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2020 年 3 月号（Vol.75） 

1. はじめに

2. 知的財産法：著作権法改正の動向～文化審議会著作権分科会での検討状況

3. 競争法／独禁法：乗合バス・地域銀行に関する独禁法の特例法案が閣議決定

4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法の改正に係る法案が閣議決定

5. 労働法：新型コロナウイルス感染症による人事労務への影響

6. 会社法：東証、上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備につ

いてのパブリック・コメントの結果を公表

7. 危機管理：新型コロナウイルス感染症による不正調査案件への影響

8. 一般民事・債権管理：特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向

上に関する法律案の閣議決定

9. M&A：新型コロナウイルス感染症の M&A 契約への影響

10. ファイナンス・ディスクロージャー：東京証券取引所「新市場区分の概要等の

公表について」

11. 税務：OECD、デジタル課税に関する声明を公表

12. 中国・アジア（シンガポール）：雇用差別の厳罰化－ 大 2 年の労働ビザ発給

停止－

13. 新興国（南アフリカ・ケニア）：南アフリカ・ケニアにおける競争法改正

14. 国際訴訟・仲裁：JETRO が投資仲裁に関するレポートを公表

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 2020 年 3 月号（Vol.75）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：著作権法改正の動向～文化審議会著作権分科会での検

討状況 

著作権法の改正事項を検討している文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会

（「小委員会」）では、これまで知的財産推進計画 2019（2019 年 6 月 21 日知的財産戦

略本部決定）等を踏まえつつ、主として、①写り込みに係る権利制限規定の拡充、②研

究目的に係る権利制限規定の創設、③独占的ライセンシーに対する差止請求権の付与及

び独占的ライセンスの対抗制度、④インターネット情報検索サービスにおける侵害コン

テンツの表示抑制という 4 つの課題について検討がなされてきました。これらの課題に

ついての現時点での検討状況は以下のとおりです。
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① 写り込みに係る権利制限規定の拡充について

1 月 24 日に開催された小委員会において、「写り込みに係る権利制限規定の拡充に関

する報告書」が取りまとめられ、同報告書において、平成 24 年の著作権法改正により

創設された写り込みに係る権利制限規定（著作権法 30 条の 2）の要件を緩和する方向

で議論が整理されています。

② 研究目的に係る権利制限規定の創設について

小委員会での議論の結果、本年度は基礎的な調査研究を実施し、来年度以降、権利制

限規定の制度設計等の検討を行うこととされており、1 月より、文化庁の委託事業とし

て「研究目的に係る著作物の利用に関する調査研究」が実施されています。

③ 独占的ライセンシーに対する差止請求権の付与及び独占的ライセンスの対抗制度

について

著作権の利用許諾に係る権利についての当然対抗制度を導入すべきであるとした昨

年度の議論の中で継続検討を行うべきとされていた事項であり、小委員会では、現在も

引き続き検討がなされている状況にあります。

④ インターネット情報検索サービスにおける侵害コンテンツの表示抑制について

昨年 2 月の著作権分科会報告書において、現時点では直ちに立法的対応の検討を進め

ることはせずに、当事者間の取組みの状況を見守ることとし、協議が一定程度進捗した

段階で進捗状況等の報告を受け、必要に応じ対応を検討していくことが適当であるとさ

れていました。そのため、小委員会では関係団体からの進捗状況等のヒアリングを行い、

その結果、今後も当事者間の取組みを適宜フォローアップしながら必要に応じて改めて

検討を行うこととなっています。

以上のとおり、①の課題については今後立法化が進められる可能性が高く、②～④の

課題については、引き続き立法化の要否を含めて検討が継続される見込みであるといえ

ますので、今後の動向も注視する必要があります。

3. 競争法／独禁法：乗合バス・地域銀行に関する独禁法の特例法案が閣

議決定

2020 年 3 月 3 日、内閣官房、金融庁及び国交省は、「地域における一般乗合旅客自動

車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案」の閣議決定について公表

パートナー 岡田 淳

 03-5220-1821
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カウンセル 佐々木 奏
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しました。これは、政府の 2019 年 6 月 21 日付「成長戦略実行計画」及び「成長戦略

フォローアップ」において、2020 年の通常国会に特例法の法案提出を図ることとされ

ていたことを受けたものです。乗合バスや地域銀行は、国民生活や経済活動の基盤とな

るサービスを提供しており、他の事業者による代替が困難である一方で、人口減少等に

より持続的にサービスを提供することが困難な状況にあります。しかし、これら事業者

が将来にわたって基盤的サービスの提供を維持するために、合併等や共同経営を実施し

て経営力の強化等を図ることは、独禁法に抵触するおそれがあるため、独禁法の適用を

除外する特例を定める必要がある、ということが背景にあります。

同法案は、

ア 特定地域基盤企業（乗合バス事業者、地域銀行）又はその親会社が、主務大臣の認

可を受けて行う合併等

イ 乗合バス事業者又は公共交通事業者が、国交大臣の認可を受けて行う交通ネット

ワークの共同経営

について、独禁法の適用除外を定めるものです。

同法案によれば、上記ア・イとも、認可を受けようとする事業者は、主務大臣に当該

行為の計画を提出し、申請する必要があります。認可基準としては、

① 当該行為の必要性（上記アについては、需要の持続的減少による基盤的サービスに

係る収支の悪化により、基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが

困難となるおそれが必要とされており、運用次第ではあるものの、一般的にはかな

り厳しい基準であるといえます。）

② 当該行為により事業改善が見込まれ、基盤的サービスの提供維持が図られること

③ 利用者に不利益を生ずるおそれがあると認められないこと

等が挙げられており、主務大臣は認可に際し、公取委に協議しなければならないことと

されています。また、主務大臣は、上記②③等の認可基準に適合するものでなくなった

と認めるときは、適合命令をすることとされています。このような仕組みは、基本的に

は既存の個別法に基づく独禁法の適用除外にならったものということができます。

同法案は、施行日から 10 年以内に廃止する旨の附則により、上記の独禁法適用除外

が時限的措置であることを明らかにしています。近年、地銀の統合において独禁法の企

業結合審査がネックになることが相次ぎ、公取委は、既存の審査枠組みの中で、需要縮

小による事業環境の悪化を 大限に考慮することにより、統合を禁じない判断を示して

きましたが、その判断には長期間を要することも少なくありませんでした。同法案が成

立すれば、対象事業者は所定の期間中、企業結合や共同行為が機動的・柔軟に認められ

ることになるため、対象行為や認可基準を確認し、活用可能性を検討する価値があると

思われます。

パートナー 宇都宮 秀樹

 03-5223-7784
hideki.utsunomiya@mhm-global.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。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4 
 

4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法の改正に係る法案が閣議決定 

 

2020 年 2 月 25 日、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業

法等の一部を改正する法律案」の一部として、再エネ特措法の改正法案（「本法案」）が

閣議決定されました1。本法案は、第 201 回通常国会への提出が予定されており、施行

時期は原則として 2022 年 4 月 1 日とされております。本稿では、本法案による再エネ

特措法の改正内容の概要をご紹介致します。 

(1) 法律名の変更 

法律名が、従来の「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」から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」

に変更されます。 

(2) FIP 制度の創設 

市場連動型の再エネ導入支援策として、従来の固定価格買取制度（FIT 制度）

に加え、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度（FIP 制度）

が新たに創設されます。本法案では、これまで再生可能エネルギー主力電源化

制度改革小委員会にて議論がなされ、昨年 12 月に公表された「中間取りまとめ

（案）」2に整理された FIP 制度に関する大枠の規定が整備されていますが、制

度の詳細設計（特に、対象となる電源や参照価格の決定頻度等のプレミアムの

具体的な内容）については、今後、調達価格等算定委員会等での審議を踏まえ、

経済産業省令や告示にて規定されることとなります。 

(3) 系統整備に係る賦課金制度の創設 

再エネの大量導入に向けて、必要な地域間連系線等の送電網の増強費用の一部

を賦課金方式で全国で支える制度が新たに創設されます。 

(4) 廃棄費用の外部積立の原則義務化 

発電設備の適切な廃棄費用の確保に関し、専門のワーキンググループで議論が

なされ、昨年 12 月に中間整理3が公表されたところを踏まえて、10kW 以上の

すべての太陽光発電の認定案件を対象に、廃棄費用の外部積立を原則として義

務化する規定が盛り込まれています。なお、例外的に内部積立が認められるた

めの要件については、本法案では具体的な内容は定められておらず、経済産業

省令に委ねられております。 

(5) 認定失効期限の設定 

長期放置案件により確保された系統容量を解放する観点から、経済産業大臣の

認定について、従来の運転開始期限に一定期間を加えた失効期限を新たに設定

 
1 経済産業省 HP：https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001.html 
2 なお、本法案の閣議決定と同日に、パブリックコメントの結果を踏まえた「中間取りまとめ」も公表

されています。
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/pdf/repo
rt_002.pdf 
3 
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/taiyoko_haikihiyo_wg/201901210
_report.html 

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/pdf/report_002.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/pdf/report_002.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/taiyoko_haikihiyo_wg/201901210_report.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/taiyoko_haikihiyo_wg/201901210_report.html
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し、期限を超過した場合は認定を失効させる規定が盛り込まれ、具体的な期間

については電源ごとに経済産業省令で定めることとされています。なお、経済

産業省による補足説明資料4によれば、「※既認定案件については、新制度開始

後、十分な期間を確保した失効期限を適用することにより予見性を確保」と説

明されています。 

以上のとおり、本法案では新たな再エネ法制の土台となる重要な制度変更に係る規定

が整備されていますが、詳細については今後の議論や政省令の規定に委ねられています

ので、関係する事業者においては、引き続きこれらの動向を注視していく必要がありま

す。 

 

 
 

5. 労働法：新型コロナウイルス感染症による人事労務への影響 
 

連日の報道のとおり、国内外における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、経済

活動に影響が出始めていますが、中でも人事労務分野では、各企業における感染症の予

防・発症後の対応等を巡る問題点に加えて、政府や自治体による拡大防止措置（例えば、

全国の小中学校の一斉休校等）に伴い予期せぬ事態が生じる可能性があり、また、これ

らの状況は状況に応じて刻一刻と変化していくため、迅速な対応が必要となります。 

 

厚労省では、「新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」5を公表しており、

現時点で令和 2 年 3 月 2 日時点版が公表されています。 

例えば、テレワークを導入している企業が増加していますが、導入に当たっての相談

窓口や、導入・実施における留意点をまとめたガイドライン（「情報通信技術を利用し

た事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」）6等がまとめられていま

す。 

また、労働者を休ませる場合の措置について、「使用者の責めに帰すべき事由」によ

る休業であれば、使用者は休業期間中の休業手当（平均賃金の 6 割以上）の支払い義務

がある（労基法 26 条）ところ、自宅勤務等の方法により労働者を業務に従事させるこ

とが可能な場合において、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として

行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、『使用者の責に帰すべき

事由による休業』に該当する場合があり得るとの解釈が示されています。その他、感染

 
4 脚注の経済産業省 HP ご参照。 
5 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html  
6 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html  

パートナー 小林 卓泰 

 03-5223-7768 
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アソシエイト 山路 諒 
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者を休業させる場合や、感染が疑われる従業員を休業させる場合等に対しても、解釈が

示されています。 

 

上記に加え、厚労省は、2020 年 3 月 2 日、「新型コロナウイルス感染症に係る小学校

等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援（新たな助成金制度）について」7とのプ

レスリリースを公表しました。詳細は追って明らかになると思われますが、現段階では

以下の概要が示されています。 

 以下のいずれかの子の世話を行うことが必要になった労働者に対し、労働基準

法上の年次有給休暇とは別に、有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業

主を対象とする（大企業・中小企業の別を設けない。）。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等（）

に通う子 

 小学校等：小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校

（高校まで）、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 

※ 風邪症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う

子 

 支給額は、休暇中に支払った賃金相当額全額とし、日額 8,330 円を上限とする。 

 令和 2 年 2 月 27 日から同年 3 月 31 日の間に取得した休暇を適用対象とする。 

 

今後も、感染者の拡大傾向等に鑑み、上記の情報は随時アップデートされる可能性が

高いため、報道や上記の公表情報を逐次確認の上、企業の個別具体的な状況に鑑みて、

適切な対応を行っていく必要があります。 

 

 

 

6. 会社法：東証、上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度

の整備についてのパブリック・コメントの結果を公表 

 

2020 年 2 月 5 日、東京証券取引所（「東証」）は、「上場子会社のガバナンスの向上等

に関する上場制度の整備に関する要綱についてのパブリック・コメントの結果」（「本パ

ブリック・コメント」）を公表しました。これは、東証が 2019 年 11 月 29 日に公表し

 
7 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html 

パートナー 荒井 太一 
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た、「上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備について」（「本要綱」）

に対するパブリック・コメントの結果をまとめたものです。 

本パブリック・コメントでは、①独立役員の独立性基準について、本要綱のとおり、

過去 10 年以内に親会社・兄弟会社の業務執行者等を務めていた者でないことを追加す

ることが明記されました。一方で、形式的に 10 年を経過している場合であっても、個

別具体的な事情により「一般株主と利益相反が生ずるおそれがある」と認められる場合

には、独立役員としての要件を満たさない点に留意が必要である旨が定められました。

また、②グループ経営の考え方に関しても、本要綱のとおり、上場子会社を有する上場

会社は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び

上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方針等を、コーポレート・ガバナン

スに関する報告書（「ガバナンス報告書」）において開示するものとされました。東証は、

本パブリック・コメントも踏まえてガバナンス報告書の記載要領を改訂し、併せて公表

しています。 

①の独立性基準の改正は 2020 年 3 月 31 日以後に終了する事業年度に係る定時株主

総会の日の翌日から適用するとされており、既に届出済の独立役員が今回の改正後の独

立性基準を満たさない場合は、当該会社は、2020 年 3 月 31 日以後に終了する事業年度

に係る定時株主総会の日の 2 週間前までに、その旨を反映した独立役員の届出書の提出

が必要となります。また、②のグループ経営の考え方等の開示の充実は、2020 年 3 月

31 日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会後に提出するガバナンス報告書から

適用するとされています。 

各社は、本パブリック・コメントの結果も踏まえ、本年 6 月以降の総会シーズンに向

けて、対応を行う必要があります。また、関連する動きとして、グループガバナンスの

在り方を巡っては、コーポレートガバナンス・コードも今後改訂される予定ですので、

そちらの動向にも併せて注意が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

東証：「上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備について」に寄せられ

たパブリック・コメントの結果について 

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu000004dwq5-att/nl

sgeu000004dwsb.pdf 

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 記載要領（2020 年 2 月版）※変更履歴付き」 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j85-att/nlsgeu00000190y2.pdf 
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7. 危機管理：新型コロナウイルス感染症による不正調査案件への影響 
 

新型コロナウイルス感染症による影響が世界的に拡大しています。その発信源となっ

た中国では、1 月の春節の連休の前後で同感染症の影響が急拡大し、日系企業を含めた

多くの企業において、休暇を延長する等の対応がとられました。また、我が国において

も、2020 年 2 月 25 日、新型コロナウイルス感染症対策本部が「新型コロナウイルス感

染症対策の基本方針」を決定しました。同方針においては、患者・感染者との接触機会

を減らす観点から企業に対してテレワークや時差出勤の推進等を協力に呼びかけると

の方針が示されています。実際に、東京都では多くの企業がテレワークや時差出勤を採

りいれる動きが出てきています。 

このような同感染症による影響は、企業において発生した不正に係る調査においても

生じており、従業員の出社が制限されているため、調査のために必要な情報や資料の収

集に想定以上に時間を要する等の事態が生じています。また、調査対象者に対するイン

タビュー手続は、言語情報以外の情報も得るために対面により実施することが原則とな

りますが、同感染症の影響で電話でのインタビューしか実施できないことが増えてきて

います。これらはいずれも調査の限界としてやむを得ない事態ですが、調査の精度や効

率性を維持するために、別途の手法や追加的な手続を検討すべき場合も生じ得ます。 

特に、上場会社において決算（四半期決算を含みます。）に影響を与えるおそれのあ

る不正が発生した場合、これらの影響で調査が遅延すると、監査や四半期レビューが有

価証券報告書等の提出期限までに完了せず、有価証券報告書等の提出が遅延するおそれ

があります。そのため、このような場合、有価証券報告書等の提出期限の延長申請を行

うことが必要となる可能性を踏まえて、調査スケジュール等を検討する必要があります

（金融庁の 2020 年 2 月 10 日公表「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報

告書等の提出期限について」参照。また、株式会社東京証券取引所の同日公表「新型コ

ロナウイルス感染症の影響を踏まえた適時開示実務上の取扱い」も参照。）。 

我が国における同感染症の拡がりは今後も予断を許さない状況であるため、調査を進

めていくに際しても、政府や官公庁等が日々公表する情報に十分に留意する必要があり

ます。 
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8. 一般民事・債権管理：特定デジタルプラットフォームの透明性及び

公正性の向上に関する法律案の閣議決定 
 

2020 年 2 月 18 日、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関

する法律案」（「特定 DPF 法」）が閣議決定されました。近年、デジタルプラットフォー

ムが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たすようになっており、

他方、一部の市場では、規約の変更や取引拒絶の理由が示されない等取引の透明性が低

いことや、商品等提供利用者の合理的な要請に対応する手続・体制が不十分であること

といった懸念が指摘されています。特定 DPF 法は、デジタルプラットフォームにおけ

る取引の透明性と公正性の向上を図るために、取引条件等の情報の開示、運営における

公正性確保、運営状況の報告と評価・評価結果の公表等の必要な措置を講じるものです。 

特定 DPF 法は、基本理念として、施策の実施にあたっては、デジタルプラットフォー

ム提供者の自主的かつ積極的な取組を基本に、国の関与等を必要 小限のものとして、

デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互

理解の促進を図らなければならないとしています（特定 DPF 法 3 条）。 

また、特定 DPF 法では、主要な措置事項として、①特定デジタルプラットフォーム

提供者に対する措置、及び、②公正取引委員会との連携を講じることとしています。 

 

① 特定デジタルプラットフォーム提供者に対する措置 

まず、①については、デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性及び公

正性を高める必要性の高いものを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム

提供者」（「特定 DPF 提供者」）として政令に基づき指定し、内外の別を問わず、規律

の対象としています（特定 DPF 法 2 条、4 条）。政令においては、分野・規模のメル

クマールを定め、対象が必要 小限度の範囲に限られるように設定され、具体的には、

大規模なオンラインモールやアプリストアが当面の対象となる予定です。また、予見

可能性を高める観点から、政令の基準に該当するかどうかを明確にするための手続規

定が整備されます。 

特定 DPF 提供者には、以下の規律が適用されます。 

(1) 特定デジタルプラットフォームの取引条件等の情報の開示（特定 DPF 法 5 条、

6 条） 

特定 DPF 提供者は、契約条件の開示や変更時の事前通知等を義務付けられます

（但し、セキュリティ上の理由で開示できない場合等について、適切な例外が規定

されます。）。開示項目としては、取引拒絶をする場合の判断基準、他のサービスの

利用を要請する場合の内容・理由、問合せ・苦情等への対応に関する事項、検索順

位を決定する基本的な事項（アルゴリズムの開示ではない。）等が想定されていま

す。 

(2) 自主的な手続・体制の整備（特定 DPF 法 7 条、8 条） 

特定 DPF 提供者は、経済産業大臣が定める指針を踏まえて手続・体制の整備を

実施することを義務付けられます。指針の項目としては、商品等提供利用者に適切
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な対応をするための体制整備（国内管理人等の対応体制を含みます。）、取引の公正

さを確保するための手続や体制の整備、紛争処理体制等の整備等が想定されていま

す。 

(3) 運営状況の報告と評価（特定 DPF 法 9 条） 

特定 DPF 提供者は、(1)及び(2)の状況とその自己評価を付した報告書を経済産業

大臣に対して毎年度提出することを義務付けられ、経済産業大臣は、当該報告書に

基づき運営状況の評価を行い、その評価結果を公表します。その際、基本理念を踏

まえ、商品等提供利用者、一般利用者、特定 DPF 提供者等の意見をバランスよく

聴くことにより、関係者間での課題の共有や相互理解を促し、また、積極的な取組

みもベストプラクティスとして評価することとされています。 

 

② 公取委との連携（特定 DPF 法 13 条） 

次に、②については、独占禁止法違反のおそれがあると認められる事案を把握した

場合には、公取委に対し、同法に基づく対処を要請する仕組みが設けられます。 

 

デジタル市場のルール整備については、かつてより内閣官房デジタル市場競争本部に

おいて議論されてきましたが、特定 DPF 法は、かかるルール整備の一環として制定さ

れるものです。デジタル市場のルール整備としては、①特定 DPF 法の制定のほか、②

個人情報保護法の見直しの方向性、③データの価値評価も含めた独禁法のルール整備

（企業結合審査）、④デジタル・プラットフォーム事業者による消費者に対する優越的

地位の濫用への対応、及び、⑤デジタル広告市場の競争状況の評価というトピックが議

論されておりますので（②から④までについては、Client Alert 2020 年 1 月号（Vol.73）

をご参照ください。）、デジタル市場のルール整備に関しては、これらの動向を含めて、

注視する必要があります。 

 

 

 

9. M&A：新型コロナウイルス感染症の M&A 契約への影響 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国内外の経済活動に影響がみられています。

今後の感染拡大も予想される中、M&A 契約の締結や実行にあたっても、その影響に留

意することが求められます。 

M&A 契約では、契約締結時点からクロージングまでに、対象会社・事業に、買主が

企画した目的を達成し得ない「重大な悪影響」を及ぼす事由（「MAC 事由」）が生じた
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場合、買主が契約に定める義務の履行を拒絶し又は契約の義務から離脱することを可能

とする MAC（Material Adverse Change）条項が規定されることがあります。新型コロ

ナウイルス感染症により対象会社・事業の財務状態、経営成績等に重大な影響が生じる

場合、MAC 事由に該当するかが論点となり得ます。契約締結時点で、新型コロナウイ

ルス感染症による対象会社・事業の財務状態等への影響が予想される場合、MAC 事由

に該当するかどうか明確化を図ることも考えられます。 

また、新型コロナウイルス感染症により、クロージング後の事業への影響に懸念があ

る場合、クロージング後一定の期間経過後に対象会社・事業が特定の目標を達成したか

に応じて、買収対価の一部を後払いするアーンアウト条項を活用することも検討に値し

ます。 

上記は一例であり、その他にも新型コロナウイルス感染症の影響で契約上の義務を履

行できない場合に不可抗力事由（Force Majeure）と認められるか等の様々な点が問題

となり得ます。今後の感染拡大の状況や対象会社・事業への影響等の個別の案件の状況

に留意しつつ、M&A 契約の締結や実行を行うことが肝要となります。 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：東京証券取引所「新市場区分

の概要等の公表について」 
 

東京証券取引所は、2020 年 2 月 21 日、市場構造の在り方等の見直しに関し、「新市

場区分の概要等について」を公表しました。この骨子においては、今後の市場区分の見

直しに向けて、上場会社、上場準備会社、市場関係者等における対応の検討及び準備に

資する観点から、現時点で想定される、新市場区分の概要、新市場区分への移行プロセ

ス及び今後のスケジュールが示されています。 

新市場の区分については、現在の市場区分を明確なコンセプトに基づく 3 つの市場区

分（プライム市場、スタンダード市場及びグロース市場）に再編し、各市場区分のコン

セプトに応じ、時価総額（流動性）やコーポレート・ガバナンスに関する基準を定める

（特に、今後のコーポレートガバナンス・コードの見直しにおいて、プライム市場の上

場会社を念頭に、より高い水準が示されることが想定される）ほか、各市場のコンセプ

トを反映した定量的・定性的な基準が設けられます。また、各市場区分の新規上場基準

と上場維持基準が原則共通化され、上場会社は、上場後も継続して、各市場区分におけ

る新規上場基準（の水準）を維持することが必要となります。さらに、現在の一部指定

基準・指定替え基準・市場変更基準のような「市場区分の移行」に関する緩和された基
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準は設けられず、市場区分間の移行にあたっては新規上場基準と同様の基準の審査が必

要となります。 

新市場区分への移行プロセスについては、各市場のコンセプトや上場基準を踏まえ、

上場会社が主体的に選択するものとされており、現在の市場区分と選択先の市場区分の

組み合わせに応じた手続が適用されます。今後は、今月に実施される意見募集手続の結

果を踏まえた上で 2020 年 7 月に現行制度（新規上場・市場変更等の基準）が改正され、

2021 年 9 月から 12 月までの上場会社による市場選択手続を経て、2022 年 4 月 1 日付

で新市場区分への一斉移行が予定されています。 

上場会社や将来上場予定の非上場会社においては、今回の改正による新市場区分を踏

まえ、各市場の流通時価総額、流通株式比率、コーポレートガバナンス・コード等の基

準を考慮の上、新たな市場を選択することが求められます。 

 

 

 

11. 税務：OECD、デジタル課税に関する声明を公表 
 

2020 年 1 月 31 日、OECD は BEPS に係る包括的枠組みに関する声明（Statement by 

the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address 

the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy）（「本声明」）を公表

しました。本声明は、従前より OECD において議論が行われ、その内容が注目されて

いたデジタル課税に関するものです。 

OECD においては、デジタル課税に関し、国際課税ルールの見直し（物理的な拠点が

無くとも課税できるルールを中心とする、顧客等の存在する市場国に課税権を割り当て

るルールの策定）に関する第 1 の柱と、ミニマム課税の創設（一次的な課税国が一定の

税率を下回る場合に、他国での課税を可能とするルールの策定）に関する第 2 の柱とに

分けて議論が行われてきましたが、本声明では、2020 年末までにコンセンサスベース

での合意を目指すことが確認されました。 

しかし、これまで提起されていた多くの論点は依然残されたままとなっており、日本

企業に与える影響もいまだ不透明であるといえます。本声明では、次の重要なステップ

として、7 月上旬に行われる次回の包括的枠組みに係る会合が挙げられており、その会

合でどの程度まで論点が解消されるかが今後の焦点となります。 

なお、デジタル課税に関する過去の議論及び各論点については、TAX LAW 

NEWSLETTER 2019 年 6 月号（Vol.35）及び Client Alert 2019 年 11 月号（Vol.71）を

ご参照ください。 

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 
 katsumasa.suzuki@mhm-global.com 

アソシエイト 田村 哲也 

 03-6213-8114 
 tetsuya.tamura@mhm-global.com 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00036927/20190628-053108.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00036927/20190628-053108.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037833/20191108-124859.pdf
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＜参考資料＞ 

OECD HP「International community renews commitment to multilateral efforts to address 

tax challenges from digitalisation of the economy」（2020 年 1 月 31 日） 

https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilatera

l-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm 

 

TAX LAW NEWSLETTER 2019 年 6 月号（Vol.35）「デジタル課税に関する議論の 新動

向‐OECD 作業計画公表を踏まえて‐」 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00036927/20190628-053108.pdf 

 

Client Alert 2019 年 11 月号（Vol.71） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037833/20191108-124859.pdf 

 

 
 

12. 中国・アジア（シンガポール）：雇用差別の厳罰化－ 大 2 年の労働

ビザ発給停止－ 

 

2020 年 1 月、シンガポール労働省（Ministry of Manpower：「MOM」）により、シ

ンガポールにおける均等な雇用機会の確保を目的とした制度（Fair Consideration 

Framework：「FCF」）が改定されました（「本改定」）。これにより、雇用に際してシン

ガポール国籍の者より外国籍の者を優遇するといった雇用差別を行う者に対し、これま

で以上に厳しい罰則が定められる等しました。以下では、FCF の概要及び本改定の内容

についてご紹介します。 

 

(1) FCF の概要 

 

FCF は、シンガポールの全使用者に対し、労働者に対する均等な雇用機会の提供を

要求しており、募集する役職に無関係の性質（年齢、性別、国籍、人種等）による差

別を禁じる等しています。 

FCF の重要な定めの一つとして、シンガポールの企業は、とある役職の労働者を雇

用する場合において、外国籍の者を雇用する前に少なくとも 14 日間以上、当該役職

について MyCareersFuture.sg という国営のサイト上で、シンガポール国籍の者（永

住権取得者を含む。）に対する求人広告を掲載する義務（「広告掲載義務」）を負っ

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 
 atsushi.oishi@mhm-global.com 

アソシエイト 安部 慶彦 

 03-6213-8161 
 yoshihiko.abe@mhm-global.com 

https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm
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ています。当該義務は(a)従業員数が 10 名未満の場合、(b)対象の役職が月給 1 万 5,000

シンガポールドル（現在の為替レートで約 118 万 3,130 円）以上である場合、(c)サー

ビス貿易に関する条約（General Agreement on Trade in Services）に規定される企業

内転勤によって新たな者が対象の役職に就く場合、又は(d)対象の役職が 1 ヶ月以下

の短期間のものである場合にのみ免除されます。 

 

(2) 雇用差別が認められた場合の罰則（本改定の内容） 

 

(a) 大 2 年の労働ビザ発給停止 

FCF 上、使用者において雇用差別が認められた場合、当該使用者に対する労働ビ

ザの発給が停止されるところ、その停止期間につき、改定前は 大 6 ヶ月であった

のが、本改定後は少なくとも 12 ヶ月、 大 24 ヶ月に伸長されました。 

さらに、改定前は「新たな」労働ビザの発給が停止されるのみであったのが、本

改定後は、既に発給されている労働ビザの更新も許可されないこととなりました。 

 

(b) MOM による訴追権限の新設 

また、本改定により、雇用機会の均等性確保に関して虚偽の申告を行った使用者

や主要な従業員に対する MOM の訴追権限が新設され、有罪となった者に対して

長 2 年の禁固、 大 2 万シンガポールドル（現在の為替レートで約 157 万 7,510 円）

の罰金又はその両方が科されることとなりました。 

改定後、既に複数の企業について労働ビザの発給が停止された事例が存在し（雇用

する労働者をあらかじめ選定した上で、形式上求人広告を掲載したにすぎなかった事

例を含む。）、企業名が開示された上で報道される等しています。 

 

以上のとおりですので、雇用差別の厳罰化に伴い、より一層慎重な雇用が求められま

す。 

 

※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 

 

パートナー 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 

 takeshi.komatsu@mhm-global.com 

パートナー 川村 隆太郎 

 +65-6593-9754（シンガポール） 

 ryutaro.kawamura@mhm-global.com 
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 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
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13. 新興国（南アフリカ・ケニア）：南アフリカ・ケニアにおける競争法

改正 
 

近時、南アフリカ及びケニアの両国において重要な競争法の改正がありました。両国

は、54 か国あるアフリカ大陸諸国の中でも経済規模、成長率等の点から日本企業を含

む外資企業の関心が特に強く、また今回の改正内容は両国への進出を検討中あるいは既

に進出済みの日本企業にとっても重大な影響を及ぼし得る内容であるため、以下それぞ

れ要点をご紹介します。 

 

(1) 南アフリカ 

南アフリカにおいて、2019 年 2 月 13 日に成立した改正競争法（Competition 

Amendment Act 18 of 2018）のうち未施行であった重要部分が、2020 年 2 月 13 日、

南アフリカ大統領の署名により施行されました。今般施行された本改正の内容は多岐

にわたりますが、特に重要な点として、同国における経済力の偏在を背景として、歴

史的に差別されてきた者（historically disadvantaged persons）（「HDP）及び中小企

業（small and medium businesses）（「SME」）の公正な市場参加の促進を目的とする

ため、HDP 及び SME に所有される企業（「HDP/SME 企業」）に対する反競争的行為

を厳格に規制する点が挙げられます。なお、HDP は、黒人等の有色人種のみならず、

女性あるいは障がい者を含むものとされます。 

具体的には、食料品小売、イーコマース、オンライン仲介サービス等の一定の事業

分野における支配的購入業者による、HDP/SME 企業に対する不公平な価格及び取引

条件を課することの禁止規定が強化されています（いわゆる Buyer Power Provision）。

また、支配的供給業者に対しても、HDP/SME 企業との取引において、HDP/SME 企

業による実効的な市場参加を妨げるような価格差別を行う行為が禁止されています

（いわゆる Price Discrimination Provision）。 

 

(2) ケニア 

ケニアでは、2019 年 12 月 6 日、企業結合に関する競争当局への届出基準等の変更

を内容とする新しいケニア競争法規則（Kenyan Competition (General) Rules, 2019）

が施行されました。 

本規則により、ケニアにおける企業結合に係る届出基準について、これまで同国に

おける売上額が届出基準とされていましたが、これに加えて同国における資産額も届

出基準に加わりました。これにより、新たな届出基準は、一定の計算に基づき出され

るケニアにおける合計売上高又は資産額のいずれか高い金額を用いて判断すること

となりました。また、かかる合計売上高又は資産額のいずれか高い金額が、一定の金

額を下回る場合において（個別の場合に応じて 10 億ケニア・シリングや 5 億ケニア・

シリングが基準とされています。なお、1 ケニア・シリング＝約 1.06 円）、ケニア競

争当局に対して適用除外申請をすることにより適用が免除となる場合や、何らの届

出・申請も必要なく適用が除外となる場合等が規定されました。 
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さらに本規則では、ケニアが加入する経済共同体である COMESA（東南部アフリ

カ市場共同体）における企業結合ファイリング要件との関係で効率化が図られ、

COMESA における届出基準に該当する場合であって、かつ結合企業のケニアにおけ

る売上又は資産の額（いずれか高い方）が全体の 3 分の 2 未満である場合には、ケニ

アにおける届出は不要とされました。 

 

 
 

14. 国際訴訟・仲裁：JETRO が投資仲裁に関するレポートを公表 
 

投資仲裁（ISDS：Investor State Dispute Settlement）とは、国家間で締結された条約

（投資協定や、EPA・FTA の投資章等）に基づく紛争解決制度です。その利用件数が増

加していることを受け、本年 2 月に、JETRO（日本貿易振興機構）がレポートを公表

しました（次のアドレスで、入手可能です。 

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/2c7c30fd310221a2.html）。 

同レポートにあるとおり、投資仲裁の申立件数は上昇傾向にあり、公表されたものの

みでも、2011 年以降毎年 50 件以上であり、累計では 2019 年 7 月末時点で 983 件に達

しています。 

申立人は投資を行った企業であり、被申立人は投資先の国家になるところ、申立人と

なる企業の国籍は欧米を中心とした先進国が 8 割近くを占めており、日本企業による申

立も、これまで著名企業 4 社が行っています。 

他方、被申立人となる国家は、新興・途上国が 7 割強を占めており、上位 10 か国は

順に、アルゼンチン、スペイン、ベネズエラ、チェコ、エジプト、メキシコ、ポーラン

ド、カナダ、ウクライナ、ロシア及びインド（両国は同数）となっています。 

投資仲裁はコストのかかる手続ではありますが、近年は Third Party Funding といわ

れる訴訟・仲裁のための資金提供が急速に発展しており、これを利用することにより、

申立人となる企業としては、弁護士費用、仲裁人費用等の金銭コストを負担することな

く、投資仲裁の手続を進めることが可能となっています。勝訴した場合の果実は、Third 
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カウンセル 佐藤 貴哉 
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アソシエイト 筑井 翔太 
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アソシエイト 片山 直 
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Party Funding による資金提供者と分け合うことになりますが、金銭的な損失のリスク

なく、勝訴の果実を追求できるということで、経済的には極めて合理性の高いアレンジ

が可能となっているというのが現状であり、これがまた、投資仲裁の利用拡大を後押し

しています。 

カントリーリスクは、海外投資における極めて重大なリスクですが、投資仲裁はこれ

に対する有効な対抗手段です。日本政府も、日本企業による海外投資が重要性を増すこ

とを背景に、投資仲裁の基礎となる投資協定等の条約の整備を進めてきました。カント

リーリスクの発現と考えられる、様々な制度、規制等の変更に際して、投資仲裁が利用

できる可能性があるため、検討することが有用といえます。対象となる投資分野に特に

限定はありませんが、過去、投資仲裁が多く申し立てられている分野としては、資源、

エネルギー、通信の分野があり、また、今後留意が必要な分野として、破壊的技術

（disruptive technology）を用いた新規事業（シェアリングビジネス等）が挙げられま

す。これらは、カントリーリスクの影響を受けやすい分野であり、投資仲裁による対抗

を検討する必要性が特に高いといえます。 

 

 
 
 

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

 セミナー  『第 4184 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL（債権・動産 

 担保）活用のための実務上の留意点～失敗事例の検討／民法改正も 

 踏まえて～」』 

開催日時  2020 年 3 月 18 日（水）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮、松井 裕介 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『事業報告・株主総会参考書類等 作成のポイント』 

開催日時  2020 年 3 月 18 日（水）13:30～16:30（東京） 

 2020 年 3 月 19 日（木）13:30～16:30（大阪） 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 
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外国弁護士 ダニエル・アレン 
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 daniel.allen@mhm-global.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。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

18 
 

 セミナー  『2020 年 3 月期（6 月提出）有価証券報告書から適用～有報の記 

 述情報の充実化への対応と好事例集の分析』 

開催日時  2020 年 3 月 23 日（月）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『洋上風力発電プロジェクトの 前線の実務～ 新の規制動向を踏ま 

 えた入札対応と実例に基づく事業開発・ファイナンスのノウハウ～』 

開催日時  2020 年 4 月 3 日（金）13:30～16:30 

講師    村上 祐亮、市村 拓斗 

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     『資本業務提携ハンドブック』（2020 年 2 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    戸嶋 浩二、岡田 淳、熊谷 真和、金丸 祐子、西尾 賢司、 

 桑原 秀明、五島 隆文、吉江 穏、越智 晋平、呂 佳叡、足立 悠馬、 

 岡野 貴明、坂㞍 健輔、輪千 浩平、園田 観希央、李 政潤、 

 伊藤 憲二、川原 健司、竹腰 沙織、大段 徹次、酒井 真、間所 光洋 

 

 本     『働き方改革関連法 その他 重要改正のポイント（労働事件ハンド 

 ブック追補）』（2020 年 3 月刊） 

出版社   株式会社 労働開発研究会 

著者    南谷 健太、川井 悠暉、芝村 佳奈、松本 亮孝 

 

 論文    「＜実務問答会社法第 39 回＞事業年度の末日の変更に伴う変則事 

 業年度と役員等の任期」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2221 

著者    渡辺 邦広 

 

 論文    「コーポレート・ガバナンス報告書の分析 2019 年シーズンの CG 

 コードの開示 取締役会の責務等」 

掲載誌   資料版商事法務 430 号 

著者    渡辺 邦広、齋藤 悠輝 

 

 論文    「M&A におけるデータ・コンプライアンスの実務（契約編）」 

掲載誌   NBL No.1163 

著者    岡田 淳、根橋 弘之、中野 玲也（共著） 
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 論文    「法改正による Fintech の実務上の変化と新たな論点（第 5 回） 

 給与前払いサービスと労働法制・金融規制との関係」 

掲載誌   NBL No.1164 

著者    堀 天子、岡野 智 

 

 論文    「情報銀行の意義と金融機関にとっての可能性ーFinTech や 

 InsurTech との関係も含めてー」 

掲載誌   金融法務事情 No.2131 

著者    吉田 和央 

 

 論文    「情報銀行とは何か」 

掲載誌   月刊監査役 No.705 

著者    吉田 和央 

 

 論文    「有価証券報告書等における監査役会等の活動状況の開示の分析 

 ～早期適用企業の開示を中心に～」 

掲載誌   月刊監査役 No.705 

著者    松井 秀樹 

 

 論文    「ESG とアクティビズム」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.32 No.3 

著者    近澤 諒 

 

 論文    「イベント法務☆集中講座(9)契約関係と権利処理①（音楽）」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2020 年 2 月号 

著者    佐々木 奏 

 

 論文    「事例で学ぶ個人情報保護法の 新実務 第 7 回 安全管理措置義務」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2020 年 2 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇 

 

 論文    「中国「外商投資法」がついに施行、対応のポイントは？」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    本間 隆浩 

 

 論文    「非上場会社株式の評価損について」 

掲載誌   週刊税務通信 No.3593 

著者    小山 浩 
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 論文    「第Ⅱ特集 不良債権との戦い「検査マニュアル廃止と債権管理へ 

 の影響 自発的な金融仲介機能の発揮に向けて」 

掲載誌   月刊金融ジャーナル第 61 巻第 3 号 

著者    野村 修也 

 

 論文    「米国不動産投資～オープンエンド型不動産ファンドの考察」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.53 

著者    小澤 絵里子、武内 香奈（共著） 

 

 論文    「2020 年組織内弁護士 2 大基礎テーマ 特集＜令和元年独禁法改 

 正―企業法務への影響を中心に＞」 

掲載誌   会報誌「JILA」 No.9 

著者    高宮 雄介 

 

 論文    「弁護士が精選！重要労働判例－第 230 回 N 商会（セクハラ相談 

 の対応における職場環境配慮義務等）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    松本 亮孝 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2020  

 - Japan chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2020 

著者    林 浩美 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2020  

 - Regulations on Drone Flights in Japan」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2020 

著者    戸嶋 浩二、林 浩美（共著） 

 

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

 新型コロナウイルス感染症への対応について 

新型コロナウイルス感染症拡大に備え、当事務所では下記の対応を実施いたしま

す。 

 

■感染予防および拡大防止対策について 

新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のため、当事務所の弁護士等が会議

等の場でマスクを着用していることがございます。何卒ご理解のほどお願い申し

上げます。 
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■当事務所主催のセミナーについて 

今後の状況によって、当事務所主催のセミナーを中止もしくは延期させていただ

く場合がございますので、予めご了承ください。 

中止もしくは延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨を

記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上げ

ます。 

なお、既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合わ

せください。 

 

■非対面会議の推奨について 

クライアント等の皆様との会議につきましては、電話等による非対面形式での実

施を推奨しております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

 パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 11 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

・佐伯 優仁 

・小山 浩 

・浅井 大輔 

・川端 健太 

・高宮 雄介 

・邉 英基 

・宮田 俊 

・新井 朗司 

・市村 拓斗 

・辰野 嘉則 

・石田 幹人 
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また、同日付で 12 名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。 

 

【カウンセル】 

・濱 史子 

・樋本 義和 

・臼井 慶宜 

・梅本 麻衣 

・田尻 佳菜子 

・佐藤 典仁 

・白川 剛士 

・中島 悠助 

・篠原 孝典 

・湯川 昌紀 

・間所 光洋 

・李 珉 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。 

 

 三井 秀範 弁護士が入所しました 

（三井 秀範 弁護士からのご挨拶） 

皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察致しております。 

 さて、私は、昨年 7 月 5 日付けをもちまして、金融庁企画市場局長を 後に金

融庁を退官致しました。そして、この度、縁あって、森・濱田松本法律事務所に

客員弁護士として入所させて頂くことになりました。1983 年に大蔵省に入省し

て以来、36 年余にわたり財政・金融に関する公務に従事致し、その間、1988 年

から 2 年間、司法修習を受けさせて頂く機会に恵まれました(第 42 期)。金融分

野につきましては、大蔵省銀行局・証券局への勤務経験を経て、金融庁発足直後

の 2001 年より約 18 年にわたり金融庁に勤務し、金融商品取引法の制定、課徴

金制度の導入、国際的金融危機の反省からの制度対応、銀行法、資金決済法等の

改正をはじめ各般の金融資本市場及び会計・監査に関する制度整備、金融機関の

検査・監督、官房業務などに従事致しました。これらの業務において何がしかの

成果があったとすれば、これは、ひとえに、弁護士をはじめ会計士や企業・金融

機関の関係者の方々の助言や支えの賜物であると、心より感謝しております。こ

れからは、こうした皆様から受けました御恩に報いますとともに、弁護士として、

微力ながら、これまでの経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと思っております

ので、何卒よろしくお願い致します。 
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 加藤 裕之 弁護士が入所しました 

（加藤 裕之 弁護士からのご挨拶） 

立春の候、皆様におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、私は、この度、所属事務所を移籍し、弁護士法人森・濱田松本法律事務所

にて執務することになりましたのでご挨拶を申し上げます。2012 年 12 月の弁護

士登録以来、小規模法律事務所及び中規模法律事務所での執務経験を経ているた

め、東証一部上場企業から、中小企業、個人の方まで多様且つ多数のクライアン

トの皆様とのご縁を通じ、取扱い経験は訴訟・紛争案件、人事労務案件、破産管

財案件、知的財産案件、M＆A、新規事業支援、ジェネラルコーポレート等、多

岐に渉ります。これら多岐に渉る分野・案件に携わる過程で、有難くも、弁護士

としての知見・経験にとどまらず、社会で共生する 1 人の人間としての人格の幅

を広げさせて頂くことに恵まれ、法務領域が扱う 小構成単位である「人の本質」

を多角的に洞察し、例え後ろ向きに感じられる紛争案件を含め、眼前に直面する

1 つの事象を現在の問題に留めることなく、如何にして未来へ繋ぐかという姿勢

を培いました。弁護士法人森・濱田法律事務所における執務におきましても、こ

れまで培った知見・経験や「人の本質」を洞察する姿勢を更に研ぎ澄ませ、日々

のご縁に対する感謝を胸に、クライアントの皆様方には、日々刻々と変動する社

会情勢や環境に応じた「 適戦略のソリューション」やご期待を超える「未来」

をご提供できるよう、より一層、弛まぬ研鑽を重ね、誠心誠意職務に邁進して参

る所存にございます。 

皆様におかれましては、何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し

上げます。 

 

 【重要】当事務所および弁護士の名前を装った詐欺事案にご注意ください 

従前より、当事務所および弁護士の名前を装い、遺産相続を名目とした架空の契

約書や手続き書類等が送られてくる詐欺事案についてご注意をお願いしており

ました。引き続き同種のお問い合わせをいただいておりますので、改めてご注意

くださいますようお願い申し上げます。 

 

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。送られてくる書類等

には、発信者への返信や送金を促す内容等が記載されていることがありますが、

これらに対応されますと「振り込め詐欺」等の被害にあうおそれや、個人情報が

発信者に取得され悪用されるおそれ等があります。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。 

 

なお、不審な連絡等に関して当事務所にご質問・ご連絡をいただく場合は、お問

い合わせフォームよりご連絡いただきますようお願いいたします。 
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【これまでに確認された不審な連絡の特徴】 

外国人からの英語での連絡 

当事務所の表記がなされているものの、当事務所のものと異なるレターヘッドが

利用された書類の送付 

当事務所に存在しない押印がされた書類の送付 

 

※今後も類似の手口が用いられる可能性があります。詐欺被害に遭わないよう、

くれぐれもご注意ください。 

 

 ヤンゴンオフィス事務所名変更及び移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所ヤンゴンオフィス（英文名：Mori Hamada & Matsumoto 

(Yangon) Limited）は、2020 年 3 月 10 日をもちまして、法人名及び英文事務所

名を Myanmar Legal MHM Limited と変更いたします。日本語名称（森・濱田松

本法律事務所ヤンゴンオフィス）には変更はございません。あわせて、同日から

オフィスを移転のうえ拡張いたします。 

 

1. 事務所名変更について 

当事務所ヤンゴンオフィスは 2019 年 1 月に Myanmar Legal Services Limited 法

律事務所の代表である Khin Cho Kyi 弁護士をシニア・リーガルアドバイザーと

して迎え入れ、同弁護士と共に国内外の企業・政府機関・国際機関等に対してサー

ビスを提供してまいりました。この度、国内外のクライアントに対してより統合

したサービスを提供することや、ミャンマー法曹界の将来を担う人材を育成する

との理念に合意し、当弊事務所ヤンゴンオフィスが Myanmar Legal の名称を承

継することといたしました。これに伴い法人名及び英文事務所名を Myanmar 

Legal MHM Limited と変更いたします。日本語名称には変更はございません。 

 

Khin Cho Kyi 弁護士は、ミャンマーの公的機関及び民間で 40 年以上の法務実務

の経験を有する弁護士です。その間、ミャンマーのみならず国際的にも広範囲に

わたってネットワークを築いており、ミャンマーの民間企業や外資企業、国際機

関、金融機関、各国大使館、海外の法律事務所などのリーガルアドバイザーを務

めてまいりました。Khin Cho Kyi 同弁護士は、Chambers Global 2020 及び

Chambers Asia-Pacific 2020 の個人弁護士部門の Band 1 にランクされている唯

一のミャンマー人法律家であり、国際的にもミャンマー 高の法律家として認知

されています。 

 

当事務所といたしましては、同弁護士の創設した Myanmar Legal の名称を承継

することを大変光栄に思うと同時に、その責任を自覚し、国内外のクライアント

に対してより良いリーガルサービスを提供してまいります。 
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2. 事務所移転について 

森・濱田松本法律事務所ヤンゴンオフィスは、2020 年 3 月 10 日より下記に移転

いたします。 

 

移転先： 

Level 16, #16-01/02, Junction City Tower, 

No. 3A, Bogyoke Aung San Road, 

Pabedan Township, Yangon, Myanmar 

TEL：+95-1-9253650 / FAX：+95-1-9253651 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX 番号が変更になります。 

 

業務開始日： 

2020 年 3 月 10 日（火） 

 

 バンコクオフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 バンコクオフィスは、この度、2020 年 2 月 11 日より

下記に移転いたしましたのでご案内申し上げます。 

 

移転先： 

36th Floor, Sathorn Square Office Tower, 

98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500, Thailand 

TEL：+66-2-009-5000 / FAX：+66-2-009-5080 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX 番号が変更になります。 

 

 Chambers Global 2020 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2020 で、当事務所は日本における以下の分野で上位グループ

にランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。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 — 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。 
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分野 

JAPAN 

 Banking & Finance (Band 1) 

 Capital Markets (Band 1) 

 Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

 Corporate/M&A (Band 1) 

 Dispute Resolution (Band 1) 

 Intellectual Property (Band 2) 

 International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Band 1) 

 

MYANMAR 

 General Business Law (Band 2) 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

 Banking & Finance (Band 2) 

 Corporate/M&A (Band 2) 

 Projects & Energy (Band 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

 Banking & Finance 

Leading Individual: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

Senior Statespeople: 桑原 聡子 

 Banking & Finance: Financial Services Regulation 

Senior Statespeople: 石黒 徹 

 Capital Markets 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎 

Senior Statespeople: 石黒 徹 

Up and Coming: 根本 敏光 

 Capital Markets: J-REITs 

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

 Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

 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 
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 Dispute Resolution 

Leading Individual: 関戸 麦 

Foreign expert for China: 射手矢 好雄 

 Intellectual Property 

Leading Individual: 三好 豊 

Foreign expert for China: 小野寺 良文 

 

CHINA 

 Dispute Resolution: Arbitration (International Firms) 

Expertise based abroad in Japan: 射手矢 好雄 

 Intellectual Property (International Firms) 

Foreign Expertise based abroad in Japan: 小野寺 良文 

 

MYANMAR 

 General Business Law 

Leading Individual: 武川 丈士、キンチョー・チー、ウィン・ナイン 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

 Banking & Finance 

Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン 

Recognised Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

 Corporate/M&A 

Leading Individual: ラッタナ・プーンソムバットラート 

 Projects & Energy 

Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティ

ウォン 

 

 三好 豊 弁護士が WIPR Leaders において WIPR Leaders 2020 に選ばれました 

WIPR Leaders において当事務所の三好 豊 弁護士が WIPR Leaders 2020 に選

ばれました。 

詳細は WIPR のウェブサイトに掲載されております。 

 

 齋藤 浩貴 弁護士が日本ライセンス協会会長に就任しました 

 

 石綿 学 弁護士が経済産業省「事業再編研究会」委員に就任しました 

 

 羽深  宏樹  弁護士が世界経済フォーラム Global Future Council on Agile 

Governance メンバーに就任しました 



 
 

   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。 
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（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


