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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 8月号（Vol.56）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：日欧間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組み構築
に係る最終合意 
 

2018年 7月 17日、個人情報保護委員会は、日 EU間の個人データ移転に関して、相

互の円滑な個人データ移転を図る枠組み構築に係る最終合意に至ったことを発表しま

した。今後、本年の秋までに、以下のとおり、日本側と EU側において相互移転のため

の措置が講じられることになります。 

日本側においては、EUを個人情報保護法 24条の「個人の権利利益を保護する上で我

が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国」
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として指定し、日本から EU域内の第三者に対する個人データの移転を自由にすること

が予定されています。 

他方、EU側においては、日本に対して、欧州一般データ保護規則（GDPR）45条の

十分性認定を行うことにより、EU 域内から日本に対する個人データの移転を自由にす

ることが予定されています。但し、十分性認定に基づき、個人データを日本に移転する

にあたっては、個人情報保護委員会が今後策定して公表する「個人情報の保護に関する

法律についてのガイドライン（EU 域内から十分性認定により移転を受けた個人データ

の取扱い編）」を遵守することが条件となります。同ガイドラインは、案が公表され、

2018年 5月 25日を締め切りとして、パブコメ手続が行われましたが、現時点では、最

終版は未公表です。これにより、GDPRの移転規制対応において、従前、実務的に一般

的に用いられてきた SCC（標準契約条項）を締結することなく、上記ガイドラインに

沿った社内規程等を整備することにより、EU 域内の拠点（子会社、支店、駐在事務所

等）から日本に対して個人データの移転をすることが可能になる見込みです。 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、確約手続に関するガイドライン案を公表 
 

2018年 7月 11日、公取委は、確約手続に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能

性を確保する観点から、「確約手続に関する対応方針」（案）（「GL案」）を公表しました。 

なお、Client Alert 2018年 4月号（Vol.52）でお伝えしたように、確約手続を導入す

る改正独禁法1は、今国会に提出され、2018年 6月 29日に可決、成立しました。施行

日については、TPP 協定が日本について効力を生ずる日（具体的には、少なくとも 6

か国がそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を寄託者（ニュージーランド）に通報し

た日の後 60日）とされており、現時点では未施行です。 

 

今回公表された GL案は、確約手続の運用の指針を示すものであり、主に、確約手続

の対象となる違反被疑行為、確約手続の流れ、確約措置の要件、確約措置の典型例、確

約計画に関する意見募集、確約計画の認定・却下にあたっての考え方等が定められてお

り、それらに対する公取委の見解が示されている部分もあります。各項目のポイントは

以下のとおりです。 

                               
1 「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な
協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」 

パートナー 小野寺 良文 
 03-5223-7769 

 yoshifumi.onodera@mhmjapan.com 

オブ・カウンセル 田中 浩之 
 03-6266-8597 

 hiroyuki.tanaka@mhmjapan.com 
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項目 概要 

確約手続の対象 公取委が、以下を除く違反被疑行為について、公正かつ自由な競

争の促進を図る上で、必要があると認めるとき 

・入札談合、価格カルテル等のハードコアカルテル等 

・過去 10年以内に行った同一の違反被疑行為 

・刑事告発相当の悪質かつ重大な違反被疑行為 

確約措置の流れ ①公取委より、違反被疑行為者へ確約認定申請ができる旨の通知 

→②被通知事業者より、①の通知日から 60日以内に確約認定申請 

→③公取委が確約計画の認定・却下について判断 

確約措置の要件 A）措置内容の十分性（違反被疑行為を排除する・排除されたこと

を確保するために十分なものであること） 

B）措置実施の確実性（確実に実施されると見込まれるものである

こと） 

確約措置の典型例 ・違反被疑行為を取りやめること・取りやめていることの確認 

・取引先・利用者等への通知又は周知 

・コンプライアンス体制の整備 

・契約変更、事業譲渡等、履行状況の報告等 

確約計画の認定・却下

にあたっての考え方 

公取委は、被通知事業者から確約認定申請を受けたのち、確約申

請書類に基づき認定要件に適合するかの判断を行う際、被通知事

業者との意思疎通を密に行う 

認定の効果 確約計画の認定をした場合、違反被疑行為及び確約措置に係る行

為については、排除措置命令・課徴金納付命令をしない 

 

なお、公取委は、同年 7月 11日、携帯端末の供給者が携帯電話事業者との契約にお

いて、注文数量や料金プラン、端末購入補助等に関し、当該携帯電話事業者の事業活動

を制限していた疑いがあるとして審査をしてきた案件に対し、当該審査を終了する旨の

公表を行いました。公取委は、当該供給者が携帯電話事業者に購入者への端末購入補助

の提供を義務づけていた点について、携帯電話サービスの料金に関する競争を減殺する

可能性があり、独禁法上問題となりうることを指摘しながらも、当該供給者より携帯電

話事業者との契約を一部改訂する旨の申出があったとし、当該申出を検討した結果、上

記懸念が解消されると認められるとして、審査を終了したと公表しています。 

近時、公取委は、本件以外にも会社側の自発的な改善措置を評価し、違反認定をせず

に審査を終結するという事件処理を公表しており、今後導入が想定される確約制度を念

頭に置いたものとみる余地があります。 

GL案は、現在、8月 10日までの意見募集手続に付されています。近時は公取委によ

る調査を受けた場合の対応についてマニュアルを定める企業も増えていますが、確約制
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度は調査対応の実務に大きな影響を及ぼすものと想定されるため、GL 案を含めて検討

しておくとよいと思われます。 

 
 
 
 
 

 
 

4. エネルギー・インフラ：PFIに関連する制度の動向 
 

先般会期が終了した通常国会では、PFI／PPP（官民連携）に関して、PFI 法と水道

法の改正法案が審議されました。前者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 60 号）として、6 月 13

日に成立、6月 20日に公布され、一部の規定を除き、10月 1日から施行されます。 

改正 PFI法では、①国の PFI支援機能を強化するための制度、②指定管理者制度の特

例、③水道事業等に対する財政融資資金の繰上償還に係る補償金の免除が規定されまし

た。 

①国の PFI支援機能を強化するための制度としては、内閣府が地方公共団体や民間事

業者から他の行政機関の所管する事項を含めて「ワンストップ窓口」として PFIに関す

る質問等を受け付ける仕組みが PFI 法に位置付けられ、また、内閣府に、個別の PFI

事業を実施する地方公共団体に報告を求めたり、助言や勧告をしたりすることができる

権限が付与されました。 

②指定管理者制度の特例としては、PFI法に基づくコンセッション制度と地方自治法

に基づく指定管理者制度が重複して適用される場合に、あらかじめ条例に特別の定めを

置くことにより、利用料金の設定（変更を含む。）や民間事業者の交替に際して地方自

治法に定める地方公共団体の承認や議会の議決を不要とする仕組みが規定されました。 

③補償金の免除措置としては、地方公共団体が上下水道のコンセッションを実施し、

運営権の対価で公営企業債を繰上償還する場合において、改正 PFI法が定める一定の要

件を満たすとき、繰上償還に係る補償金を免除する時限措置が規定されました。 

PFI／PPPに関しては、本年 3月に、内閣府が「公共施設等運営権及び公共施設等運

営事業に関するガイドライン」を改正する等、コンセッションを中心に、その実施方法

の改善を図る取組みが続けられています。 

上記の水道法改正法案は、先般の通常国会では成立しませんでしたが、衆議院では可

決され、参議院にて閉会中審査となっています。同法案では、各地の水道事業の経営を

改善すべく、地方公共団体間の広域連携、アセットマネジメントの強化、官民連携の推

進のための手当てがなされています。特に、最後の官民連携の推進については、地方公

共団体が水道事業認可を保持しつつ、民間事業者に運営権を設定するための手当てがな

されており、コンセッションの推進につながるものと期待されています。 

パートナー 宇都宮 秀樹 
 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhmjapan.com 

アソシエイト 水口 あい子 
 03-6266-8740 

 aiko.mizuguchi@mhmjapan.com 
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5. 労働法：「働き方改革関連法」に関するパブリックコメントの募集 
 

2018年 7月 6日に成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法

律（「働き方改革関連法」）に関連して、同年 7月 23日、厚労省から、「働き方改革を推

進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置

に関する政令案等に係る意見募集について」と題するパブリックコメントの募集（「本

パブコメ募集」）が発表されました。本パブコメ募集では、働き方改革を推進するため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政省令の整備及び経過措置に関する

政令案・省令案や、労働基準法 36条 1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労

働について留意すべき事項等に関する指針案（「本指針案」）について、同年 8月 21日

まで意見等を受け付けています2。なお、これらの公布日は 2018年 9月上旬、施行日は

2019年 4月 1日を、それぞれ予定しております。 

本パブコメ募集により、働き方改革関連法への対応にあたって大きな位置付けを占め

る関連法令・指針の一部が明らかとなりましたので、働き方改革関連法と併せてその内

容に注目する必要があります。 

このうち、本指針案は、36 協定で定める時間外労働に対し、新たな運用指針を示す

ものです。本指針案により廃止される、従前の 36 協定における時間外労働の限度基準

（平成 10年労働省告示第 154号）は、改正労働基準法に「限度時間」として明記され

ることとなりました（同法 36条 4項）が、同法では、36協定締結の際に、厚労省の定

める指針に適合するよう協議する必要がある旨規定されている（同法 36条 8項）こと

から、本指針案も、実務に大きな影響を与えることが予想されます。 

本指針案の具体的な内容を見ると、例えば、年 720時間までの特例に係る労使協定を

締結するにあたっては、①あくまで通常予見することができない業務量の大幅な増加等

の臨時の事態への特例的な対応であるべきであること、②具体的な事由を挙げず、単に

「業務の都合上必要な時」「業務上やむをえないとき」といった定め方は認められない

こと、③特例に係る協定を締結する場合にも、可能な限り原則である月 45時間、年 360

時間に近い時間外労働とすべきであること、といった留意点が示されています。 

こうした政省令案及び本指針案に対し、上記の本パブコメ募集締め切り後は、寄せら

れたコメントに対する厚労省からの回答が示されることが予想されますので、引き続き

注目する必要があります。 
 
 
 

                               
2 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180105&Mode=0 

パートナー 岡谷 茂樹 
 03-5220-1862 

 shigeki.okatani@mhmjapan.com 
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6. 会社法：2018年 6月総会を振り返って 
 

2018年 6月総会は、昨年に引き続き、コーポレートガバナンス全般、特にコーポレー

トガバナンス・コードの影響を強く受けた株主総会となりました。 

まず、株主総会議案としては、ここ数年の傾向と同様、機関設計について監査等委員

会設置会社へ移行する上場企業が増加したほか、譲渡制限付株式（リストリクテッド・

ストック）等の株式報酬制度を新たに導入する上場企業が増加しました。また、女性や

外国人の役員を新たに選任した上場企業も増え、取締役会の構成として「ジェンダーや

国際性の面を含む多様性」が求められる旨を明記した 2018年 6月改定のコーポレート

ガバナンス・コードに合致する動きが見られました。 

また、2017 年に改定されたスチュワードシップ・コードの影響を受け、機関投資家

による議決権行使は厳格化の一途をたどり、「社外役員候補者の独立性」や「低 ROE」

等を理由とした役員選任議案に対する反対票の増加が顕著となりました。2018 年 6 月

総会で株主提案を受けた上場企業も過去最高の 42 社に上り、剰余金処分等の株主還元

に関する提案のほか、コーポレートガバナンスに関する提案等が行われ、そのうち賛成

比率が 2割以上となった企業も 3割に達しました。これは、機関投資家等が株主提案の

内容を十分に吟味した上で賛否を判断する姿勢が強まった結果、株主提案が他の株主か

らの賛同を得られる場合が増える傾向にあることが示された結果と考えられます。 

事業報告の記載や株主総会における質問においても、中長期の経営戦略を重視する

コーポレートガバナンス・コードのとおり、中期経営計画に代表される中長期の観点か

らの経営政策への関心が高まる結果となりました。 

これらの傾向は来年以降もさらに続くと考えられますので、各社においては、かかる

傾向を意識した株主総会対応が求められていくと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 石井 裕介 
 03-5223-7737 

  yusuke.ishii@mhmjapan.com

アソシエイト 松村 謙太郎 
 03-6266-8938 

  kentaro.matsumura@mhmjapan.com

パパーートトナナーー  荒荒井井  太太一一  
  0033--55222200--11885533  

    taichi.arai@mhmjapan.com

アアソソシシエエイイトト  南南谷谷  健健太太  
  0033--66226666--88554400  

    kenta.minamitani@mhmjapan.com
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7. 危機対応：日本版司法取引適用第 1号事件（不正競争防止法違反 
（外国公務員への贈賄）事件） 

 
2018年 6月 1日から日本版司法取引の運用が開始されたことは記憶に新しいところ

ですが、先月、東京地検特捜部は、大手発電機器製造業者である X 社の元取締役ら 3

人を不正競争防止法違反（外国公務員への贈賄）の罪で在宅起訴し、また、同社との間

で、捜査協力の見返りに起訴を見送る司法取引に合意し、法人としての同社は不起訴処

分としたとのことであり、日本において初めて司法取引の適用がなされました。 

外国公務員贈賄という捜査が難しく、かつ、国際的に積極的な摘発が要請されている

犯罪類型で証拠を収集するために企業自身を当事者とする司法取引が適用されたこと

は理解できるところです。他方で、一般に、司法取引は、末端の関与者に処分又は量刑

上の明確な恩典を保障してでも、より上位の者の刑事責任を解明・追及するものと説明

されてきたこともあり、企業自身が司法取引に応じて役職員に対する捜査に協力すると

いう類型に対しては、「トカゲのしっぽ切り」になりかねない等の懐疑的な見方もある

ようです。本件では、起訴の対象となったのは、元取締役、元執行役員、元部長という

組織内の上位者であり、また、検察当局としても、「トカゲのしっぽ切り」になるよう

な捜査協力では司法取引をすることは想定していないと思われますが、日本においてか

かる類型の司法取引に対する評価が固まるには今後の事例の蓄積を待つ必要があるよ

うに思われます。 

いずれにせよ、本件により、不正・不祥事が発生した際の企業と役職員との間の利益

相反の問題が改めて意識されたことは確かです。日本では、贈賄等の犯罪は「会社のた

め」という意識に基づいて行われることが多いこともあり、従来は、社内調査等におい

て企業と役職員との利益相反も強くは意識されてこなかった向きがあります。しかし、

本件を契機として、今後の社内調査等においては、役職員に疑心暗鬼が生まれ、役職員

に対するヒアリングが円滑に進まないといった事態が生じる可能性も否定できないよ

うに思われます。 

そのため、今後の社内調査等においては、例えば米国では定着した実務となっている

アップジョン警告（役職員に対するヒアリングに際して、この調査は会社の利益のため

に実施するもので、役職員個人のためのものではないと告知するもの）等の企業と役職

員との間の利益相反を意識した手続をとることが、日本でもより重要になってくるもの

と思われます。 
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8. 一般民事：民法及び家事事件手続法の一部改正法の公布 
 
2018年 7月 6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、同月 13

日に公布されました。民法のうち相続法の分野については、1980 年以降、実質的な見

直しはされてきませんでしたが、高齢化社会の進展に伴い、相続開始時に高齢化する配

偶者を保護する必要性が生じたこと等を踏まえて、今般見直しが行われたものです。 

改正法のポイントは、主に以下 6点です。 

第 1に、配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者の居住する建物につい

て、①相続開始後遺産分割完了までの間、配偶者が無償で居住することを認める配偶者

短期居住権、②遺産分割等において、終身又は一定期間、配偶者に使用や収益を認める

ことを内容とする配偶者居住権が新設されました。第 2に、遺産分割に関する見直しと

して、配偶者保護のための持戻し免除の意思表示推定規定の創設、預貯金債権の仮払い

制度等の創設・要件の明確化、遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の

範囲についての規定等が追加されました。第 3に、遺言制度に関する見直しとして、自

筆証書遺言の方式の緩和、遺言執行者の権限の明確化等が追加されました。第 4に、遺

留分減殺請求権の効果等の遺留分制度に関する見直し、第 5に、相続の効力等に関する

見直しが行われました。第 6に、相続人以外の親族の貢献を考慮するための方策として、

特別の寄与の制度等が創設されました。 

この改正法は、一部の例外を除き、公布日から 1年以内に施行されることとされてい

ます。 

民法改正のうち相続関係の改正は、債権関係の改正に比べ、企業法務に与える影響は

比較的小さいとはいえ、債権者や株主に相続が生じた場合の取扱いに影響する等、企業

法務にも影響しますので、改正内容を正確に理解した上で、必要な対策を講じる必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：産業競争力強化法、中小企業等経営強化法及び経営円滑承継
法の改正法が施行 

 
2018年 7月 9日、改正後の産業競争力強化法、中小企業等経営強化法及び中小企業

における経営の円滑化に関する法律（「経営承継円滑化法」）が施行されました。 

産業競争力強化法の改正により、特別事業再編計画の認定を受けることにより、自社

株式を対価とした株式取得における課税繰延措置等を受けることができるようになり

ました。 

パートナー 早川 学 
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また、中小企業等経営強化法及び経営承継円滑化法の改正により、経営力向上計画の

対象に M&A等による再編統合が新たに追加されました。当該計画の認定を受けること

により、当該計画に従って M&A等が行われた場合には、登録免許税や不動産取得税の

特例措置を受けることができるようになったほか、中小企業等経営強化法施行令に規定

される特定許認可等について、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、

当該特定許認可等に基づく地位を承継することができるようになり、これにより合併や

分割等の組織再編行為による許認可の承継が容易になることが見込まれます。 

これらの改正法の施行が M&Aの実務に与える影響は大きいと思われるため、今後の

動向に注目する必要があります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
10. ファイナンス・ディスクロージャー：証券取引等監視委員会が平成

29年度の活動状況を公表 
 

2018 年 7 月 25 日、証券取引等監視委員会（「監視委」）は、平成 29 年度（平成 29

年 4月 1日～同 30年 3月 31日）の活動状況を公表しました（「本公表」）。 

本公表によれば、平成 29 年度中に実施された取引審査（不公正取引の疑いのある取

引等の端緒を把握するための審査）の件数は 1,099件に上り、5年連続で 1,000件超と

なりました。一方で、課徴金納付命令に関する勧告件数は 26 件となり、昨年（51 件）

よりも減少しています。 

平成 29 年度における事案の特徴としては、①経済のボーダレス化、グローバル化と

いった環境の変化に迅速に対応するための企業再編や、貴重な経営資源の有効活用等の

ニーズの高まりを背景として、公開買付けや業務提携を重要事実とする事案が引き続き

多数を占めた点、他方で、②厳しい経営環境を背景に、上場廃止の原因となる事実（2

期連続債務超過）や固定資産の譲渡（債務圧縮のために本店土地等を売却）を重要事実

とする事案を初めて勧告した点等が挙げられています。 

また、本公表において、監視委は、国内外の経済環境の変化により、金商法制定時に

は想定されていなかった経済活動や企業の価値判断が株価に影響を与えるような事象

が生じており、かかる事象が「上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実で

あって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの（いわゆるバスケット条項）」に該

当する場合もある旨指摘しており、今後はより一層、企業活動が株価に与える影響につ

いて、上場会社等において慎重に検討する必要があると考えられます。 

パートナー 大石 篤史 
 03-5223-7767 
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 kensuke.sakajiri@mhmjapan.com 
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11. 税務：株式譲渡契約上の税務に関する表明保証の違反が認められた
裁判例 

 
東京地裁は、2018年 3月 28日、法人税や消費税の申告漏れ等に関し、株式譲渡契約

上の表明保証違反に基づく損害賠償請求を認める判断を行いました。 

事案の内容は以下のとおりです。Y（個人、売主）及び X社（買主）が、Yの保有す

る T社の株式を譲渡する旨の株式譲渡契約を締結しました。当該株式譲渡契約書におい

ては、大要、売主である Yが「T社が適法かつ適正な申告を行っていること」、「株式譲

渡に関する X 社の判断に影響を及ぼす情報及び T 社の経営に影響を与える事実（将来

具体化する課税問題を含む。）が存在しないこと」について表明保証しており、この違

反があった場合には、Yが損害賠償責任を負う旨が定められていました。ところが、そ

の後の税務調査において、T社が、株式譲渡以前から、一部の売上を除外していたこと、

仕入に係る所定請求書等の保存をしていなかったことが判明し、法人税並びに消費税及

び地方消費税について修正申告を行うことになりました。そこで、X社が Yに対し、表

明保証違反に基づく損害賠償を請求しました。 

東京地裁は、株式譲渡の当時、上記の理由により、過去の事業年度の申告が適法かつ

適正に行われておらず、かつ、株式譲渡が行われた事業年度においては、簿外債務が存

在し、将来具体化する課税問題があったことから、上記の表明保証の違反があるとし、

租税債務（本税及び付帯税）を考慮しない場合の企業価値と考慮する場合の企業価値を

DCF法でそれぞれ算出したものを比較し、損害額を認定しました。Yは、「X社はデュー

デリジェンスを行っており、上記の適正な税務申告の疑義等について知り得たのである

から重過失があり、表明保証違反に基づく損害賠償請求は認められない」と主張しまし

たが、東京地裁は、売上除外や所定請求書等の不保存は総勘定元帳に記載がない等の特

質に照らせば、X社が株式譲渡契約締結前に認識するのは困難であるとして、X社に過

失はないと判断しました。 

本判決は、表明保証条項の規定の内容及びそれへの該当性の判断、損害の算定方法、

重過失による免責の判断の判断において、実務上参考になると思われます。 
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12. 中国・アジア（インドネシア）：「事業許認可統合電子サービス（OSS）
に関する政令 2018年第 24号」の交付 

 
2018年 6月 21日、インドネシア政府は、「事業許認可統合電子サービス（OSS）に

関する政令 2018 年第 24 号」を交付しました。本政令により、監督官庁、機関、地方

政府の既存の許認可サービスを統合する許認可システムとして、Online Single 

Submission（OSS）システムが導入されました（90条 2項）。今後、政府機関による許

認可は、OSSシステムを単一窓口として行われることになります（90条 3項）。 

本政令以前は、インドネシアにおいて事業を行うための許認可は、投資登録

（Pandaftaran Pananaman Modal）及びビジネスライセンス（Izin Usaha）の二本立て

でした。これに対し、本政令施行後は、①登録（事業者基本番号の取得）、②ビジネス

ライセンス（Izin Usaha）、③コマーシャル・オペレーショナルライセンス（Izin Komersial 

atau Operasional）という三本構成となります。 

なお、本政令施行前においては、投資登録記載事項の変更のうち、資本構成等、一定

のものについては、事前に投資調整庁（BKPM）の許可を取得する必要があるとされて

いました。このため、株式譲渡や増資を行う際には、BKPMの事前の許可が必要とされ

ていました。本政令においては、登録情報の変更につき、許認可等を取得するべき旨が

規定されていないため、会社法に基づく手続（公証人による Deed作成、法務人権省へ

の通知又は承諾）を行い、変更が生じた事項（増資の場合には資本金の額等）につき、

OSS上の登録内容を変更すれば足りることになります。 
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13. 新興国（トルコ）：トルコにおける非常事態宣言の解除 
 
 

トルコにおいて、2018年 7月 19日、2016年 7月から約 2年間続いてきた非常事態

宣言が解除されました。非常事態宣言は、トルコにおいて 2016年 7月に発生したクー

デター未遂事件を受けて、エルドアン大統領が発令し、以後 3ヶ月間ごとの延長がなさ

れてきましたが、この度、政府が再度の延長を行わないことを決定し、終了することと

なりました。 

トルコは、近時目覚ましい発展を遂げ、日本企業による投資の増加が期待されていま

したが、中東地域の政情不安の影響を受けたテロ等の増加や、上記の非常事態宣言等に

より国内の政治情勢も緊迫した状況が続いたこと等から、ここ数年は、日本企業にとっ

ても投資が行いにくい状況が続いていました。 

しかしながら、トルコは、もともと外資の誘致に積極的な国であり、他の新興国と比

較して外資規制も緩やかで、投資奨励策等も多く実施されており、また、EU の影響も

あり、トルコの国内法制も比較的整備が進んでいること等から、法制度上は、日本企業

にとって投資の行いやすい国の一つといえます。また、日本とトルコの間には投資協定

も締結されており、現在、経済連携協定（EPA）の締結に向けた交渉も続けられていま

す。 

こうしたことから、今回、非常事態宣言が解除されたことで、日本企業によるトルコ

への投資に際しての不安材料が減り、より投資しやすい環境になることが期待されます。

もっとも、トルコにおいては、今後も国内情勢が不安定な状況は一定程度継続すること

が想定されることから、引き続き情勢を注視することが必要です。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：ICC、2017年の国際仲裁実績値レポート（正式版）
を公表 

 
国際商業会議所（ICC）は、7月 31日付で、2017年の実績レポートを公表しました

（速報版については 3月時点で公表済み）。 

ICC仲裁裁判所では、2017年中に新たに 810件の申立てがなされ、512件で仲裁判

断が出されました（うち最終判断は 66%）。関係する当事者の数は 2,316組（申立人側
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47%、被申立人側 53%）に上り、日本国籍の当事者の数をみると、申立人側 10組、被

申立人側 19組となっています。 

複数当事者が関係する案件の数は増加傾向にあり、そのうち、5組以上の当事者が関

与する案件が 13%、10組以上の当事者が関与する案件は 3%となっています。1組の申

立人が複数を被申立人として申し立てる案件が多く、複数当事者案件のうちの 54%にあ

たり、この中には、被申立人の数が 36にも上るものがあります。 

上記に加え、2017 年の傾向として、アフリカ地域（特にサハラ以南の南アフリカ地

域）の数の増大が挙げられます。その数は当事者数にして 153組（前年比 40.4%増）、

事件数にして 87件（前年比 35.9%増）に及んでおり、このような傾向を受け、ICC仲

裁裁判所では 7月 19日付で、アフリカ委員会の設置を公表しています。 

1958 年に外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（いわゆる NY 条約）が作成さ

れて 60年目にあたる今年は、ICC 仲裁裁判所の事務局が新たにシンガポールに設置さ

れ、また、日本に国際紛争解決センターが設立される等、世界各国で国際仲裁の機運が

ますます高まっています。事業のグローバル化が日常化する中で、国際仲裁もまた不可

避になりつつありますので、各仲裁機関の動向を踏まえ、紛争解決手段としてどの手

段・地域・どの機関を選択するのが適切か、事案に則した見極めが求められます。 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

パートナー 金丸 祐子 
 03-6266-8542 

 yuko.kanamaru@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. 

14 
 

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

 セミナー  『プロジェクトファイナンスの実務～発電所プロジェクトの最新実 

務動向や法改正の影響も踏まえて～』 

開催日時  2018年 8月 17日（金）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社FNコミュニケーションズ 

 

 セミナー  『電子決済等代行業、銀行API利用契約、及び FinTech関連の KYC 

実務～最近の銀行法改正、犯収法施行規則改正案を踏まえて～』 

開催日時  2018年 8月 22日（水）13:30～16:30 

講師    池田 和世、湯川 昌紀 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『外国籍PEファンド投資におけるリーガルチェックの重要ポイント』 

開催日時  2018年 8月 24日（金）9:30～12:30 

講師    熊谷 真和 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『オープンAPIに関する銀行法改正への対応―電子決済等代行業と 

 API利用契約に係る実務』 

開催日時  2018年 8月 28日（火）9:00～11:30 

講師    池田 和世、湯川 昌紀 

主催    株式会社FNコミュニケーションズ 

 

 セミナー  『消費者契約法平成30年改正と打消し表示調査報告書のポイント 

と実務対応』 

開催日時  2018年 8月 31日（金）13:30～16:30 

講師    松田 知丈 

主催    レクシスネクシス・ジャパン株式会社／ビジネスロー・ジャーナル 

 

 セミナー  『UNITT（一般社団法人大学技術移転協議会）アニュアルカンファ 

 レンス』 

開催日時  2018年 9月 1日（土）、9月 2日（日） 

講師    岡田 淳 

主催    UNITT 一般社団法人大学技術移転協議会 
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 セミナー  『日本版司法取引導入により問われる企業の不正・不祥事対応（有 

 事・平時）―制度の基礎的理解から米国制度との比較まで―』 

開催日時  2018年 9月 5日（水）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣 

主催    株式会社FNコミュニケーションズ 

 

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

 本     『取引スキーム別 契約書作成に役立つ税務知識Q&A〔第 2版〕』 

 （2018年 7月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    大石 篤史、小島 義博、酒井 真、小山 浩、栗原 宏幸、羽深 宏樹、

内津 冬樹、尾登 亮介、呂 佳叡、安部 慶彦、山田 彰宏、村上 博

隆（共著） 

 

 本     『ベトナムのビジネス法務』（2018年 7月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    江口 拓哉、小野寺 良文、小松 岳志、梅津 英明、塙 晋、竹内 哲、 

 佐藤 貴哉、山口 健次郎、西尾 賢司（共著） 

 

 本     『企業危機・不祥事対応の法務〔第2版〕』（2018年 7月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    大野 恒太郎、北田 幹直、奥田 洋一、菊地 伸、松井 秀樹、石綿 学、

伊藤 憲二、荒井 正児、池田 和世、藤津 康彦、鈴木 克昌、小田 大

輔、池村 聡、眞鍋 佳奈、荒井 太一、池田 毅、梅津 英明、大室 幸

子、大野 志保、小島 冬樹、山内 洋嗣、高宮 雄介、森田 茉莉子、

若林 功晃、村井 智顕、湯田 聡、長谷 修太郎、柿元 將希、飯島 隆

博、岩澤 祐輔、輪千 浩平、松尾 有希、宮原 拓郎、大谷 悠紀子 

 

 論文    「コーポレートガバナンス・コードの改訂とCEO・取締役会」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2173 

著者    渡辺 邦広 

 

 論文    「TPP協定と TPP11協定：規定内容の比較検討」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.7 

著者    畠山 佑介 
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 論文    「自動運転ルールをめぐる最新動向」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.9 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文    「すぐに使える危機管理の書式（7）調査報告書（上）」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.9 

著者    梅津 英明、新井 朗司、塚田 智宏 

 

 論文    「相談室Q&A パワハラの判断基準と対応策」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.8 

著者    坂本 萌 

 

 論文    「急拡大するグリーンボンドとは～メリット、要件、国内事例を総 

 解説」 

掲載誌   The Finance 

著者    田井中 克之 

 

 論文    「健康食品の表示規制 ～特定保健用食品、機能性表示食品を巡る 

 動向など～」 

掲載誌   会社法務A2Z 2018年 7月号 

著者    岡田 淳、松田 知丈（共著） 

 

 論文    「最近の情報漏えい事件の傾向にみる情報取扱いに関する留意点」 

掲載誌   会社法務A2Z 2018年 7月号 

著者    佐々木 奏 

 

 論文    「〔特集 2018年通常国会改正法の影響度〕消費者契約法 不当勧 

 誘および不当条項に関する規定の新設」 

掲載誌   Business Law Journal No.126 

著者    松田 知丈 

 

 論文    「〔特集 2018年通常国会改正法の影響度〕著作権法 「柔軟な権 

 利制限規定」と実務への影響」 

掲載誌   Business Law Journal No.126 

著者    池村 聡 
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 論文    「メンタルヘルスの不調により休職中の従業員が復職可能かどうか 

 の判断」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    坂本 萌 

 

 論文    「徹底解説：中国サイバーセキュリティ・個人情報規制」 

掲載誌   Global Reach 

著者    本間 隆浩、森 規光、田中 浩之 

 

 論文    「日本とASEAN諸国との間の EPA」 

掲載誌   Thomson Reuters Tax & Accounting Blog／Thomson Reuters 

著者    畠山 佑介 

 

 論文    「今、考える「“キャラクター”と著作権」」 

掲載誌   月刊コピライト No.687 Vol.58 

著者    池村 聡 

 

 論文    「取締役の善管注意義務と経営判断原則―アパマンショップホール 

 ディングス事件判決を踏まえて」 

掲載誌   法学教室 No.455 

著者    渡辺 邦広 

 

 論文    「改正民法のはなし（その7）『瑕疵担保責任』から債務不履行責 

任へ」 

掲載誌   民事法務 No.382 

著者    内田 貴 

 

 論文    「経済事犯に見る米国の捜査協力型司法取引」 

掲載誌   季刊刑事弁護 第 95号 

著者    市川 雅士 

 

 論文    「裁判例に見るプロジェクトマネジメント〈第1回〉」 

掲載誌   プロジェクトマネジメント学会誌 Vol.20 No.3 

著者    横山 経通 

 

 論文    「東京電力パワーグリッド（休職期間満了時の復職可能性）事件」 

掲載誌   WEB労政時報 

著者    宇賀神 崇 
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 論文    「The Financial Technology Law Review Edition 1 - Japan Chapter」 

掲載誌   The Financial Technology Law Review Edition 1 

著者    岡田 淳、堀 天子、飯島 隆博 

 

 論文    「The Legal 500: Litigation & Dispute Resolution - Japan Chapter」 

掲載誌   The In-House Lawyer 

著者    大野 志保、金丸 祐子、桑原 周太郎、田中 遼太郎 

 

 論文    「The Securities Litigation Review, Edition 4 - Japan」 

掲載誌   The Securities Litigation Review Edition 4 

著者    関戸 麦、横田 真一朗、大野 志保、金丸 祐子 

 

 論文    「Patent litigation in Japan」 

掲載誌   Practical Law 

著者    三好 豊、岡田 淳（共著） 

 

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

 ホーチミンオフィス業務開始のお知らせ 

当事務所は、2018年 8月 1日にホーチミンオフィスを開設し、本格的な業務を

開始いたしました。 

 

ホーチミンオフィスには、パートナーの江口 拓哉 弁護士が駐在することに加え、

アソシエイトの西尾 賢司 弁護士が常駐いたします。両弁護士は、コーポレート

／M&A を中心に、コンプライアンスや紛争解決の各分野において専門性を有す

るとともに、特にアジア・中国案件について豊富な経験を有しております。 

 

ホーチミンオフィスでは、ベトナムの現地から、当事務所がこれまで培ってきた

ベトナム案件のノウハウに基づく質の高いリーガルサービスを提供し、さらに

サービスの質を向上させていきたいと存じます。また、ホーチミンオフィスに駐

在する日本人及びベトナム人弁護士は、東京・大阪・名古屋・シンガポール・バ

ンコクをはじめとする各拠点のベトナム案件に豊富な経験を有する弁護士と一

体となって、クライアントの皆様をサポートいたします。 

 

当事務所は、依頼者が最も重要な問題に直面した場合、最も複雑な課題を抱えた

場合、最も迅速な解決が必要となった場合、まず頼りにされ、コンタクトされる

法律事務所であり続けること（依頼者の Firm of Choiceであること）を目標とし

ております。当事務所は、この目標に向かい、今後とも、東京・大阪・名古屋・

福岡・北京・上海・シンガポール・バンコク・ヤンゴン・ジャカルタ、そして新
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たに加わるホーチミンの各拠点及び全弁護士の総力を結集して、アジア全体での

ニーズ、グローバルなニーズにも対応できる体制をますます充実させることによ

り、依頼者の Firm of Choiceであり続けられるよう、事務所一丸となって取り組

んでまいる所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

平成 30年 8月 

森・濱田松本法律事務所 

 

（本件に関するお問い合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報 

Tel: 03-6212-8304 

Email: mhm_info@mhmjapan.com 

 

 MHM Labプロジェクトに関するお知らせ 

森･濱田松本法律事務所は、海外で FinTech 推進の手段として創設・運用されて

いる「レギュラトリー・サンドボックス」に早期から着目し、日本におけるイノ

ベーション推進の手段となりうる制度であるとして日本での導入の旗振りを続

けてまいりました。 

 

今般、生産性向上特別措置法の施行によりプロジェクト型「規制のサンドボック

ス」制度が創設され、既存の規制にとらわれることなく新しい技術やビジネスモ

デル等の実証を行うことができる環境が整備されたことを受け、これまでクライ

アントの皆様と取り組んでまいりましたイノベーションの実現に向けた規制問

題の克服のための一連の活動を一層加速させていくため、「MHM Labプロジェク

ト」をローンチしましたので、お知らせいたします。 

 

現在我が国には、イノベーションを促進するための枠組みとして、グレーゾーン

解消制度、新事業特例制度、地域単位の国家戦略特区制度をはじめとする様々な

制度が存在し、それぞれ獲得することができる成果や成果を得るまでの時間軸、

アプローチの仕方等が異なっています。これらに今般の「規制のサンドボックス」

制度を加え、MHM Labでは、クライアントの皆様が新たな技術やビジネスモデ

ルを世の中に出していくために、最も実効的な方法をアドバイスするとともに、

イノベーションを実現するためのパートナーとしての役割を果たしてまいりた

いと考えております。 

 

関係各位の皆様におかれましては、今後とも宜しくお引き立ての程、お願い申し

上げます。 

 



 
 

   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. 

20 
 

（本件に関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

Tel: 03-6212-8330 

Email: mhm_info@mhmjapan.com 

 

 Acritas Asia Pacific Law Firm Brand Index 2018において 10位に選ばれました 

当事務所は Acritas 社が実施する法律事務所のグローバルブランド調査である

Acritas Asia Pacific Law Firm Brand Index 2018において、10位に選ばれました。 

 

 Managing Intellectual Property IP Stars Handbook 2018にて上位にランキングさ

れました 

Managing Intellectual Propertyが発行する“IP Stars Handbook 2018”にて、当

事務所が下記の分野で上位に選ばれ、個人では三好 豊 弁護士が Patent star に

選ばれました。 

• Copyright（Tier 1） 

• Patent contentious（Tier 2） 

• Trade mark contentious（Tier 2） 

 

 Mergermarket Inaugural Japan M&A Awardsにて受賞しました 

Mergermarketが日本において初めて開催するMergermarket Japan M&A Awards

が 2018年 6月 21日に帝国ホテル東京にて開催され、当事務所はConsumer M&A 

Legal Advisor of the Yearを受賞しました。 

 

詳細は Mergermarketのウェブサイトに掲載されております。 

 

 岡田 淳 弁護士が農林水産省「農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会」

専門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 


