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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 10 月号（Vol.58）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：欧州議会が改正著作権指令案を採択 

 

2018 年 9 月 12 日、欧州議会は改正著作権指令案を採択しました1。今後は、最終的

な条文についての承認手続を経て指令が成立した場合には、各加盟国において、加盟国

法の立法手続を経た上ではじめて法律として適用されることとなります。 

同改正指令案は、加盟国法は、報道出版物の出版事業者に対して、情報社会サービス

プロバイダーによる報道出版物のデジタル使用について、公正かつ比例的な報酬を得ら

                               
1

 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-
on-digital-copyright-rules 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-rules
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れるように複製権及び公衆利用可能権を与えなければならないとしています。典型的に

は、検索エンジンが、特定の記事にスニペット付でリンクを設定したような場合には、

当該検索エンジンは記事の著作権者に報酬（ライセンス料）を支払わなければならない

ことになります。この改正は、｢リンク税｣の導入と通称されていますが、税金ではなく、

ライセンス料を支払う義務が生じます。なお、単なるハイパーリンクの設定だけであれ

ば、上記の権利の対象外であることが指令案では明確になっていますが、どこまでの範

囲のリンクが規制対象となるのかは必ずしも定かではありません。 

また、同改正指令案では、加盟国法は、オンラインコンテンツシェアリングプロバイ

ダーに対して、公正かつ適切なライセンス契約を締結する義務を課すものとし、権利者

がライセンス契約締結を望まない場合には、上記プロバイダーと権利者はサービス上で

許諾を得ていない著作物が入手可能とならないように誠意をもって協力する義務を負

うものとされています。典型的には、大手動画サイト運営者が、自社サイト上の違法コ

ンテンツの除去について、権利者と誠意を持って協力することが必要となる（請求を受

けてからはじめて削除をするという受動的対応のみでは足りない）と解されます。 

欧州において第三者のコンテンツを利用したビジネスを展開する事業者は、今後の本

指令の改正の動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、確約手続に関するガイドライン等を策定 

 

2018 年 9 月 26 日、公取委は、同年 7 月に公表していた「確約手続に関する対応方針」

（「GL」）の案について、パブリックコメントの結果と、これを踏まえて原案を一部改

訂した GL の成案を公表しました。また、企業結合も確約手続の対象となる関係で、「企

業結合審査の手続に関する対応方針」も一部改訂されました。 

GL 案の概要は、Client Alert 2018 年 8 月号（Vol.56）で紹介しましたが、今般公表さ

れた成案で施された修正は 4 点であり、いずれも軽微なものにとどまります。 

パブリックコメントで寄せられた意見は多岐にわたりますが、実務上参考になると考

えられるものを一部紹介しますと、以下のとおりです。 

 確約計画の認定に関する公表について、レピュテーションリスクや企業秘密等の漏

えいの懸念から、事業者の事前の同意を必要とすべきとの意見に対し、公取委は、

確約計画については認定後に一律に公表することに言及し、「事業者との間で意思

疎通を図りながら、独占禁止法 43 条の規定（注：公取委が、必要な事項について、
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事業者の秘密を除き公表することができる旨の規定）を踏まえ、御懸念の事態が生

じないよう適切に対応」するとの考え方を示しました。 

 確約認定申請の際に提出された資料の取扱いに関し、公取委が、法的措置を取る上

で必要となる事実の認定を行うための証拠として使用することがあり得るとされ

ている点については、公取委が濫用しないか（公取委が事業者に、違反認定に必要

な資料を確約認定申請の名目で提出させた後、確約認定申請を却下し、当該提出資

料を利用して法的措置を採るような事態が生じないか）という疑念を生じさせると

いう意見がありました。これに対し、公取委は、「違反行為を立証する証拠を収集

する目的で確約手続に関する相談に応じること、確約手続通知を行うことはありま

せん」との考え方を示しました。 

確約手続は、ハードコアカルテルを除く独禁法違反となり得る行為が広く対象となり

ますが、公取委の事務総長は、上記公表の後で行われた定例会見において、確約手続の

対象となる案件に関し、「いわゆるハードコアカルテル等の悪質性が高いような案件」

は確約手続の対象から除外されているため、対象の中心となるのは「単独行為」となる

旨述べています。 

確約制度は、いわゆる TPP11 の国内発効日に施行されます。TPP11 は、参加国のう

ち 6 か国以上が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに通報した日

から 60 日後に発効するところ、現時点で国内手続を完了したのは日本を含む 3 か国に

留まっています。そのため、確約制度の導入は、年明け以降となることが見込まれます。

GL 案の紹介の際に述べたとおり、公取委は、既に、複数の案件において、確約手続に

類似した処理を行っています。事業者においては、確約制度の導入を見据え、事業戦略

や有事の際の対応方針等を検討することが有用であると考えられます。 
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4. エネルギー・インフラ：再生可能エネルギー発電に対する出力制御 
 

近時、太陽光発電を始めとした再生エネルギー発電の導入量が増加しており、今秋に

も再生可能エネルギー発電に対する出力制御が行われる可能性が生じています。かかる

状況を踏まえ、電力広域的運営推進機関（OCCTO）の定めた優先給電ルール及び太陽

光・風力に関する FIT 法上の出力制御に関するルールを改めて確認することとしたいと

思います。 

 優先給電ルール 

以下の順位で出力抑制等が実施される（送配電等業務指針 173 条及び 174 条）。 

① 一般送配電事業者が調整力としてあらかじめ確保した電源又はオンライン

調整可能な電源の出力抑制等 

② 一般送配電事業者がオンライン調整できない火力電源等の出力抑制等 

③ 長周期広域周波数調整 

④ バイオマス専焼電源の出力抑制（但し、地域資源バイオマス電源を除く。） 

⑤ 地域資源バイオマス電源の出力抑制 

⑥ 自然変動電源の出力抑制（太陽光・風力） 

⑦ 広域機関の指示に基づく措置 

⑧ 長期固定電源の出力抑制（原子力・水力・地熱） 

 太陽光・風力に関する FIT 法上の出力制御に関するルール 

接続申込みの時期、発電設備の種類及び出力規模並びに接続先の電気事業者に応じ

て、おおむね以下のルールが適用されます。 

① 360 時間（太陽光）又は 720 時間（風力）ルール（新ルール）2
 

時間単位で年間 360 時間（太陽光発電設備の場合）又は年間 720 時間（風

力発電設備の場合）まで無補償の出力制御がなされ得る。 

② 30 日ルール（旧ルール）3
 

日単位で年間 30 日まで無補償の出力制御がなされ得る。 

③ 指定ルール 

経済産業大臣の指定を受けた電気事業者4は、管内の接続可能量超過後に接

続申込みしたと認められる案件に対して、無制限に無補償の出力制御を行う

ことができる。 

④ 出力制御の対象外 

上記各ルールの適用のない太陽光発電設備及び風力発電設備5については、

無補償での出力制御の対象とはならない。 

                               
2 

2015年 1月 26日以降に接続申込みを行った太陽光発電設備及び 20kW以上の風力発電設備等。但し、

50kW 未満の太陽光発電設備については、一部出力制御の対象外となっているものもある。 
3 

2015年 1月 25日以前に接続申込みを行った 500kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備等。但し、

一部指定ルールの対象となっているものもある。 
4 「経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定する告示」（平

成 29 年経済産業省告示第 212 号）にて指定電気事業者が公表されている。 
5 

20kW 未満の風力発電設備や 360 時間ルール及び指定ルールの適用対象となる前に接続申込みを行っ

た 500kW 未満の太陽光発電設備等。 
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FIT 法上の出力制御ルールはこれまで数次の改正を経たこともあり、非常に複雑に

なっています。事業者においては、個別案件に適用されるルールについては、接続先の

電気事業者に問い合わせる等して再確認し、対応の準備を進めておくことが望ましいと

思われます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：働き方改革関連法に関する政省令等の公布 

 

前々号（第 56 号）、前号（第 57 号）と、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」）の関連省令等の

議論・検討状況についてお知らせしておりましたが、2018 年 9 月 7 日付でこれら政省

令が公布されたほか、当該公布に合わせて複数の通達が発出され、また、前々号（第

56 号）でお伝えしたパブコメの結果が公表される等、大きな動きが見られたため、本

号でも引き続き最新の動向についてお知らせいたします。 

まず、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及び同省令、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等が、2018

年 9 月 7 日付の官報に掲載されて公布されました。 

また、かかる政省令等の公布に合わせ、「働き方改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について」（基発 0907 第 1 号平成 30

年 9 月 7 日）6、「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による改正

後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について」（基発 0907 第 2 号平成 30 年 9 月

7 日）7、「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による改正後の労

働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について」（基発 0907 第 12 号平成 30

年 9 月 7 日）8等、複数の通達が出されており、例えば、上記基発 0907 第 1 号の通達で

は、新たなフレックスタイム制の下で具体的な法定時間外労働となる場合や、新たな

36 協定の様式（改正労基則様式第 9 号）を踏まえた具体的な協定事項、労働時間規制

                               
6
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf 

7
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0020.pdf 

8
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0030.pdf 
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の適用除外・適用猶予となる具体的な対象業務、年次有給休暇を基準日より前の日から

付与する場合の具体的な取扱い等、今回の労基法の改正事項全般に関する具体的な取扱

い等が記載されています。 

さらに、前々号にてお知らせしたパブコメ結果が公表され9、公募された意見に対す

る厚労省からの回答が明らかにされるとともに、その中において、使用者が過半数代表

者に対して行うべき「必要な配慮」の具体的な内容や、新たな年休付与義務に関する具

体的な取扱い、労働時間規制の適用猶予となる労働者の判断基準等について、今後通達

等で示すことを検討するとの方針が示されています。 

上記のとおり、政省令等の公布に限らず、今般の法改正に当たって実務上の対応に当

たり参考となる資料が数多く公表されていますので、これらの公表資料を踏まえて改正

法の施行に向けた具体的な社内制度の構築等を検討する必要があります。加えて、今後

通達等で明らかとなる事項や、今回の政省令等には含まれていない、高度プロフェッ

ショナル制度や同一労働同一賃金に関連する事項については、引き続き今後の議論・検

討の状況を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法：経済産業省、「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）の改訂を公表 
 

経済産業省は、2018 年 9 月 28 日、「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）の改訂を公表しました。経済産業省は、2017 年 3 月

31 日に策定した CGS ガイドラインのフォローアップとして、2017 年 12 月から CGS

研究会第 2 期を立ち上げ、コーポレートガバナンス改革の現状評価と、2018 年 6 月の

コーポレートガバナンス・コードの改訂も踏まえた実効性向上に向けた課題について検

討を行い、今般の改訂を行っています。 

大きな改訂点としては、社長・CEO の指名と後継者計画に関する内容の充実が挙げ

られます。改訂 CGS ガイドラインでは、社長・CEO の後継者計画の重要性や客観性・

透明性を確保する意義、十分な時間と資源をかけて取り組む必要性について改めて強調

するとともに、新たに「別紙 4：社長・CEO の後継者計画の策定・運用の視点」を追加

し、後継者計画の策定・運用の取組を 7 つのステップに分けて検討することを提案して

                               
9
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180105&Mode=2 
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います。具体的には、①後継者計画のロードマップの立案、②「あるべき社長・CEO

像」の評価基準の策定、③後継者候補の選出、④育成計画の策定・実施、⑤後継者候補

の評価、絞込み・入替え、⑥最終候補者に対する評価と後継者の指名、及び⑦指名後の

サポートの 7 つの基本ステップごとに検討すべき内容を示しています。また、後継者計

画に関する 10 社の具体的な取組例も紹介しています。 

このほか、改訂 CGS ガイドラインでは、取締役会議長を社外取締役等の非業務執行

取締役とすること、取締役会の実効性評価の一環として指名委員会・報酬委員会等の評

価を行うこと、社外取締役の再任に関して再任上限や再任基準を設定することの意義や

有益性等についても言及しています。 

現在、各社においては 2018 年 6 月のコーポレートガバナンス・コードの改訂への対

応が進められているところ、改訂 CGS ガイドラインの内容も参考としながら、対応を

進めていくことが重要であると考えられます。 

 

＜参考資料＞ 

経済産業省ニュースリリース 

http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180928008/20180928008.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：オーストラリアにおける現代奴隷法の最新アップデート 
 

2018 年 6 月 28 日、オーストラリア連邦議会の下院に、Modern Slavery Bill 2018（「本

法案」）が提出されました。本法案は、英国現代奴隷法（UK Modern Slavery Act 2015）

を参考に、オーストラリアにおいて一定のプレゼンスを有する事業体に対し、自社の事

業及び自社のサプライチェーンにおける現代奴隷リスクや当該リスクへの対応策に関

する声明を毎年度行うことを要求するものです。 

本法案に定義する現代奴隷には、あらゆる形態の人身売買、奴隷労働及び奴隷的労働

並びに最悪の形態の児童労働（ILO 条約（182 号）に定義される。）等が広く含まれ、

連結ベースで毎年 1 億豪ドル以上の総収入を得ているオーストラリアの事業体又は

オーストラリアで事業を行う事業体等に適用されます。声明においては、①事業体の組

織、事業及びサプライチェーンの内容、②事業体及び当該事業体が所有又は支配する事

業体の事業及びサプライチェーンにおける現代奴隷リスク、③事業体及び当該事業体が

所有又は支配する事業体が当該現代奴隷リスクに関し、評価及び対応するための措置

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

http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180928008/20180928008.html
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（デューディリジェンス及び是正措置を含む。）の内容、④事業体が当該措置の有効性

を評価する方法等を記載することが求められます。 

また、連邦政府の上記の動きに先立ち、オーストラリアのニュー・サウス・ウェール

ズ州（州都：シドニー）では、既に州法として現代奴隷法（「NSW 現代奴隷法」）が制

定されています。同州に従業員を有し、毎年 5,000 万豪ドル以上の売上高を有する事業

体は、自社及び自社のサプライチェーンにおける現代奴隷リスク及びかかるリスクに対

する対応策等について、同様の声明を出すことが義務付けられています。 

近年、オーストラリアに限らず、フランス・オランダ・香港等、その他の国・地域等

においても「ビジネスと人権」の観点からの法整備が進んでおり、今後もこうした傾向

は続くものと予想されます。2020 年の東京オリンピック・パラリンピックも控え、新

興国等でのビジネスを活発化させている日本企業においては、こうした「ビジネスと人

権」の観点からの感度を一層高めることが求められるものと考えられます。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

8. 一般民事：民事執行法制の見直しに関する要綱の答申 

 

2018 年 10 月 4 日、法制審議会の総会において、8 月 31 日に決定した民事執行法制

の見直しに関する要綱案が採択され、法務大臣に答申されました。要綱には、①債務者

財産の開示制度の実効性の向上、②不動産競売における暴力団の買受け防止の方策、③

子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化、④債権執行事件の終了をめぐる規律の見

直し、⑤差押え禁止債権をめぐる規律の見直し、⑥ハーグ条約実施法に基づく国際的な

子の返還の強制執行に関する規律の見直し等、多岐に亘る内容が含まれています。 

企業法務との関係では、特に、①債務者財産の開示制度の実効性の向上が注目されま

す。現行の制度について、執行力のある債務名義のうち支払督促や執行認諾文言付公正

証書等では財産開示手続の申立てができない点が問題として指摘され、また、裁判所が

債務者に対して出頭を求めて積極財産についての陳述義務を負わせても、債務者が裁判

所に出頭しなかったり虚偽の陳述をしたりすることもある等、実効性が確保されていな

いとの問題も指摘されていました。 

要綱では、金銭債権についての強制執行の申立てに必要とされる債務名義であれば、

広く財産開示手続の申立てができるものと変更される他、実効性の確保のため、開示義

務者が、正当な理由なく、財産開示期日に出頭しなかったり虚偽の陳述をしたりした場

合の罰則が強化されています。 

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 
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加えて、要綱では、一定の債権者からの申立てにより、裁判所が、債務者財産に関す

る情報を有する第三者に対して、債務者財産に関する情報の提供をすべき旨を命じるこ

とができる制度を新設する方向性が示されました。第三者や提供すべき情報の範囲につ

いては類型ごとに整理されており、例えば、（i）金銭債権について執行力のある債務名

義や債務者財産について一般先取特権を有する債権者からの申立てにより、登記所に対

して、債務者が所有権の登記をしている不動産に係る情報を求めたり、（ii）金銭債権に

ついて執行力のある債務名義を有する債権者からの申立てにより、銀行等や振替機関等

に対して、取扱店舗、預貯金債権の種類及び額等、強制執行の申立てに必要となる情報

を求めたりすることを認める内容となっています。 

法務省は、この要綱をもとに改正法案をまとめ、早期の国会提出を目指していると報

じられています。引き続き、今後の立法の動向に留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：国際会計基準審議会が IFRS におけるのれんの費用計上の 

義務付けを検討 
 

国際会計基準（IFRS）を策定する国際会計基準審議会（IASB）が、IFRS における企

業買収の際ののれんについて、費用として計上する会計処理の導入を検討していること

が明らかになりました。 

企業買収の際には、買収対象企業の純資産と買収価格の差額について、買収企業の資

産にのれんとして計上することが求められますが、日本の会計基準においては、このの

れんを定期的に費用として償却することが必要となります。これに対して、IFRS にお

いては、このようなのれんの定期償却は必要ありませんが、買収対象企業の財務状況が

悪化した場合等には、のれんについて、その価値を引き下げるべく減損することが求め

られます。IFRS 採用企業が突如多額ののれんの減損を公表する事例もあり、かねてよ

りわかりにくさ等が指摘されていたところ、IASB も、この度、のれんの費用計上の義

務付けの検討を開始したものです。 

IFRS のもとでものれんの費用計上が義務付けられた場合、多数の企業において M&A

実行後の会計処理に影響を生じる可能性が大きいことから、今後の議論のゆくえを注視

する必要があります。 

 
 

 

 

パートナー 早川 学 

 03-5223-7748 

 gaku.hayakawa@mhmjapan.com 

パートナー 大室 幸子 

 03-6212-8350 

  sachiko.omuro@mhmjapan.com

 

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhmjapan.com  

アソシエイト 足立 悠馬 

 03-6266-8997 

 yuma.adachi@mhmjapan.com 
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10. ファイナンス・ディスクロージャー：ユーロ円建転換社債型新株予

約権付社債の有利発行等に関

する裁判例 
 

東京地裁は、2018 年 9 月 20 日、大王製紙株式会社（「大王製紙」）が 2015 年 9 月 1

日開催の取締役会において発行を決議した 2020 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約

権付社債（「本件 CB」）に関する同社取締役らに対する損害賠償請求事件の判決（「本判

決」）を言い渡しました。 

当事務所では、本件 CB の発行手続に関して、大王製紙に対してリーガル・アドバイ

スを提供するとともに、被告取締役らに対して補助参加した大王製紙を共同代理して訴

訟追行し、勝訴いたしました。 

本判決は、経済条件の妥当性について意思決定過程の公正性を重視する最判平成 27

年 2 月 19 日民集 69 巻 1 号 51 頁（アートネイチャー事件最高裁判決）を参照し、CB

の公募について、ブックビルディングによりその発行条件が決定された場合には、客観

的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行条件が決定されていたということ

ができるとして、特段の事情がない限り、当該発行は有利発行に該当しないことを明ら

かにしました。 

また、本判決は、新株予約権の公正価値の算定において、いわゆる市場の流動性の制

約を考慮することが許容され得る点や、持分法適用関連会社への該当の有無は不公正発

行の前提となる経営支配権の争いの存在を基礎づけるものではない点等についても、興

味深い判断を示しており注目されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. 税務：EBITDA を基準とする支払利子の損金算入制限の導入について 
 

すべての日本企業を適用対象として、EBITDA を基準とする支払利子の損金算入制限

を来年の税制改正で導入することが現在検討されています。「EBITDA」とは企業の収益

力を測る指標であり、バリエーションはありますが「EBITDA = 税引前当期純利益 + 支

払利息 + 減価償却費」等の計算式により計算されます。 

現行法では、内国法人の支払利子は原則として損金算入が可能であり、国外関連者か

らの借入等の支払利子のみが「過大支払利子税制」や「過少資本税制」による損金算入

制限の対象とされています。 

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhmjapan.com 

アソシエイト 奥田 亮輔 

 03-6213-8106 

 ryosuke.okuda@mhmjapan.com 
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しかし、OECD が主導する BEPS プロジェクトの提言を受けて、現行の過大支払利

子税制（Earnings Stripping Rules）を抜本的に改正し、内国法人のすべての支払利子に

ついて損金算入制限の対象とすることが現在関係省庁で議論されています。この新たな

ルールは、大要、内国法人の純支払利子（支払利子－受取利子）が EBITDA の 10～30%

（具体的な割合は今後決定）を超える場合に、その超過額を損金不算入とする、という

ものです。 

新たなルールは、関連者への支払利子だけでなく、銀行借入や社債等の非関連者への

支払利子をも対象とすることが見込まれています。そのため、負債比率の高い企業（イ

ンフラ企業、外部借入で資金調達を行い M&A を積極的に行っている企業等）に多大な

インパクトを与える可能性があります。また、EBITDAには通常受取配当を含みますが、

BEPS プロジェクトの提言に基づき、益金不算入となる配当額がこのルールの適用上

EBITDA から除かれる可能性があり、収益の大半が子会社からの受取配当である持株会

社が外部借入を行っている場合等にも損金算入が制限されることとなる可能性があり

ます。 

経産省や経団連は、この新たなルールが日本企業による健全な投資を阻害しないよう

求めていますが、今後の動向を注視する必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhmjapan.com 

アソシエイト 栗原 宏幸 

  03-6266-8727 

  hiroyuki.kurihara@mhmjapan.com
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12. 中国・アジア（タイ）：タイでクラスアクションに関する初の判決 
 

タイにおいては、2015 年民事訴訟法の改正により、いわゆるクラスアクションの制

度が導入されていました。これは、ある一定範囲の集団（クラス）が、不法行為、契約

違反又は他の法律（環境法、消費者保護法、労働法、証券取引法及び競争法等）に基づ

いて共通の権利又は利益を有する場合に、当該クラスを代表して 1 名又は数名の者がク

ラス構成員全員のために原告として訴訟を提起できる手続です。（2015 年の民事訴訟法

改正時におけるクラスアクションの一般的な情報については、当事務所発行の MHM 

Asian Legal Insights 2015 年 5 月号（40 号）のタイ欄もご参照ください。） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00018144/MHM%20Asian%20Legal%20Insights

%202015.5%20Vol.40.pdf 

そして、2018 年 9 月 21 日、南バンコク民事裁判所（South Bangkok Civil Court）に

おいて、当該クラスアクション手続に基づく初の裁判所判決が出されました。 

本件は、フォード社の Fiesta（2010～2012 年製造モデル）等一部車両のパワーシフ

ト・トランスミッションの不具合に基づく、300 人以上の当該車両の購入者（所有者）

をクラスとして提起された損害賠償請求訴訟です。本裁判所は判決において、被告であ

るフォードのタイ法人に対し、291 人の当該車両の所有者への計 2,300 万バーツ及び年

利 7.5%の遅延損害金（原告 1 人につき 2,000 から 200,000 バーツ）の支払い、並びに

法令に則り原告の弁護士費用（約 15 万バーツ）等の支払いを命じました。 

他方で当該クラス構成員のうち 12 名については、車両を改造していたか適切に修理

に出さなかった等の理由により、損害賠償が認められていません。この点、クラスアク

ション手続の下での判決は、すべての訴訟当事者及びクラス構成員（所定の手続により

クラスからの除外を申し出たものは除く。）を拘束するものとされていることから、現

地報道によれば、損害賠償が認められなかった上記 12 人への影響も踏まえ、現在、原

告側において控訴の要否を検討しているとのことです。 

この裁判は、今後、タイにおける消費者救済の一つの重要な方法として、クラスアク

ションが実際に利用され得ることを示す重要な試金石となったといえます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オブ・カウンセル 二見 英知 

  +66-2-266-6485（Ext: 320）（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhmjapan.com 

アソシエイト 細川 怜嗣  

 +66-2-266-6485（Ext: 325  ）（バンコク）

 reiji.hosokawa@mhmjapan.com 

アソシエイト 白井 啓子 

  +66-2-266-6485（Ext: 322）（バンコク） 

 keiko.shirai@mhmjapan.com 
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13. 新興国（中東）：ドバイにおける Free Zone 内企業による 

オンショアビジネスについての許可 
 

今年 4 月、ドバイ首長国の経済開発省と Dubai Free Zones Council との間で、Free 

Zone 内で設立された企業（「Free Zone 内企業」）による Free Zone 外のドバイ首長国

内（いわゆるオンショア）における事業活動を可能とすること等を企図した覚書

（Memorandum of Understanding）が締結されていましたが、先月、それに続く形で、

Free Zone 内企業のうちの 163 社に対し、オンショアにおいて営業を行う許可が付与さ

れました。なお、かかる許可は、今後、34,780 社近くの Free Zone 内企業に与えられ

る可能性があるとされています。 

従来より、Free Zone 内においては、外国資本による 100%の持分保有が認められて

いただけでなく（なお、オンショア企業の場合、外国資本による 49%超の持分保有は原

則として認められないとされています。）、各種の特例措置・優遇措置等が認められてい

たこと等から、UAE に進出する日本企業にとっては Free Zone への投資が魅力的な選

択肢となっていました。他方で、Free Zone 内企業の事業活動範囲はその設立された

Free Zone 内又は UAE 国外に限定されていたため、オンショアでのビジネスを企図す

る場合等には、上記のような外資規制に従った上でオンショアにおいて会社を設立する

必要があり、日本企業にとって UAE 進出の 1 つのハードルとなっていました。このよ

うな状況下で、今回、新たに Free Zone 内企業によるオンショアビジネスについての許

可が与えられるようになったことは、すなわち、Free Zone 内に会社を設立するメリッ

トを享受しつつもオンショアビジネスが可能となるということを意味するため、今後も

Free Zone 内企業に対してオンショアビジネスの許可が認められれば、Free Zone 内で

の進出は、オンショアビジネスを企図している企業にとっても魅力的な投資先となるこ

とが考えられます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パートナー 梅津 英明 

 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

アソシエイト 寺井 勝哉 

 03-6213-8160 

 katsuya.terai@mhmjapan.com 

アソシエイト 富永 裕貴 

   03-5220-1897 

 f.yuki.tominaga@mhmjapan.com 
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14. 国際訴訟・仲裁：シンガポール及び中国の最高裁が裁判所の判決の

承認に関する Memorandum of Guidance を締結 
 

シンガポール及び中国の最高裁は、2018 年 8 月 31 日、お互いの裁判所の判決の承認

に関する Memorandum of Guidance（「本 MOG」）を締結しました。中国における外国

判決の承認執行は容易ではないことは良く知られた事実です。本 MOG では、中国にお

けるシンガポール裁判所の判決が承認される要件や手続きについて規定されており（同

様にシンガポールにおける中国裁判所の判決が承認される要件等についても規定）、こ

れによって、中国におけるシンガポール判決の承認が容易になることが期待されます。 

前提として、本 MOG で対象とされているシンガポール裁判所の判決は、金銭支払を

命じた確定判決に限定されており、かつ知的財産や競争法に関する判決は対象外とされ

ています。承認の要件としてもっとも重要な点としては、中国の裁判所は、承認に際し、

シンガポール裁判所の判決の実体審理は行わず、限定的な事由についてのみ審理（中国

の公序等に反するか、訴訟当事者が適正な通知を受けていたか等列挙されている事由）

すると明記されている点があります。シンガポールの裁判所の判決は、過去に中国にお

いて承認されたことがあり、かつ、本MOGは法的拘束力がないと規定されているため、

本 MOG の価値をどのように評価するかは両論あり得るところです。但し、本 MOG に

おいて要件や手続きが明確化されたことは大きな前進であり、中国の裁判所がこれを遵

守すれば、中国におけるシンガポール裁判所の判決の承認については、より予測可能

性・透明性が高まったと評価できると思われます。 

日本の裁判所の判決は、中国において承認・執行が否定されてきたため、これまで日

本の企業が中国企業と取引をする際は、紛争解決の方法として仲裁を選択することが通

常でした。本 MOG により、今後、日本・中国の企業間の取引の紛争解決機関としてシ

ンガポールの裁判所を選択することも合理的な選択肢になるのではと思われます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー 眞鍋 佳奈 

 +65-6593-9762（シンガポール） 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『事業者・金融機関双方の視点から解説 発電事業のプロジェクト 

 ファイナンス～最新実務を踏まえたリスク分析と契約実務上の勘 

 所～』 

開催日時  2018 年 10 月 10 日（水）14:00～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 JPI（日本計画研究所） 

 

 セミナー  『競合他社との提携、連携、接触ルール ～強化改正される独占禁 

 止法規制と業務提携等～』 

開催日時  2018 年 10 月 11 日（木）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  『親会社の子会社管理に関わる諸問題 ～会社法の改正論点・子会 

 社管理に関する近時の議論のほか、コーポレートガバナンス・コー 

 ドも踏まえて～』 

開催日時  2018 年 10 月 11 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  『日弁連ライブ実務研修「知的財産に関する研修会 2018ー立法・ 

 判例の最新動向を踏まえてー」』 

開催日時  2018 年 10 月 18 日（木）10:00～17:00 

講師    池村 聡 

主催    日本弁護士連合会 

 

 セミナー  『開示事例から読み取る 2018 年改訂 CG コードの実務ポイント 

 ～改定された各原則の解説と自社の実情を踏まえた対応の考察～』 

開催日時  2018 年 10 月 18 日（木）14:00～17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『子会社役員が押さえておきたい義務と責任』 

開催日時  2018 年 10 月 22 日（月）13:30～16:30 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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 セミナー  『最新動向を踏まえたGDPR及び eプライバシー規制対応の実務』 

開催日時  2018 年 10 月 24 日（水）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  『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 

 ～明日からでもできる対応策～』 

開催日時  2018 年 10 月 25 日（木）13:30～16:30 

講師    佐々木 奏 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『増大する輸出管理リスクへの対応 ～「防衛装備移転三原則」等 

 の制定と国際研究開発をはじめ、改正外為法による日米の安全保障 

 貿易管理の動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～』 

開催日時  2018 年 10 月 25 日（木）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  『改訂コーポレートガバナンス・コードへの実務対応とガバナンス 

 報告書の作成・見直し』 

開催日時  2018 年 10 月 26 日（金）13:30～17:00 

講師    内田 修平 

主催    みずほ総合研究所株式会社 

 

 セミナー  『福島電力撤退や JEPX 西日本での価格高騰など最新事例から学ぶ 

 電力小売実務トラブル回避の処方箋』 

開催日時  2018 年 10 月 26 日（金）14:00～17:00 

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  『法務スタッフのための「これだけは知っておきたい」ポイント解 

 説〔紛争編〕 ～紛争事例で考える契約条項～』 

開催日時  2018 年 10 月 30 日（火）13:30～17:00 

講師    上村 哲史、小島 冬樹、藤田 知也 

主催    株式会社商事法務 
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 セミナー  『著作権集中イブニングセミナー「インターネットビジネスの著作 

 権」―各種 e コマースビジネスと著作権』 

開催日時  2018 年 11 月 6 日（火）18:00～20:00 

講師    池村 聡 

主催    公益社団法人著作権情報センター 

 

 セミナー  『新しい金融検査・監督と金融機関の諸課題』 

開催日時  2018 年 11 月 8 日（木）13:30～16:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『親会社の子会社管理に関わる諸問題 ～子会社のリスク管理と不 

 祥事防止の観点から～』 

開催日時  2018 年 11 月 9 日（金）13:30～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

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

 本     『成長と承継のための PEファンド活用の教科書』（2018年 9月刊） 

出版社   株式会社東洋経済新報社 

著者    松下 憲 

 

 本     『企業訴訟実務問題シリーズ 過重労働・ハラスメント訴訟』（2018 

 年 9 月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    荒井 太一、安倍 嘉一、森田 茉莉子、岩澤 祐輔 

 

 本     『企業訴訟実務問題シリーズ 特許侵害訴訟』（2018 年 10 月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    飯塚 卓也、岡田 淳、桑原 秀明（共著） 

 

 論文    「中国現地法人の不正調査及び内部通報制度の構築」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.9 

著者    孫 彦 

 

 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「中国最新法律事情（223）「外商投資企業の設立及び変更の届出管 

 理暫定規則」改正」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.9 

著者    本間 隆浩、青山 慎一 

 

 論文    「AI・データの利用に関する契約ガイドラインと解説」 

掲載誌   別冊 NBL No.165 

著者    岡田 淳（共著） 

 

 論文    「働き方改革関連法の概要と求められる企業の対応」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.31 

著者    南谷 健太 

 

 論文    「M&A の選択肢が大きく広がった 改正産業競争力強化法の法務・ 

 税務」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1523 

著者    大石 篤史、間所 光洋、緒方 航 

 

 論文    「「共通 KPI」と顧客本位の投資信託販売」 

掲載誌   REGULATIONS Vol.14 

著者    白川 剛士 

 

 論文    「改正民法のはなし（その 8）債権譲渡」 

掲載誌   民事法務 No.383 

著者    内田 貴 

 

 論文    「内部通報制度に関する認証制度について」 

掲載誌   日本カタリストウェブサイト 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「幻冬舎コミックス（欠勤は業務外の疾病によるものであり、休職 

 期間満了による雇用契約の終了を認容）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    川井 悠暉 
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 論文    「Getting the Deal Through - Loans & Secured Financing 2019 

  - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Loans & Secured Financing 

著者    青山 大樹、久保 圭吾 

 

 論文    「The Lending and Secured Finance Review Fourth Edition - Japan  

 Chapter」 

掲載誌   The Lending and Secured Finance Review Fourth Edition 

著者    青山 大樹、久保 圭吾 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Corporate M&A 2019 - Japan  

 Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Corporate M&A 2019 

著者    棚橋 元、紀平 貴之、関口 健一、松下 憲 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Data Protection & Cyber  

 Security 2019 - Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Data Protection & Cyber  

 Security 2019 

著者    小野寺 良文、田中 浩之、島田 里奈 

 

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

 石黒 徹 弁護士が、外国商工会議所による日本における婚姻の平等及び LGBT の

人材の募集・採用についての共同記者会見に参加しました 

2018 年 9 月 19 日、赤坂プリンスクラシックハウスにおいて、外国商工会議所に

よる日本における婚姻の平等及び LGBT の人材の募集・採用についての共同記者

会見が開かれ、LGBT とアライのための法律家ネットワーク（LLAN）理事 石黒 

徹 弁護士が登壇しました。 

 

 塚田 智宏 弁護士、井上 ゆりか 弁護士が、J.P.モルガンと協力し、児童養護施

設に所属する中高生に法教育を行うプロジェクトに参加しました 

2018 年 8 月 14 日に、当事務所の塚田 智宏 弁護士、井上 ゆりか 弁護士が J.P.

モルガンと協力し、児童養護施設に所属する中高生等に法教育を行うプロジェク

トに参加しました。 

12 名の中高生に向けて、SNS を利用する際に生じ得るトラブルなどを題材に、

SNS の利用にはどのような危険が伴うか、法的に解決する手段はあるかなどを

レクチャーしました。 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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 増島 雅和 弁護士が内閣府 革新的事業活動評価委員会委員に就任しました 

 

 高宮 雄介 弁護士が観光庁「ビーチの観光資源としての活用に関する協議会」オ

ブザーバーに就任しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 


