
 
 

   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. 

1 
 

 2018年 11月号（Vol.59） 

1. はじめに 

2. 知的財産法：著作権法改正に関する最新動向 

3. 競争法／独禁法：公取委、民泊サービス仲介サイトにおける排他的取引への審

査結果を公表 

4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法施行規則・経産省告示改正に係るパブリッ

クコメントの件 

5. 労働法：働き方改革関連法の最新動向 

6. 会社法：金融庁、有価証券報告書等における役員報酬と政策保有株式に関する

情報提供の拡大案を公表 

7. 危機対応：金融庁、取引推奨行為のみを行った者に対する初の課徴金納付命令

を決定 

8. 一般民事：相続分の譲渡が特別受益としての贈与に該当するとした最高裁判決 

9. M&A：吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護された裁判例

（2017年 12月 19日付最高裁決定） 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁による仮想通貨交換業者の登録審

査プロセス等の公表 

11. 税務：オランダ税制改正が日本企業・居住者に与える影響 

12. 中国・アジア（ミャンマー）：外資による小売・卸売業実施に関する第 1 号仮

認可が出される 

13. 新興国（南アフリカ）：南アフリカの会社法改正法案発表 

14. 国際訴訟・仲裁：香港国際仲裁センター（HKIAC）、改正仲裁規則を施行 

 

 

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 11月号（Vol.59）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：著作権法改正に関する最新動向 

 

政府は、2018年 10月 31日に、TPP11協定（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）の発効日が 2018年 12月 30日となることを発表しました。こ

れにより、①著作権等の保護期間の延長（50 年から 70 年へ）、②著作権等侵害罪の一

部非親告罪化、③アクセスコントロール回避規制等を内容とする著作権法の改正が同日

付で施行されることになります。このうち①については、本来 2018年 12月 31日で満
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了することとなっていた著作権や著作隣接権の保護期間が満了せず、20 年間の延長に

なるため、留意が必要です。 

 また、文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会「著作物等のライセンス契約

に係る制度の在り方に関するワーキングチーム」は、2018 年 10月 29日の会合で、利

用許諾に係る権利について対抗要件を要することなく当然に著作権等の譲受人に対抗

できることとする制度（いわゆる当然対抗制度）を導入することが適当だとする結論を

取りまとめました。早ければ来年の通常国会で法改正がなされる見込みです。 

最後に、著作権侵害サイトへのアクセスを遮断するサイトブロッキングに関し、法制

化を検討していた知的財産戦略本部「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」

は、サイトブロッキングに反対する意見が多く出されたことから結論を取りまとめるこ

とができないまま、事実上閉会しました。インターネット上の海賊版対策に関しては、

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会が、違法にアップロードされた映像や

音楽を私的にダウンロードする行為を著作権侵害とする、いわゆる「違法ダウンロード」

に関し、その対象を漫画や写真といった静止画像に拡大することにつき検討を開始して

おり、サイトブロッキングの議論の行方と合わせて動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、民泊サービス仲介サイトにおける排他的 

取引への審査結果を公表 

 

2018 年 10月 10 日、公正取引委員会（「公取委」）は、民泊サービス仲介サイトを運

営する外国事業者及びその日本法人（「本件事業者」）に対して行ってきた独禁法違反被

疑事件の審査結果を公表しました。民泊サービス仲介サイトは、民泊物件のオーナーや

オーナー等から民泊サービスの運営を依頼された代行業者等から民泊サービスの情報

の掲載を受ける一方、民泊サービスの利用者等に対し民泊サービスを紹介するウェブサ

イトであり、代行業者等が民泊サービスについて情報を掲載し、管理するに当たっては、

API（Application Programing Interface：主にインターネットを通したソフトウェア同士

のデータ連携を可能にする仕組み）を利用して接続した管理ツールが広く利用されてい

ます。本件事業者は、代行業者や管理ツール提供者との間で、APIの利用等に関する契

約を締結しているところ、当該契約は、一定の場合に他の民泊サービス仲介サイトへの

民泊サービスの情報の掲載等を制限するものであったため、2017年 10月、公取委は独

占禁止法違反（私的独占又は排他条件付取引若しくは拘束条件付取引）の疑いで本件事
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業者に対して立入検査を行い、審査を行っていました。公取委は、本件事業者から当該

規定を適用する権利を放棄する措置を速やかに講じるとの申出がなされたことを受け、

独禁法違反の疑いが解消されると判断し、違反認定等を行わずに審査を終了しました。 

本件において注目に値するのは、①いわゆるプラットフォーマーによる排他的行為に

ついて公取委が調査を行った事案であること、②公取委が本件事業者による自主的な改

善措置を評価して法的処分を行わなかったことの 2点です。 

まず、①については、公取委は、近時、プラットフォーマーによる競争停止や他者排

除が疑われる事案について積極的に調査を行っています。現在、公取委は、経済産業省・

総務省とともにプラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討を行っており、

2018年 11月 5日に中間論点整理（案）を公表したところです。中間論点整理（案）で

は、一部のデジタル・プラットフォーマーが急速に成長して巨大化し、寡占化・独占化

する傾向がみられることや、こうした巨大デジタル・プラットフォーマーが、いまや消

費者や事業者にとって、社会経済上、不可欠ともいえる基盤を提供する存在となってい

ることが指摘されており、3省庁は今後、事業者ヒアリング及びパブリックコメントを

実施し、基本原則の策定及び具体的措置の実施を早急に進めるとしています。プラット

フォームを運営する企業・プラットフォームを利用する企業のいずれにおいても、こう

した状況を注視し、取引条件について守り・攻めの両面で独占禁止法に十分留意するこ

とが必須であるといえます。 

つぎに、②については、公取委が事業者側の自主的な改善処理をを評価し、違反認定

をすることなく審査を終了したのは、TPP11協定が 2018年 12月 30日に発効すること

を受けて施行される、確約制度の導入を見据えた処理であるといえます。公取委は、本

件のような単独行為が問題となる事案では、確約制度による柔軟な事件処理が期待でき

るため、今後活発に調査を行うようになることが考えられます。企業としては、公取委

の調査を受けること自体がレピュテーションの毀損につながるため、独占禁止法のコン

プライアンスには一層留意する必要があるといえます。 
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4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法施行規則・経産省告示改正に係

るパブリックコメントの件 
 

2018年 10月 22日、資源エネルギー庁により、「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に関するパブリッ

クコメントの募集が開始されました1。受付締切日は 11月 21日（水）（必着）です。パ

ブリックコメントの対象となる改正提案（「本改正案」）の概要は以下のとおりです。 

① 未稼働太陽光発電案件に係る対応措置（2019年 4月 1日から施行） 

2012年度から 2014年度の間に FIT認定を受けた 10kW以上の太陽光発電案件のうち、

2016年 7月 31日までに接続契約を締結した案件（運転開始期限に関する、いわゆる

「3 年ルール」の適用がない案件。以下「対象案件」）を対象に、以下の措置が講じ

られます。 

（i） 「系統連系工事着工申込みの受領」という概念を新設し、その時期を基準と

して運転開始期限が定まり、また調達価格が変更される。「系統連系着工工

事申込みの受領」とは、「認定発電設備と送配電事業者が維持及び運用する

電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面（当

該書面を受領することにより、送配電事業者が系統側の事由のみに基づいて

最短の当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるもの

に限ります。）の当該送配電事業者による受領」をいうとされています。か

かる「申込み」（「着工申込み」）が認められるためには、少なくとも、例え

ば、①土地の使用の権限が既に得られている、②林地開発、農地転用等の事

業の開発・実施に必要となる許認可が現に得られている、③条例による環境

アセスメントが必要な場合は、当該プロセスが終了している、④それ以降、

認定計画に変更が生じないことが要件となるとされています2。 

（ii） 2019 年 4 月 1 日以降、対象案件について運転開始予定日の変更が、法 10

条 1 項に基づく変更認定の対象となり、着工申込みの受領をもって、運転

開始日の変更の認定とみなされます。また、2019 年度に着工申込みが受領

されたものについては、2017 年度の調達価格（21 円/kWh）が適用されま

す。 

（iii） 一方、2019 年 3 月 31 日までに着工申込みが受領された場合には、調達価

格は変更されません。但し、①受領された着工申込みの内容が事実と異なる

ことが判明した場合、②着工申込みに係る書面の内容を変更する場合、③送

配電事業者が決定した連系開始予定日を変更する場合（送配電事業者が系統

側の事情のみに基づいて変更しようとする場合を除く。）、④着工申込みに係

る事業の認定計画を変更する場合には、着工申込みに係る書面が改めて送配

電事業者により受領された日（「再度の受領日」）を基準とすることになるた

                               
1
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620118020&Mode=0 

2
 かかる「具体的な手続や実務上の要件の詳細は、別途お知らせします」とされています（本改正案の

「概要」5頁）。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620118020&Mode=0
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め、かかる再提出が 2019年 4月 1日以降に生じた場合には調達価格が変更

されます3。 

（iv） 対象案件について、2019 年 3 月 31 日以前に着工申込みが受領されたもの

については、2020年 3月 31日、最初の着工申込みの受領が 2019年 4月 1

日以降になされたものについては、当該受領日から起算して 1 年を経過す

る日をもって、当該対象案件の運転開始期限4とします5。 

② その他（省令及び告示の公布の日から施行） 

（i） 認定を受けた太陽光発電設備に、蓄電池等の自家発電設備等を新増設する場

合であって、①当該発電設備に係る太陽電池の合計出力が当該発電設備の出

力よりも大きく（いわゆる過積載状態）、かつ②蓄電池を当該発電設備に係

るパワーコンディショナー（PCS）よりも太陽電池側に新設又は増設する

場合には、法 10条 1項の変更認定の対象となり、かつ価格変更事由となり

ます（2,000kW 以上の太陽光発電設備であって、蓄電池からの逆潮流に係

る電気の料の適格な計測ができない構造のものは、2019 年度以降に入札を

経て変更認定を得ることとなります。）。 

（ii） 既に認定を受けたバイオマス発電設備について、①バイオマス比率の変更、

及び②バイオマス比率考慮後の出力の変更について法 10条 1項の変更認定

の対象となります。 

（ア） 既に特定契約が締結されている場合、認定事業者による定期報告に

基づいてバイオマス比率の年単位での変更がなされた場合に、調達

価格の変更6が行われます。 

（イ） 特定契約未締結の場合、特定契約の内容として、①当該発電設備が

複数の区分に属する種類のバイオマスを用いる場合、区分ごとのバ

イオマス比率×1.2 を、それぞれの区分に係る FIT 制度に基づく毎

月の買取り上限とし、②認定済みのバイオマス比率を、当該設備に

係る FIT 制度による毎月の買取り上限とすることを原則とし、認定

事業者がこれに同意しない場合には特定契約締結拒否事由となりま

す。 

 

本改正案のうち、特に未稼働太陽光発電案件の対策に係る部分は、現在開発中の多数

の太陽光発電案件にも影響が及ぶものであり、極めて重大な変更ですが、着工申込みの

要件等、実務上必要となる情報はいまだ公表されていません。パブリックコメント手続

                               
3
 一度着工申込みが受領された場合であっても、事業者側の都合で連系開始予定日を変更したような場

合には調達価格が変更されることとなり、事業性評価との関係で重大なリスク要因となり得る点に留意

が必要です。 
4
 運転開始期限を超過した場合の取扱いについては、調達価格等算定委員会の意見を踏まえた上で今後

定めるものとされています。 
5
 再度の受領日を基準として調達価格が変更される場合であっても、運転開始期限の基準は最初の着工

申込み受領日のまま延長されない点に留意が必要です。 
6
 認定済みのバイオマス比率を減少させる場合（減少幅は 40%未満に限る）、及びバイオマス比率を増

加させる場合であって増加分を FIT制度の枠外で供給する場合には、調達価格は変更されない。 
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き等で情報が明確化・精緻化されることが期待されますが、今後の動向は逐一注視する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：働き方改革関連法の最新動向 
 

前々号（第 57号）から前号（第 58号）にかけて、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すが、厚労省の審議会において高

度プロフェッショナル制度に対する議論に進展が見られ、また、同一労働同一賃金ガイ

ドライン案についてパブコメ募集が行われる等、今月も先月に引き続き、施行に向けた

大きな動きが見られたため、本号でも最新の動向についてお知らせいたします。 

まず、厚生労働省の労働政策審議会の分科会（労働条件分科会）において、高度プロ

フェッショナル制度についての議論に進展が見られました。働き方改革関連法の成立に

伴って改正された労働基準法（2019 年 4 月 1 日施行）では、高度プロフェッショナル

制度の具体的な内容について、省令や指針に委任するとしており、その具体的な内容に

注目が集まっていました。同分科会は、2018年 10月 15日7、同 31日8に開催され、そ

の中で、（i）高度プロフェッショナル制度の導入フロー、（ii）省令及び指針の素案が示

されています。（i）については、①労使委員会の設置、②同委員会による決議、③決議

の労基署への届出、④対象労働者からの同意書面の取得、⑤対象労働者を対象業務に就

かせるとのフローが想定されております。（ii）については、例えば、対象労働者の年収

要件の「賃金額」は「名称の如何にかかわらず、あらかじめ具体的な額をもって支払わ

れることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金」とされ、水準としては、

1,075万円以上を参考に定めることとされております。他にも、選択的健康確保措置と

して求められる勤務間インターバルの時間数が 11 時間以上とする等、具体的な内容の

素案が示され、議論が進められている状態です。 

また、同一労働同一賃金ガイドライン案について、2018 年 10月 19日の分科会（職

業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会）9で、たたき台につい

て議論が行われ、また、同日「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理

                               
7
 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00007.html 

8
 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00008.html 

9
 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00007.html 
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な待遇の禁止等に関する指針（案）の概要」として、2018 年 11 月 18 日までパブリッ

クコメントが募集されています10。同ガイドライン案では、定年後に継続雇用された有

期雇用労働者についても、短時間・有期雇用労働法（改正後のパートタイム労働法で、

2020年 4月 1日施行）が適用され、通常労働者との間の賃金の相違については、「実際

に両者の間に職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情の相違がある

場合は、その相違に応じた賃金の相違は許容される。」と明示されており、2018年 6月

1 日の長澤運輸判決を踏まえた内容となっている点が注目されます。同指針は、2018

年 12月下旬に告示され、2020年 4月 1日（中小事業主については、短時間・有期雇用

労働者に係る規定は、2021年 4月 1日）に適用される予定となっております。 

上記のとおり、上記の動きは、いずれも素案等の検討段階のものとはいえ、今後の検

討が待たれていた高度プロフェッショナル制度や同一労働同一賃金に関するものであ

るため、その内容について確認し、社内制度の構築等の準備を進めていく必要があると

ともに、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：金融庁、有価証券報告書等における役員報酬と政策保有株

式に関する情報提供の拡大案を公表 
 

金融庁は、2018年 11月 2日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案（「本

改正案」）を公表し、パブリックコメント手続きを開始しました。これは、本年 6 月に

公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「財務

情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」及び「情報の信

頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて適切な制度整備を行うべきとの提言がなさ

れたことを踏まえて実施されたものです。 

本改正案のうち、コーポレートガバナンスとの関係で特に重要なものは、「建設的な

対話の促進に向けた情報の提供」として、有価証券報告書等において役員報酬と政策保

有株式に関して情報提供すべき事項が拡大される点です。役員報酬に関しては、①業績

連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針、②業績連動報酬に係る指

標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法、③役職ごとの報酬

方針、④報酬実績（最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績）、

⑤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、任意の報酬委員会

                               
10

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180219&Mode=0 
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に関する情報等）等の開示が新たに求められます。また、政策保有株式に関しては、本

年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの原則 1－4 における開示事項と

も重複しますが、①保有方針、②保有の合理性の検証方法、③個別銘柄の保有の適否に

関する取締役会等における検証内容の開示が求められるとともに、個別開示の対象とな

る銘柄数が現在の 30銘柄から 60銘柄に拡大されます。 

パブリックコメント手続き期限は 2018 年 12 月 3 日です。その後、本改正案のとお

りに改正が行われた場合、上記の役員報酬と政策保有株式に関する改正部分は 2019 年

3月 31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等、すなわち、3月決算企業が

次回提出する有価証券報告書等から適用される予定とされています。役員報酬に関して

は、法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会においても事業報告による情報開示の

充実を図る方向での会社法改正に係る要綱案（仮案）が示されており、開示すべき事項

については有価証券報告書等における開示と平仄を合わせることが想定されるため、会

社法改正との関係においても今回のパブリックコメントの結果に留意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181102_2.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. 危機対応：金融庁、取引推奨行為のみを行った者に対する初の課徴

金納付命令を決定 
 

2018 年 10月 18日、金融庁は、公開買付けの実施に関する事実をその職務に関して

知りながら、飲食店において友人に対し、当該事実が公表される前に、当該公開買付け

の対象となる株式を買付けさせることにより当該友人に利益を得させる目的で、当該株

式の買付けを勧めた当該公開買付けの対象会社の社員に対して、課徴金納付命令を決定

いたしました。 

取引推奨行為（及び情報伝達行為）に係る規制は、2014 年 4 月に施行された金融商

品取引法の改正により、導入されたものです。（金融商品取引法 167条の 2） 

金融庁は、2016 年 11 月 28 日に、取引推奨行為を行った者に対して初の課徴金納付

命令を決定していますが、当該事案では、取引推奨行為を行った者は、情報伝達行為及

びインサイダー取引自体も行っており、取引推奨行為のみを行った者に対して課徴金納
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付命令が決定された事案としては、本件が初めてです（なお、証券取引等監視委員会が

2018年 6月 28日付で公表した「金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編

～」によれば、情報伝達行為について、金融庁は、2014年 4月以降、10名以上に対し

て課徴金の納付を命じています。）。 

取引推奨行為規制は、重要事実の伝達をその要件としていないため、未公表の重要事

実の伝達を規制する情報伝達行為規制に比して、心理的なハードルが相対的に低いとも

考えられる一方で、取引推奨行為規制の存在や内容について周知が十分でないケースも

少なくないと思われます。 

この機会に、インサイダー取引行為防止規程等の社内規程において、取引推奨行為（及

び情報伝達行為）が規制の対象とされているかをご確認いただき、社内規程の改正や役

職員に対する（更なる）周知をご検討されてはいかがでしょうか。 
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8. 一般民事：相続分の譲渡が特別受益としての贈与に該当するとした

最高裁判決 
 

2018 年 10月 19 日、最高裁は、共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡が、

その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与に当たるかという争点に

ついて、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定し

た当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、贈与に当たるとの判断を示

しました。同判決は、例えば、夫 Aと妻 Bの間に子 C及び子 Dがいるケースで、A が

死亡し、B がその相続分を C に譲渡した後に B が死亡した場合、相続分の譲渡を受け

られなかったDがCに対し、亡 Bの相続に関して遺留分減殺請求を行う場面において、

上記の例外に当たる場合を除き、相続分の譲渡が民法 903条 1項の贈与に該当し、遺留

分算定の基礎となることを明らかにしたものです。 

共同相続人間でされた生計の資本としての贈与（民法 903条 1項）については、遺留

分算定の基礎となると解されています（民法 1044条による同 903条の準用）が、何が

生計の資本としての贈与に該当するかは一義的に明らかではありません。具体的な財産

ではない相続分の譲渡については、これまで下級審裁判例の判断が分かれていましたが、

今回、最高裁による初めての判断が示されたものです。相続分の譲渡という手法を使っ

て遺留分減殺請求を回避することができないことが明らかになったことを踏まえ、今後

の事業承継、相続対策等のプランニングを検討することが必要です。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

9. M&A：吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護され

た裁判例（2017年 12月 19日付最高裁決定） 
 

2017 年 12 月 19 日、最高裁第三小法廷は、X 社が、Y 社に対する債権を被保全債権

として、第三債務者に対する債権の仮差押えを申し立て、仮差押決定がなされたところ、

Y社が、当該被保全債権が Y社の子会社である A社に対して吸収分割の方法により承継

されたことを理由として、保全異議を申し立てたことにより、当該仮差押決定が取り消

された事案について、かかる仮差押えが認められる旨の決定をしました。 

当該事案における争点は、X 社と Y 社の間で締結していた賃貸借契約（「本賃貸借契

約」）において、「実質的な契約主体の変更」を契約の解除事由として定め、当該解除が

なされた場合に、賃借人である Y社が違約金（「本違約金」）を支払う旨の条項が規定さ

れていたところ、Y社が A社に対してかかる賃貸借契約を含む権利義務を吸収分割の方
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法により承継し、吸収分割の効力発生日後はかかる吸収分割により承継した権利義務に

ついて責任を負わないものとする旨の定めがある場合に、Y社が本違約金の支払義務を

負うか否かという点でした。この点について、最高裁第三小法廷は、（i）本賃貸借契約

が、Y社に対する長期にわたる賃貸によって建物の建築費用を回収することが意図され

ていたものであること、（ii）A 社が吸収分割により本賃貸借契約を承継するに際し、本

違約金の額を大幅に下回る額の資産しか Y 社から承継していないこと等を総合的に考

慮して、債務者である Y社が吸収分割により契約当事者の地位を承継させた場合に、当

該吸収分割を理由として、本違約金の支払債務を負わないと主張することが信義則に反

し許されないと判断しました。 

本最高裁決定は、事例判断ではあるものの、吸収分割契約において承継した債務につ

いて責任を負わない旨の定めを規定した場合であっても、一定の場合には信義則を根拠

として、分割会社が、承継対象債務に基づく責任を負い得る旨を判示したものであり、

今後の実務の参考になるものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁による仮想通貨交換業

者の登録審査プロセス等の公

表 
 

金融庁が 2018年 8月に公表した仮想通貨交換業者の実態や問題点に係る中間とりま

とめにおいて、登録審査を行う際、仮想通貨を取り巻く環境やビジネスが急速に変化す

ることを踏まえ、さらに深度ある実質的な審査を行う必要があるとの考え方が示されて

おり、これを踏まえ、2018 年 10 月 24 日、仮想通貨交換業者の登録プロセスの概要、

「仮想通貨交換業者の登録審査に係る質問票」（「質問票」）、及び問題事例をまとめた「仮

想通貨交換業者の登録審査における主な論点等」（「論点等」）を公表しました。 

今回の公表内容は、法令上の登録要件自体を変更するものではなく、上記のとおり審

査プロセス・審査の具体的な項目を明確化するものです。但し、提出が求められる質問

票における質問事項は相当量かつ多岐に亘り、特に、システムリスク管理や AML/CFT

ガイドライン「対応が求められる事項」等に関する審査事項が詳細化されていること、

また、論点等において審査が長期化する要因として申請関係書類の不備が多数指摘され

ていること等から、今後、迅速な登録申請手続完了を目指す場合には、申請前の十分な

検討と準備を弁護士と協働して行うことがこれまで以上に必要になると思われます。 
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11. 税務：オランダ税制改正が日本企業・居住者に与える影響 
 

オランダは、主に中間持株会社の所在国として日本企業や個人の富裕層との繋がりの

強い国ですが、2018年 9月から 10月にかけて、オランダ税制の改正に関する重要な情

報が相次いで公表されていますので、その内容をご紹介します。 

公表情報のうち日本企業や個人にとって最も重要と思われるのは、法人税率の引下げ

です。現在のオランダの一般的な法人税率は 25%ですが、2020 年と 2021 年にそれぞ

れ引下げが行われ、2021 年の法人税率は 20.5%となる予定とのことです。日本企業等

にとってオランダでの税負担が減少することは朗報ですが、法定税率が日本のタックス

ヘイブン対策税制の適用基準の 1 つである 20%未満（実効税率ベース）に極めて近く

なることから、（オランダでの非課税所得・優遇措置の適用等により）日本のタックス

ヘイブン対策税制が適用されて日本でオランダ子会社の所得の合算課税を受ける可能

性が高まると考えられます。 

また、オランダ政府は、軽課税国に所在するオランダ法人の子会社について、その所

得をオランダ法人に合算するいわゆる CFC 税制（日本でいうタックスヘイブン対策税

制）の導入も公表しています。そうすると、例えば、日本企業がオランダ子会社を通じ

て間接的に軽課税国に孫会社を有している場合、当該孫会社についてオランダの CFC

税制と日本のタックスヘイブン対策税制が二重に適用され、オランダと日本での同一所

得に対する二重課税によりグループ全体の税負担の増加が生じる可能性があります。 

さらに、オランダ法人による利子・ロイヤリティの支払いに対する源泉徴収は現在行

われていませんが、2021年 1月からは、軽課税国（法人税率が 7%未満の国又は EUが

ブラックリストとして指定した法域）へのこれらの支払いに対して源泉徴収税（税率は

法人税率と同じ）を課すことが公表されています。これにより日本企業の海外ストラク

チャーについて見直しが必要になる可能性があります。 

ほかにも、利子控除制限の導入、繰越欠損金の使用可能期間の短縮等が公表されてい

ます。上記のとおりオランダは日本企業等にとって極めて重要な国であり、同国の税制

改正の状況のフォローアップとそれに応じた海外ストラクチャーの見直しが求められ

ます。 

 

 

 

 

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhmjapan.com 

アソシエイト 石橋 誠之 

 03--6266-8905 

 masayuki.ishibashi@mhmjapan.com 
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 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（ミャンマー）：外資による小売・卸売業実施に関する

第 1号仮認可が出される 
 

ミャンマーにおける Trading事業（小売・卸売業）の外資開放に関しては、本レター

第 54号（2018年 6月号）において、ミャンマー商業省（Ministry of Commerce）によ

る 2018年 5月 9日付、Notification No. 25/2018（「本 Notification」）について概要をお

伝えしておりました。 

詳細は Client Alert 2018年 6月号（Vol.54）をご参照下さい。 

本 Notification に基づく外資による Trading 事業への参入に関して、商業省は、2018

年 10月 17日付で、同省のウェブサイトにおいて、外資による卸売業実施に関する第 1

号及び第 2号の仮認可、小売業実施に関する第 1号及び第 2号の認可を発行したことを

公表しました。日系企業としても、ユニ・チャームが卸売業の仮認可、イオンが小売業

の認可を取得しています。 

実際に外資開放策として適用されるのか若干疑問視する声もあった本 Notification で

すが、商業省による具体的な認可案件が出てきたことで、今後外資によるミャンマーで

の Trading事業への参入に向けた検討が本格化しそうです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（南アフリカ）：南アフリカの会社法改正法案発表 
 

南アフリカ共和国の貿易産業省（DTI）は、2018 年 9 月 21 日、2008 年会社法

（Companies Act, 2008）の改正法案を発表しました。南アフリカはアフリカ随一の経

済規模を有し、サブサハラ地域を中心にアフリカに進出する外国企業のゲートウェイと

して外国投資が活発であり、日本企業の進出も 282社にまで増加しております（JETRO

調査）。今回、2011 年に施行されて以来初となる改正案が公表された同国の会社法の改

正によって影響を受ける企業も少なからずあると思われるため、主要な改正内容を簡単

にご紹介いたします。 

まず、現行法では、非公開会社（定款上株式の譲渡が制限されている会社）であって

も、過去 24ヶ月以内に 10%超の株式譲渡があった等一定の要件を満たす場合には、そ

パートナー 武川 丈士 

 +65-6593-9752（シンガポール） 

 +95-1-255135（ヤンゴン） 

 takeshi.mukawa@mhmjapan.com 

パートナー 眞鍋 佳奈 

 +65-6593-9762（シンガポール） 

 +95-1-255137（ヤンゴン） 

 kana.manabe@mhmjapan.com 

アソシエイト 井上 淳 

 +95-1-255136（ヤンゴン） 

 atsushi.inoue@mhmjapan.com 
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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. 

14 
 

の株式の取得について公開買付規制の適用があるものとされています。この点について、

改正案では公開買付規制の適用がある非公開会社の範囲に関し、その計算書類について

監査を受けることが義務づけられる会社に限定する、すなわち、（非公開会社の場合に

は）「パブリックインタレストスコア」（従業員数・負債・売上・株主数のバロメータに

よって決定される数値）が一定数以上の会社等に限定する案が提案されています。これ

により、南アフリカにおける非公開会社の M&A が行いやすくなる可能性があります。 

また、親会社がその子会社に対して資金援助を行う場合について、現行法では親会社

において株主総会の特別決議による承認が必要とされていますが、改正案ではこれを不

要としており、これにより、日本企業の南アフリカにおける現地法人がさらに同国内で

子会社を有しているような場合には、当該現地法人による子会社に対する資金援助を機

動的に行うことが可能となります。 

上記の他にも、定款変更の効力発生日に関する改正や、企業のガバナンスの観点から、

公開会社に対する取締役報酬の開示の強化、「社会・倫理委員会」（social and ethics 

committee）の設置義務の拡大等幅広い内容の改正が提案されています。 

改正法案については 2018 年 11 月 20 日までパブリックコメントを受け付けており、

今後の動向にも注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：香港国際仲裁センター（HKIAC）、改正仲裁規則を

施行 
 

2018年11月1日、香港国際仲裁センター（Hong Kong International Arbitration Centre、

「HKIAC」）は、最新の改正を盛り込んだ仲裁規則を施行しました。改正仲裁規則のポ

イントは、以下のとおりです。 

 

（1） 当事者の合意を前提として、オンライン上に保存場所を指定し、アップロード

する方法で書類を提出することができることが明記されました（オンライン提

出、3.1条（e）項）。 
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（2） 仲裁人が具体的な手続を決定するに当たり考慮するべき要素として、テクノロ

ジーの活用が明記されました（IT活用、13.1条）。 

（3） 昨年、特別法により適法化されたサード・パーティ・ファンディング（Third Party 

Funding、「TPF」）に関する規定が盛り込まれ、TPF 利用者には、TPF 契約の

存在、資金提供者の誰何等を開示する義務が課せられる一方で、資金提供者（予

定者を含みます。）に対して、仲裁に関する情報を提供することが認められまし

た（TPFに関する規定、44条）。 

（4） 複数の仲裁合意が存在する場合に、①共通の法的争点又は事実に関する争点が

存在すること、②同一又は一連の取引に基づき請求権が発生していること、③

対象となる複数の仲裁合意が両立し得るものであることの 3つすべてを満たす

ことを要件に、複数の当事者を相手方としてまとめて 1件の仲裁手続を申し立

てることができる旨が明記されました（統一的手続、29条）。 

（5） ①複数の仲裁手続において同一の仲裁廷が構成され、かつ、②すべての仲裁手

続において、共通の法的争点又は事実に関する争点が存在している場合に限り、

仲裁廷が、当事者と協議の上、2 つの仲裁手続を同時若しくは連続して行うこ

と、又は 1つの手続が終了するまで他の手続を停止することが認められました

（並行手続の取扱い、30条）。 

（6） ①法的観点又は事実の観点から明らかに訴えの利益を欠く場合、②当該仲裁廷

に管轄がない場合、又は③法的な主張及び事実に関する主張を仮に真実である

と仮定してもなお当該請求が認められない場合のいずれかに該当する場合に、

仲裁廷が早期に判断をすることを認める手続が定められました（早期解決手続、

43条）。 

（7） 仲裁手続の開始後であっても、当事者がその合意により、仲裁手続を一時停止

し、調停等の合意による解決を図ることができる旨が明記されました（調停手

続の活用、13.8条）。 

（8） この申立てから 7日以内に仲裁手続の申立てを行う場合に限り、仲裁申立てに

先立って緊急仲裁人の選定を申立てることができる旨が規定されました（緊急

手続、23.1 条、別紙 4）。 

（9） 仲裁廷が、仲裁手続完了後、当事者及び HKIACに対して仲裁判断の発効日（原

則として手続完了から 3ヶ月以内）を明らかにすることが義務付けられました

（タイムラインの明確化、31.2条）。 

 

今回の改正規則は、IT技術の活用を含め、紛争当事者にとってよりフレキシブルな仲

裁手続を可能とするものであるといえます。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 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」‐SNS、キュレーションサービスと著作権』 

開催日時  2018年 11月 13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  『データ利活用のための政策と戦略 ‐より良きデータ利活用社会 

 のために‐』 

開催日時  2018年 11月 19日（月）10:20～18:30 

講師    岡田 淳 

主催    東京大学未来社会協創推進本部、政策ビジョン研究センター 

 

 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」‐UGC、CGM、二次創作と著作権』 

開催日時  2018年 11月 20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  『緊急シンポジウム：欧州監督機関のトップが語るプライバシー保 

 護のグローバル最前線』 

開催日時  2018年 11月 21日（水）9:30～17:30 

講師    岡田 淳、田中 浩之 

主催    株式会社インターネットイニシアティブ、バード&バード法律事務所 

 

 セミナー  『M&A 契約の基本』 

開催日時  2018年 11月 26日（月）13:30～17:30 

講師    戸嶋 浩二、内田 修平、塩田 尚也、松下 憲 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『【特別セミナー】機関投資家の議決権行使の展望 ～投資家・助 

 言会社のキーパーソンに聞く～』 

開催日時  2018年 11月 27日（火）10:00～12:00 

講師    澤口 実 

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  『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」‐［徹底解説］平成 30年改正著作権法と今後の展望』 

開催日時  2018年 11月 27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  『改正著作権法の解説と実務への影響 ～新設された「柔軟な権利 

 制限規定」、TPP11に伴う改正の概要を理解する～』 

開催日時  2018年 11月 28日（水）14:00～17:00 

講師    池村 聡 

主催    SMBCコンサルティング株式会社 

 

 セミナー  『第 3790回金融ファクシミリ新聞社セミナー「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 12月 5日（水）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 

 

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

 本     『変わる M&A』（2018年 9月刊） 

出版社   株式会社日本経済新聞出版社 

著者    石綿 学、内田 修平、梅津 英明、大石 篤史、紀平 貴之、酒井 真、

塩田 尚也、棚橋 元、戸嶋 浩二、増島 雅和、松下 憲 

 

 論文    「中国最新法律事情（224）「土壌汚染防止改善法」の制定」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.46 No.10 

著者    富永 裕貴、呉 馳 

 

 論文    「2018年改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づく開示 

 事例と分析」 

掲載誌   資料版商事法務 No.414 

著者    太子堂 厚子、白岩 直樹、立入 寛之、香川 絢奈、齋藤 悠輝、 

 塚原 明日香、富永 裕貴 

 

 

 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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 論文    「無人飛行機（ドローン）の補助者配置なしでの目視外飛行に関す 

 る要件の策定」 

掲載誌   NBL No.1132 

著者    戸嶋 浩二、林 浩美 

 

 論文    「「個人情報の保護に関する法律に係る 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に関する補完的ルール」の概 

 要―意見募集の結果を踏まえて―」 

掲載誌   金融法務事情 2099号 

著者    北山 昇 

 

 論文    「すぐに使える 危機管理の書式（9）内部通報規程」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.11 

著者    藤津 康彦、山内 洋嗣、村田 昇洋 

 

 論文    「知財判例速報 不正競争防止法 2条 1項 1号の『使用』――東京 

 地判平成 30年 5月 11日」 

掲載誌   ジュリスト No.1525 

著者    田中 浩之 

 

 論文    「働き方改革関連法の概要と実務上の対応ポイント」 

掲載誌   月刊監査役 No.687 

著者    荒井 太一、南谷 健太（共著） 

 

 論文    「日本版司法取引制度と企業が行うべき実務対応～2018年 7月に 

 報道された第 1号案件もふまえて～」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.30 No.11 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「制度創設時からの状況の変化をどう考えるか これから監査等委 

 員会設置会社への移行を検討する際のポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1525 

著者    渡辺 邦広 

 

 論文    「ヘルスケア分野における特許侵害訴訟の動向」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2018年 10月号 

著者    岡田 淳 
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 論文    「「個人情報の保護に関する法律に係る 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に関する補完的ルール」の概 

 要」 

掲載誌   Business Law Journal No.129 

著者    北山 昇 

 

 論文    「＜Robotics法律相談室第 39回＞自動車技術の進展に伴い自動車 

 からどのようにデータを収集し活用できるか」 

掲載誌   日経 Robotics 2018 年 11月号 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文    「研究者も知っておきたい AI・データ取引をめぐる法務・知財実務 

 の展望」 

掲載誌   研究開発リーダー 2018年 10月号 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「米国不動産投資の基礎 ～取得プロセスの概説」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.45 

著者    小澤 絵里子、中島 悠助（共著） 

 

 論文    「ニチネン（賃金減額の有効性）事件」 

掲載誌   WEB労政時報 

著者    立入 寛之 

 

 論文    「Getting the Deal Through - M&A Litigation 2018 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - M&A Litigation 2018 

著者    関口 健一 

 

 論文    「Guide to Restructuring, Turnaround and Insolvency in Asia Pacific  

 2018」 

掲載誌   Guide to Restructuring, Turnaround and Insolvency in Asia Pacific  

 2018 October 2018 

著者    関戸 麦、横田 真一朗、浅井 大輔、片桐 大 

 

 論文    「The Shareholder Rights And Activism Review Third Edition,  

 Chapter 5 JAPAN」 

掲載誌   The Shareholder Rights And Activism Review 3rd Edition 

著者    松下 憲 
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 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2019  

 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2019  

 2nd Edition 

著者    林 浩美 

 

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

 ALB M&A Rankings 2018にて高い評価を得ました 

Thomson Reuters が発行する ALB（Asian Legal Business）2018年 9月号の特

集記事「ALB M&A Rankings 2018」にて、当事務所は日本の法律事務所として

Tier 1に選ばれました。 

なお、Thailandにおいては、Chandler MHM（バンコクオフィス）が Tier 1に選

ばれております。 

 

 Who's Who Legal: Capital Markets 2018 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Capital Markets 2018 において、石黒 徹 弁護士、佐藤 正謙 

弁護士及び鈴木 克昌 弁護士が選ばれました。 

・Debt and Equity: 鈴木 克昌 

・Structured Finance: 石黒 徹、佐藤 正謙 

 

 Who's Who Legal: Competition 2018 にて高い評価を得ました 

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

弁護士、眞鍋 佳奈 弁護士、大野 志保 弁護士（Future Leader）及び加賀美 有

人 弁護士（Future Leader）が選ばれました。 

 

 Arkrapol Pichedvanichok 弁護士が Chandler MHMに加入いたします 

Arkrapol Pichedvanichok 弁護士が、Chandler MHMの M&A グループの共同代表

かつシニアパートナーとして、2019年 1月に、Chandler MHMに加入いたしま

す。同弁護士は、Allen & Overy法律事務所のパートナーとして 13年間に亘って

際立った実績を有しており、また、直近では、Allen & Overy法律事務所のバン

コクオフィスのコーポレート部門の代表を務めておりました。 

 

同弁護士は、コーポレート/M&A 及びキャピタル・マーケッツを専門とし、特に

クロスボーダー、ジョイント・ベンチャー、国内外のエクイティ・ファイナンス

取引に精通しています。また、同弁護士は、エネルギー、天然資源、不動産、自

動車産業、及び高価値の製造業において深い知見を有しています。 

 

Chandler MHMの代表である、河井 聡 弁護士は、「Arkrapol Pichedvanichok 弁

http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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護士が、当事務所の M&A チームに加わることを大変嬉しく思っています。彼は、

タイの M&A マーケットにおいてリーディング・ロイヤーの一人として認められ

ており、彼の加入によりタイ及び東南アジアにおける当事務所のクライアントの

皆様に対して、これまで以上により良いサービスを提供できると確信しています。

そして、Ratana Poonsombudlert 弁護士を筆頭とし、またその他の 25名のチー

ムメンバーから構成される既存のチームメンバーに Arkrapol Pichedvanichok 弁

護士が加わることにより、当事務所の M&A グループ及び他のプラクティス・グ

ループを含めた事務所全体の成長につながると考えています。」と述べておりま

す。 

 

 シンガポール国際仲裁センターにおける商事仲裁にて、日立製作所を代理しまし

た 

弊所は、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）にて、POSCO ICT Company Ltd 

（“PICT”）から日立製作所に対して申し立てられた商事仲裁につき、日立製作

所を代理いたしました。本件紛争は、ベトナムホーチミン市における地下鉄一号

線の建設に関する日立製作所及び PICT 間の契約に関するものであり、PICT に

よる日立製作所に対する契約違反に基づく損害賠償を求める仲裁申立に対し、日

立製作所も PICTに対し、契約違反に基づく損害賠償を求めて反対請求を申し立

てたものです。2018年 7月 20日になされた仲裁判断では、日立製作所の請求が

認められ、PICTは日立製作所に対し、5179万米国ドル及びこれに対する利息並

びに仲裁費用の支払義務を負うことが命じられました。本件仲裁は、シンガポー

ルの Allen & Gledhill 法律事務所及び弊所の眞鍋 佳奈 弁護士、金丸 祐子 弁護

士、Chia Chi Chong 弁護士及び辰野 嘉則 弁護士にて担当しました。 

 

 戸嶋 浩二 弁護士が委員を務める経済産業省「IoTや AIが可能とする新しいモビ

リティサービスに関する研究会」から中間整理が公表されました 

 

 市村 拓斗 弁護士が経済産業省総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会

電力・ガス基本政策小委員会「ガス事業制度検討ワーキングループ」委員に就任

しました 

 

 市村 拓斗 弁護士が経済産業省 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分

科会 電力・ガス基本政策小委員会 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安

全分科会 電力安全小委員会 「合同電力レジリエンスワーキンググループ」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 


