合っていたという証言をさせたことで立証の補強ができたとして、

一定の成果があったと評価しているようです。 

今後、上司からの指示に基づき部下が犯罪の実行行為を行ったというような企業犯罪

に多く見られる共犯事件において、刑事免責制度の適用により、実行行為者である部下

に対して証言が強制されるということが考えられます。また、証人としては、真実かつ

具体的な証言をする方が、検察官が当該証言に基づかずに収集できる証拠（当該証人の

不利益に利用できる証拠）の範囲が狭まり、刑事免責が得られる範囲が広がるため、真

実かつ具体的な証言を行うインセンティブが強く働くという指摘もされているところ

です。 

刑事免責制度は、同時に導入された日本版司法取引制度とは、①その証言に係る犯罪

について訴追の免責まで得られるわけではない、②対象犯罪の限定はされていない、③

検察官の請求に基づく裁判によって一方的に行われるため、証人の同意は必要なく、手

続に弁護士の関与が必要的ではないといった違いがあります。刑事免責制度は、検察に

とって日本版司法取引制度と異なる使い勝手の良さもあることから、企業犯罪の立証に

際して積極的に活用される可能性があり、今後の運用について注視していく必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 一般民事：改正犯罪収益移転防止法施行規則（新しい本人確認方法）
の公表について 

 
昨今、Fintech の進展により、新たな金融サービスがスマートフォン等で提供される

ようになっています。金融サービスの開始にあたっては、マネー・ローンダリング／テ

ロ資金供与を防止する観点から、本人確認が必要となる場合がありますが、現在、非対

面取引の場合の本人確認方法は、本人確認書類をアップロードしてもらい、転送不要郵

便を用いて確認する方法や、本人限定郵便を送付して本人確認を行う方法とされていま

す。しかし、これらの方法ではオンラインで本人確認が完結せず、タイムラグも生じま

す。一方で、諸外国では、新たな技術を用いてより効率的に本人確認を行う方法も認め

られていることから、Fintech に対応した新たな本人確認方法の選択肢を求める声があ
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がっていました。未来投資戦略 2017（2017年 6月に閣議決定）でも「FinTechに対応

した効率的な本人確認の方法について検討を進める」こととされています。 

これらを受けて、2018年 7月 2日、警察庁より、オンラインで完結する本人確認方

法の新設等を内容とする犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改

正する命令案（改正犯罪収益移転防止法施行規則）が公表され、パブリックコメントに

付されました。 

新しい本人確認方法として認められるのは、①顔写真等を撮影し、本人確認書類の顔

写真との照合を行う方法（動画やビデオチャット等の方法で確認を行う場合も含みま

す。）、②預貯金口座の開設又はクレジットカード契約の締結時に本人確認を行った顧客

と同一であるかどうかを銀行又はクレジットカード会社と情報連携して確認する方法

（認証 APIの活用を含みます。）、③預貯金口座に金銭の振込みを行い、当該振込みを特

定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し等の送付を受ける方法となり

ます。 

新たな技術を活用して、スマートフォン等のオンラインで本人確認が完結すれば、さ

らに便利で安全な金融サービスが普及することが期待されます。 
 
 

 

 

 

 

10. M&A：1株当たり純資産を下回る価格による TOB及びその後のスク
イーズアウトに関し、TOB 価格を「公正な価格」と認めた裁
判例（平成 29年 11月 29日付大阪高裁決定） 

 
2017年 11月 29日、大阪高裁第 11民事部は、上場会社 Aの取締役が出資・設立し

た B社が A社に関して公開買付け・スクイーズアウトを行い、これに反対する株主が A

社に対して株式買取請求を行ったという MBO（マネジメント・バイアウト）の事案に

ついて、当該公開買付けに係る買付価格と同額を「公正な価格」と認め、株式の買取価

格とする決定を行いました。 

本決定においては、ジュピターテレコム事件（最決平成 28年 7月 1日）と同様の判

断枠組みが採用されていますが、加えて、B社による公開買付価格が A社の 1株当たり

簿価純資産を下回る価格であっても、A社の事業継続に疑義が生じる状況ではなかった

こと、A社の株価は A社の簿価純資産も織り込んで市場で形成されていたこと等からす

ると、A社の 1株当たり簿価純資産が株式買取価格の下限となるものではないとの判断

も行われております。 

本決定は、公開買付価格が 1株当たり簿価純資産を下回る場合であっても、発行会社

の事業継続に疑義が生じる状況でない場合には、一般的に公正と認められる手続により

公開買付けが行われ、その後に当該公開買付けの買付価格と同額でのスクイーズアウト
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が行われるときは、原則として当該公開買付価格が「公正な価格」と認められることを

明らかにした点で、実務上一定の影響を有するものと思われます。 
 
 

 

 

 

 

 

 
11. ファイナンス・ディスクロージャー：メルカリ、東証マザーズに 

新規上場 
 

2018年 6月 19日、メルカリが東京証券取引所マザーズに上場しました。共同主幹事

証券会社は大和証券及び三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券であり、当事務所は引受

証券会社の代理人として関与いたしました。 

本件は、日本最大のユニコーン企業の上場案件として注目されました。発行価格及び

売出価格は、仮条件の上限として設定された 3,000円に決定されましたが、初値は 5,300

円が付き、その後の株価も堅調に推移しています。上場時の時価総額は 7,100億円を超

える規模となり、今季最大の IPOとなると予想されます。 

本件におけるディスクロージャー、マーケティング及びセールス等については、リー

ガル及びマーケットの両面からの検討が尽くされた上で、メルカリのプラットフォーム

ビジネスの今後の成長を訴求する工夫がなされており、かかる手法は、今後の新規上場

案件にも影響を与えうるものと思われます。 

 

 
 
 

 
 
 
 

12. 税務：消費税制度の改正 
 

消費税については、今後、①消費税率の引上げと軽減税率の導入、②適格請求書等保

存方式（いわゆるインボイス制度）の導入という改正の施行が見込まれています。 

 

① 消費税率の引上げと軽減税率の導入 

2019 年 10 月 1 日以降、消費税及び地方消費税（「消費税等」）の税率の合計が 10%

（消費税 7.8%、地方消費税 2.2%）に引き上げられます。それと同時に、軽減税率制度
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も適用されます。これは、「飲食料品の譲渡」と「新聞の譲渡」について、消費税等の

税率の合計を 8%（消費税 6.24%、地方消費税 1.76%）に軽減するという制度です。国

税庁は、消費税の軽減税率に関し、2018年 1月、「消費税の軽減税率制度に関する Q&A

（制度概要編）」「同（個別事例編）」の改訂版を公表しています。 

今後、企業は、軽減税率の施行までに、これらの Q&A も参照しながら、個々の取引

について軽減税率の対象・非対象の判別、システム対応等を行っていく必要があります。 

 

② インボイス制度の導入 

2023年 10月 1日から、消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式

（いわゆるインボイス制度）が導入される予定です。インボイス制度においては、原則

として、税務署長に申請して登録を受けた課税業者である「適格請求書発行事業者」が

交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。したがって、取

引先が仕入税額控除を受けるためには、課税事業者は「適格請求書発行事業者」として

の登録を受ける必要があります。また、消費税の免税事業者や消費者は「適格請求書発

行事業者」とはなれないため、インボイス制度の導入後は、原則としてそれらの者から

行った課税仕入れにかかる消費税額の控除ができなくなります。 

国税庁は、事業者が上記①の軽減税率の導入と併せてインボイス制度への対応も検討

できるよう、2018年 6月、インボイス制度に関し、「消費税の仕入税額控除制度におけ

る適格請求書等保存方式に関する Q&A」を公表しました。 

今後は、上記①の軽減税率制度と併せて、実務的な対応を検討していく必要がありま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. 中国・アジア（ミャンマー）：新会社法施行に向けたアップデート 
 

ミャンマー大統領府（President Office）は、2018年 6月 21日付 Notification48／2018

号において、2017年 12月に成立した新会社法（Myanmar Companies Law）について、

これまでの情報どおり、2018年 8月 1日より施行することを正式に発表しました。新

会社法を管轄する投資企業管理局（Directorate of Investment and Company 

Administration）（「DICA」）では、同法の施行に向け、新たな電子登録システム（Myanmar 

Companies Online Registration System）（MyCo）の立上げを含む様々な準備が進めら

れています。新会社法への移行との関係で特に留意すべき点は以下のとおりです。 
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（1）既存会社・支店の再登録手続 

新会社法の施行前に設立されたすべての既存会社及び既存支店（駐在員事務所を含

む。）は、新会社法の施行日から半年以内（2019 年 1 月 31 日まで）に、DICA 所定

の様式に基づく再登録（re-registration）手続を行うことが必要です。再登録手続のた

めの様式は DICA のウェブサイトにおいて公表されており、それらの様式によれば、

既存会社においては取締役の就任承諾書の添付、既存支店においては本店の定款の

ミャンマー語訳及び英語サマリーの添付が必要となるようです。ただ、過去のミャン

マーでの実務を鑑みると、具体的な手続の詳細は実際に運用が開始された後で確定し

ていくことが予想され、施行日以降の DICAの運用を注視していく必要がありそうで

す。 

 

（2）電子登録システムへの移行措置 

DICAでは、電子登録システムへの移行対応のため、2018年 7月 23日から同月 31

日までの間、会社登録関係の手続を停止する旨を公表しています。上記期間内は、新

たな会社設立の申請だけでなく、既存会社の取締役の変更に関する届出（Form 26）

や年次報告書（Form E）の提出等も行えなくなることが見込まれます。事務手続の

スケジューリングにあたっては、この点を考慮した上での対応が求められる点留意が

必要です。 
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14. 新興国（アルゼンチン）：アルゼンチンにおける新競争法の施行 
 

アルゼンチンの新競争法（「新競争法」）が 2018 年 5 月 24 日から施行されました。

新競争法の改正内容は多岐にわたりますが、特に重要な改正点として（1）罰金額の引

上げ、（2）リニエンシー制度の導入、（3）企業結合審査に係る事前届出制の導入と届出

基準の引上げを紹介します。 

 

（1）罰金額の引上げ 

新競争法では、違反行為に対する罰金の上限額が大幅に引き上げられ、原則として、

①違反行為に関連する商品やサービスの事業の前年度の売上高の 30%に違反行為が

行われた年数を乗じた金額（但し、違反行為を行った企業グループの前年度のアルゼ

ンチン国内における売上高の 30%を超えない。）、②違反行為によって得られた経済的

利益の 2倍に相当する金額、のいずれか高額な方とされました。 

 

（2）リニエンシー制度の導入 

新競争法では新たにリニエンシー制度が導入され、違反行為に関与した者が、競争

法当局に対して最初に情報や証拠を提出したこと、直ちに違反行為をやめること等の

要件を満たす場合には、当該違反行為に対する競争法上の罰則が免除されることとな

りました。また、2番目以降にリニエンシーの申立てを行った者であっても、追加の

新情報や証拠を競争法当局に提供した場合は、申立順位以外の一定の要件を満たすこ

とを条件に、罰則が 20～50%減軽されます。 

さらに、一般にリニエンシープラスと呼ばれる制度も導入され、ある違反行為につ

いてリニエンシーの要件を満たさない者であっても、別の違反行為についての情報を

提供できる場合には、別の違反行為についての罰則の減免に加え、当該違反行為につ

いて罰則の 3分の 1が減軽されます。 

 

（3）企業結合審査に係る事前届出制の導入と届出基準の引上げ 

旧競争法では企業結合審査に係る事後届出のみが規定されていたところ、新競争法

では事前届出義務が規定されました（但し、実際に届出義務が生じるのは新競争法で

新設される競争法当局の稼働開始から 1年経過後）。 

他方、届出基準が大幅に引き上げられ、買収側と対象会社側のアルゼンチン国内の

売上の合計が 1億 Unidades Móviles（「UM」）（現時点で約 80億円相当。1アルゼン

チンペソ＝4円で計算、以下同様。）を超える場合にのみ事前届出が必要となります。

届出の免除要件も引き上げられ、①企業結合に係る取引金額及び対象会社側のアルゼ

ンチン国内における総資産の金額がいずれも 2,000万 UM（現時点で約 16億円相当）

を超えず、かつ②買収側及び対象会社側が、同一の市場において、過去 12 ヶ月間に

2,000万 UM（現時点で約 16億円相当）、過去 36ヶ月間に 6,000万 UM（現時点で約

48億円相当）を超える取引を行っていないことが条件とされました。 
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なお、Unidad Móvilはアルゼンチンペソの価値の変動に対応できるよう導入された

新たな単位で、アルゼンチンペソの価値の変動に応じて毎年調整されます（現時点に

おいて 1UM＝20アルゼンチンペソ）。 

 

新競争法は、アルゼンチンで事業を行っている場合はもちろんのこと、アルゼンチン

で M&Aを行う場合にも重要な影響を及ぼす法改正であり、今後の運用動向についても

注視する必要があります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

15. 国際訴訟・仲裁：東京国際知的財産仲裁センター（IACT）の開設に
ついて 

 
日本における新たな仲裁機関として、東京国際知的財産仲裁センター（通称：IACT

（アイアクト））が設立されます。理事長には、知的財産法の分野において著名な玉井

克哉東京大学教授が就任し、仲裁人候補者として、米国の Randall R. Rader元連邦巡回

控訴裁判所（CAFC）首席判事をはじめとする世界各国の知的財産紛争解決の第一人者

の名が連なります。 

新たな仲裁機関が設立される背景には、5G（第 5 世代移動通信システム）時代にお

いて、異業種間における領域横断的な知的財産紛争が増加する懸念があります。また、

国際規格の実施に必要な標準必須特許（SEP：Standard Essential Patent）をめぐる紛

争は、規格が実施される複数国で多数の権利を対象に同時に発生します。こうした国際

的な紛争を解決するために裁判所を利用する場合、複数国の各裁判所で並行して争うこ

とになり、複数の手続となるため、紛争解決のための負担、時間及び費用が多大となり

ます。 

これに対し、東京国際知的財産仲裁センター（IACT）の手続によれば、一つの手続

で、複数国にわたる紛争をすべて解決することができます。また、仲裁人候補者として、

世界各国の著名元裁判官等の知的財産紛争解決の第一人者が名を連ねる予定ですので、

世界各国の裁判所で争った場合と同等以上の知見が集積され、その下に紛争が解決され

ることが期待されます。 

加えて、同仲裁センターでは、新たな手続として、仲裁判断案のレビューを、米国、

欧州、中国、韓国及び日本それぞれから 1名ずつ選出された 5名によるパネルが行うこ

とが予定されています。この 5名も、著名元裁判官等の知的財産紛争解決の第一人者と

パートナー 梅津 英明 
    03-6212-8347

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 大川 信太郎 
    03-6213-8150

    shintaro.okawa@mhmjapan.com

  アソシエイト 小林 央忠

    03-5220-1872
    hirotada.kobayashi@mhmjapan.com
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なる予定ですので、これにより仲裁判断の質が、普遍的かつ客観的な見地から、より確

実に確保されると期待できます。 

その上、同仲裁センターでは、仲裁判断までの審理期間を原則として 1年以内とする

ことを予定しており、迅速かつ効率的な審理を志向する制度となっています。 

標準必須特許をめぐる紛争に着目し、世界各国の著名元裁判官等を集めるという仲裁

機関は世界初のものであり、これが日本において設立されることは、注目すべき展開と

いえます。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

 セミナー  『フェア・ディスクロージャー・ルールの詳解と実務対応－ディス 

 クロージャー・ポリシーや情報管理規程等の見直しと実務対応－』 

開催日時  2018年 7月 11日（水）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社FNコミュニケーションズ 

 

 セミナー  『万が一に備えるための中小企業における不正・不祥事対応』 

開催日時  2018年 7月 13日（金）14:00～16:00 

講師    山内 洋嗣 

主催    株式会社ちばぎん総合研究所 

 

 セミナー  『民法改正が保険実務に与える影響～業務・取引ごとの改正のポイ 

 ントと実務対応～』 

開催日時  2018年 7月 17日（火）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮、篠原 孝典 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『会社役員の処遇～会社・役員間をめぐる契約関係の基本と実務～』 

開催日時  2018年 7月 17日（火）13:30～16:30 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 

パートナー 関戸 麦 
 03-5223-7759 

 mugi.sekido@mhmjapan.com 

パートナー 岡田 淳 
 03-5220-1821 

 atsushi.okada@mhmjapan.com 

アソシエイト 呂 佳叡 
 03-6266-8995 

 kaei.ro@mhmjapan.com 
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 セミナー  『徹底解明 平成 30年改正著作権法』 

開催日時  2018年 7月 17日（火）15:00～17:00 

講師    池村 聡 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

 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―基礎概念から 

 変更報告書の提出の要否の判断基準、報告書作成要領、取引類型・ 

 保有形態別の留意点まで徹底解説―』 

開催日時  2018年 7月 18日（水）9:30～12:30 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『個人情報・営業秘密保護のためのグローバル情報管理の進め方』 

開催日時  2018年 7月 19日（木）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『株主代表訴訟、役員責任追及訴訟の最新動向～改正会社法も踏ま 

 え、企業不祥事の予防・対応を視野に入れる～』 

開催日時  2018年 7月 19日（木）14:00～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『自由化後の電力システム改革～契約・会計実務はどう変わるのか～』 

開催日時  2018年 7月 20日（金）13:30～16:30 

講師    市村 拓斗 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『改訂コーポレートガバナンス・コードに関するセミナー』 

開催日時  2018年 7月 25日（水）9:00～12:00 

講師    澤口 実 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 
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 セミナー  『日本版司法取引（2018年 6月施行）～制度の全容、検察庁によ 

 る運用、よくある誤解、ケーススタディを踏まえ会社を守るために 

 今から準備しておくべきこと～』 

開催日時  2018年 7月 25日（水）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『株主アクティビズムの最前線～総会シーズンの振り返りから 

 M&Aアクティビズムまで～』 

開催日時  2018年 7月 25日（水）14:00～17:00 

講師    松下 憲 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『金融機関におけるGDPR対応の最重要チェックポイント』 

開催日時  2018年 8月 1日（水）9:30～12:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『「会社法改正」「コーポレートガバナンス・コード改訂」キャッチ 

 アップセミナー』 

開催日時  2018年 8月 1日（水）13:30～17:00 

講師    内田 修平 

主催    みずほ総合研究所株式会社 

 

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

 本     『ブロックチェーンをめぐる実務・政策と法』（2018年 3月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    堀 天子 

 

 本     『日経FinTech FinTech世界年鑑 2018－2019』（2018年 4月刊） 

出版社   株式会社日経BP 

著者    増島 雅和、堀 天子、石川 貴教、白根 央、飯島 隆博 

 

 本     『機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析〔平成30年版〕』 

 （2018年 5月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    澤口 実、松下 憲、飯島 隆博、白岩 直樹、立入 寛之、兼松 勇樹、 

 保坂 泰貴、南田 航太郎 
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 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－2018年 3月末時点開示内容をもとに－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2168 

著者    澤口 実、飯島 隆博、白岩 直樹、立入 寛之 

 

 論文    「中国最新法律事情（220）中国の監察法の制定及び監察制度の確 

 立について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.6 

著者    孫 彦 

 

 論文    「連載 ポイント解説 AI・データの利用に関する契約ガイドライ 

 ン（第 1回）データ編（1）総論、データ提供型契約」 

掲載誌   NBL No.1124 

著者    岡田 淳（共著） 

 

 論文    「「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の意義と展望」 

掲載誌   NBL No.1124 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「すぐに使える危機管理の書式（6）記者会見の際に必要となる書式」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.8 

著者    藤津 康彦、山内 洋嗣、金山 貴昭 

 

 論文    「公表の要否と適否を考える データ偽装発覚直後の対応」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.8 

著者    山内 洋嗣、千原 剛 

 

 論文    「補償の範囲と再発防止策の実効性の検証 データ偽装問題の事後処理」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.8 

著者    宮谷 隆、山内 洋嗣、金山 貴昭 

 

 論文    「2018年 6月に導入された日本版司法取引制度と企業へのインパクト」 

掲載誌   月刊監査役No.684 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「相談室Q&A 日本版司法取引制度が企業に与える影響」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.7 

著者    藤津 康彦 
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 論文    「インシュアテックの潮流と変革されるべき規制・実務慣行」 

掲載誌   週刊金融財政事情 3265号 

著者    増島 雅和 

 

 論文    「株主代表訴訟の最近の動向と諸問題」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.30 No.7 

著者    松井 秀樹 

 

 論文    「グリーンボンドの概要と発行時の検討ポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1516 

著者    田井中 克之 

 

 論文    「メンタル不調により休職中の従業員に対する法律上の注意点（傷 

 病休職制度）」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    南谷 健太 

 

 論文    「法務担当者のための日本版司法取引制度－企業が平時から準備し 

 ておくべきこと」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「中国における環境規制の厳格化に伴うリスクと対応策」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    本間 隆浩 

 

 論文    「中国における環境規制の執行の厳格化の動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    本間 隆浩 

 

 論文    「中国における環境規制の整備の動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    本間 隆浩 

 

 論文    「AI開発を委託する際の契約では何に注意すればよいのか」 

掲載誌   日経Robotics 

著者    岡田 淳 
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 論文    「～税理士がフォローすべき論点を整理～仮想通貨のイロハ【特 

 集：税理士のための仮想通貨入門】」 

掲載誌   税務弘報 Vol.66 No.7 

著者    末廣 裕亮、堀 天子 

 

 論文    「仮想通貨最前線」 

掲載誌   税務弘報 Vol.66 No.7 

著者    堀 天子 

 

 論文    「消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈（3）（4）」 

掲載誌   週刊T&A master No.742（3）、No.743（4） 

著者    大石 篤史 

 

 論文    「アルゴリズムを用いた事業活動と不当な取引制限」 

掲載誌   月刊公正取引 No.812 

著者    高宮 雄介 

 

 論文    ｢遺伝情報の「危険選択」への利用は許されるのか｣ 

掲載誌   REGULATIONS 2018 June Vol.13 

著者    吉田 和央 

 

 論文    「弁護士が精選！重要労働判例－第170回 イクヌーザ（組込型固 

 定残業代の有効性）事件」 

掲載誌   Web労政時報 

著者    大川 信太郎 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2018 -  

 Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2018 

著者    青山 大樹 

 

 論文    「Mergers & Acquisitions - Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights Mergers & Acquisitions 7th Edition 

著者    松村 祐土、梅津 英明 
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NEWS      http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 【重要】当事務所又は当事務所の弁護士・スタッフ名を騙った詐欺にご注意くだ

さい 

当事務所又は当事務所の弁護士名を騙った遺産相続を名目とする詐欺事件に関

する情報が寄せられました。当事務所は、このような事件には一切関係がござい

ません。 

当事務所又は当事務所の弁護士・スタッフ名を名乗る者からのお心当たりのない

連絡を受けた場合は、すぐには応じず、相手の身元を十分にご確認ください。ま

た、併せて下記連絡先までお知らせくださいますようお願い申し上げます。 

 

森・濱田松本法律事務所 

Tel: 03-5220-1800（総合案内）（9時 00分～17時 00分） 

E-mail: mhm_info@mhmjapan.com 

 

 ALB Japan Law Awards 2018にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB（Asian Legal 

Business）による ALB Japan Law Awards 2018において、当事務所は以下の 9

つのカテゴリーで受賞しました。 

 

Firm Categories 

• Japan Law Firm of the Year 

• Banking and Financial Services Law Firm of the Year 

• Investment Fund Law Firm of the Year 

• Tax and Trusts Law Firm of the Year 

Deal Categories 

• Japan Deal of the Year 

- Toshiba's Sale of Toshiba Memory Corporation 

• Equity Market Deal of the Year 
- Toshiba's Share Placement 

• M&A Deal of the Year（Premium） 

- Toshiba's Sale of Toshiba Memory Corporation 

• Projects, Energy and Infrastructure Deal of the Year 

- Fukushima Natural Gas Power Plant Project 

• Technology, Media and Telecommunications Deal of the Year 

- Toshiba's Sale of Toshiba Memory Corporation 
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 Benchmark Litigation Asia-Pacific 2018において高い評価を得ました 

Euromoneyが発行する Benchmark Litigation Asia-Pacific 2018 - The Guide to 

the region's leading dispute resolution law firms and lawyers の Japan Firm 

Rankings において当事務所は Commercial and Transactions 及び Intellectual 

Propertyの分野にて高い評価（それぞれ Tier 1と Tier 2）を得ました。また当事

務所の三好  豊  弁護士が Intellectual Property 分野で、関戸  麦  弁護士が

Commercial and Transactions分野において Dispute Resolution Starに選ばれま

した。 

 

 Financial Times 紙によるアジア太平洋に本拠地を有する法律事務所のランキン

グにおいて 10 位に選ばれるとともに、コーポレート分野、ファイナンス分野及

びプロボノ活動において高い評価を得ました 

Financial Times紙は、2018年 6月 7日に、5年目となる Asia-Pacific Innovative 

Lawyers Reportを発表し、当事務所は、アジア太平洋に本拠地を有する上位 25

法律事務所のランキング（FT Law 25 list of “Most Innovative Law Firms 

（Asia-Pacific）”）において、日本の法律事務所として唯一ランクインし、10 位

を獲得しました。なお、日本の法律事務所では当事務所のみが、5年連続で当該

ランキングに選ばれております。 

このレポートにおいて、当事務所のコーポレート業務及びファイナンス業務は、

傑出した（standout）案件とされた株式会社東芝による海外多数適格投資者向け

第三者割当、テックビューロ株式会社による本邦初のグローバル ICO、及び株式

会社アサツーディ・ケイの非公開化取引の 3つの案件に関して高い評価を受けま

した。また、当事務所は、法教育及び難民申請サポートや、LGBTコミュニティ

の認知度の向上等のプロボノ活動においても、高く評価されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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 


