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１　2018年度・2019年度の5大ニュース

　2 0 1 8 年度は、債権関係に続き、相続関係や成年年齢関係を含む改正民法が成立しまし
た。その他、他国において既に導入されている司法取引制度の開始や世界的に影響があ
るE U一般データ保護規則（G D P R）の施行など重要な法務ニュースがありました。
　また、2019年度には、IoT、ビッグデータ、AIなどの技術革新に対応する形で、著作物
の円滑な利用が可能になる著作権法や、データの利活用を促進するための環境整備など
を目的とした不正競争防止法の改正などが予定されています。

改正⺠法（相続関係）
の成⽴

配偶者の居住権保護に関する規定などが設けられました（⼀部の規定を除き、2019年7
⽉1⽇から施⾏されます）。

改正⺠法（成年年齢関
係）の成⽴

成年年齢を18歳に引き下げることになりました。男⼥の婚姻開始年齢が18歳に統⼀され
ます（2022年4⽉1⽇から施⾏されます）。

⽇本版司法取引制度の
導入

他⼈の事件捜査や公判協⼒に対する⾒返りとして不起訴や求刑を軽くする⽇本版司法取
引制度が、2018年6⽉1⽇に導入されました。

EU ⼀般データ保護規
則（GDPR）の施⾏

EU域内に在住する個⼈のデータ保護等を目的とした、EU ⼀般データ保護規則（GDPR）
が2018年5⽉25⽇に施⾏されました。

会社法（企業統治等に
関する規律）の⾒直し

法制審議会（法相の諮問機関）の会社法部会において、株主総会資料の電⼦提供制度の
新設を含む会社法改正の要綱案が公表されました。

改正著作権法の施⾏
デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備などを含む改
正著作権法が、⼀部の規定を除いて2019年1⽉1⽇に施⾏されました。

改正不正競争防⽌法の
施⾏

限定提供データを不正に取得・使⽤等が⾏われた場合の⺠事的救済措置の整備などを含
む改正不正競争防⽌法が、2018年から2019年にかけて順次施⾏されます。

独占禁⽌法の改正方針
が決定

「秘匿特権」の導入を含む独占禁⽌法の改正案が、第198回通常国会（2019年1⽉28⽇
〜2019年6⽉26⽇）に提出される⾒込みです。

改正消費者契約法の施
⾏

消費者と事業者の交渉⼒等の格差により消費者に不当な結果を招きかねない契約等につ
いて、契約取消や無効となる規定を定めた改正消費者契約法が、2019年6⽉15⽇から施
⾏されます。

道路交通法改正案の公
表

⾃動運転⾞の実⽤化に向け、道路交通法の改正試案が公表されており、早ければ2019年
中に法案が提出される可能性があります。

（図表）【2018年度・2019年度の法務5⼤ニュース】

●2018年度

●2019年度

（出所：監修者作成）
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２　2018年度の総括

　2 0 1 8 年度においては、まず、民法（相続関係）の見直しがありました（施行は一部の
規定を除き、2 0 1 9年7月1日）。今回の見直しによって、1 .残された配偶者の生活に配慮
する観点から、配偶者の居住権保護に関する規定、2 . 遺言の利用促進の観点からの自筆
証書遺言の方式緩和に関する規定、3 .相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行っ
た場合、相続人に対して金銭支払を請求することができる規定（特別の寄与）などが設
けられました。
　また、民法においては、2 0歳と定められていた成年年齢を1 8歳に引き下げる見直しも
行われました（施行は2 0 2 2年4月1日）。男女の婚姻開始年齢が1 8歳に統一されます。な
お、飲酒や喫煙が2 0 歳以上であることに変更はありません。成人式の実施時期について
は基本的には各自治体に委ねられることになると思われますが、政府が主導して統一的
なルールを示していくことが必要になるでしょう。
　2 0 1 8年6月1日には、司法取引制度が導入されました。日本における司法取引制度は、
他人の事件捜査や公判協力に対する見返りとして不起訴や求刑を軽くする「捜査公判協
力型」のみが認められ、自身の罪を自白することで、代わりに罪を免れたり、刑罰が軽
くなったりする「自己負罪型」は認められていません。司法取引が適用された事件の報
道が話題を集めましたが、この制度がどの程度定着するかについては、今後の運用次第
といえるでしょう。
　また、EU域内に在住する個人のデータ保護等を目的として、2018年5月25日に施行され
たEU 一般データ保護規則（GDPR）も重要なニュースといえるでしょう。GDPRでは、イン
ターネット等を通じてE U域内の個人に対して商品やサービスを提供している場合、E U域
内に子会社・支店等がなかったとしてもG D P R の適用を受け、データの移転に当たって個
別的許可を得ることが原則です。もっとも、日本とE U は、個人データの保護水準が十分
であると相互に認定をするに至ったため、個別的許可は不要になりました。具体的な内
容は、個人情報保護委員会が公表している「個人情報の保護に関する法律に係るE U 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」を確認
する必要があります。
　その他、会社法（企業統治等に関する規律）の見直しも把握しておく必要があるニュー
スでしょう。主な内容は、株主総会に関する手続合理化を目的とした株主総会資料の電
子提供制度の新設、株主提案権の濫用的行使を制限するための措置の整備、取締役の報
酬や会社役員賠償責任保険（D & O保険）に関する規律の整備・社外取締役の活用に関する
規律および社債の管理に関する規律等になります。
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３　20 1 9年度の主なニュース

1）改正著作権法の施行
　2 0 1 9年1月1日に施行された改正著作権法においては、情報通信技術の進展などにより
著作物の利用を巡る環境変化に対応すべく、主に次の4 点が改正されました。

・デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
・教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備（施行日は公布の日（2018年5月25
日）から起算して3 年を超えない範囲内において政令で定める日）

・障がい者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
・アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等

　本稿においては、このうち特にビジネス上重要な意味を有し、押さえておく必要のあ
る「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」につい
て説明をします。なお、一部を除く改正著作権法の施行日は20 1 9年1月1日ですが、20 1 9
年度から改正点を踏まえたサービスの提供などが本格化することが期待されるため、20 1 9
年度のニュースとして取り上げています。
　前述の通り、I o T、ビッグデータ、A Iなどを活用したさまざまなイノベーションが生ま
れていますが、第三者の著作物利用の個別承諾が高い壁となって新規事業の展開が萎縮
しているという状況があります。これでは、日本における生産性向上の鍵と位置付けら
れている「第4次産業革命」への取り組みが、諸外国に比べて遅れてしまうという懸念が
ありました。そこで、権利者の利益を不当に害することがない領域については、イノベー
ションを創出しやすい環境を整備すべく、次の2つの場合には著作権者の同意がなくても
付随的な利用が認められることになりました。

1 . 著作物を享受（鑑賞等）する目的で利用しない場合（非享受利用）
2 .新たな情報・知見を創出するサービスの提供に付随して著作物を軽微な形で利用
する場合（軽微利用）

　以降では、この2 点について具体的に説明をしていきます。

1 .著作物の非享受利用
　著作物の非享受利用については、権利者の利益を通常害さない行為類型であることか
ら柔軟性の高い規定が整備され、広く著作物の利用が可能となりました（改正著作権法
第30条の4）。
　改正により、これまで「技術開発」等の利用に限定され、解釈上、疑義があった「基
礎研究」等の利用や、A I 開発のためのディープラーニングで採用されている「代数的」
「幾何学的」な解析のための利用、A I 開発用データセットを複数の事業者で共有する行
為（公衆送信等）についても、著作権者の利益を不当に害するような事情がない限り、
著作権者の個別の同意なく利用ができるようになりました。



5

Business Report

　また、人の知覚による認識を伴わない利用やコンピューターの内部処理のみに供され
るコピー、セキュリティー確保のためのソフトウエアの調査解析についても、著作権者
の個別の同意なく利用ができるようになりました。

2 .著作物の軽微利用
　最近では、楽曲、テレビ番組、書籍などの検索サービスや店舗の口コミサイトなど、
インターネット上でさまざまな情報が即時に整理されて提供される情報検索サービスが
多く見られるようになりました。これまでの著作権法においては、G o o g l eが提供してい
るようなインターネット情報検索のみが著作権者の同意なく利用できる検索サービスで
あり、それ以外の検索サービスは著作権法上の制約がありました。
　今回の改正によって、軽微利用などの要件を満たす限り、著作権者の同意を得ること
なく著作物を利用することができるようになったので、インターネット情報検索以外の
検索サービスも多く生まれることになるでしょう。
　なお、ここでいう「軽微利用」に該当するかどうかは、利用される著作物の割合、量、
表示の精度等を総合考慮の上で判断することになっていますが、基準が明確とはいえま
せんので、今後の実務の蓄積によって具体化していくものといえるでしょう。

2 ）改正不正競争防止法の施行
　「第4次産業革命」の下、さまざまなデータがビジネスにおいて重要な資産であり、こ
れを有効に利活用していくことが企業の競争力の向上につながるといえます。そのため、
安心してデータを提供し利用できるような環境を整える要請が強まっています。不正競
争防止法の改正は、このような要請に応じる形で成立しました（2 0 1 8年から2 0 1 9年にか
けて順次施行されます）。
　今回の不正競争防止法の改正内容は、主に次の3 つになります。

1 . 相手方を限定して業として提供するデータ（限定提供データ）を不正に取得・使
用等が行われた場合の民事的救済措置の整備

2 . 技術的制限手段の効果を妨げる行為に対する規律の強化
3 .証拠収集手続の強化（書類提出命令における書類の必要性を判断するためのイン
カメラ（非公開）手続の創設と技術専門家（専門委員）が当該手続に関与できる
ようにする規定の整備）

　以降では、特に押さえておくべき1 .と2 .について説明します。

1 . 限定提供データの不正取得等に対する民事的救済措置
　これまでは、財産価値の高いデータであっても、知的財産権として特許法や著作権法
による保護が難しく（例えば、創作性までは認められない場合）、また、不正競争防止
法上の営業秘密としても保護されることが難しい場合（秘密として管理される非公知な
情報とまではいえない場合）、実効性のある民事的な救済方法はなかなかありませんで
した。
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　そこで、改正不正競争防止法では、「業として特定の者に提供する情報（＝限定的な
外部提供）として電磁的方法により相当量蓄積され（＝技術的管理性）、管理されてい
る技術上又は営業上の情報（＝有用性）であって、秘密として管理されているものを除
くもの」を限定提供データと定義し、当該データについて不正に取得、使用、開示等さ
れた場合においては、民事的救済措置を講じることができると規定されました。
　これにより、例えば、自動車メーカーが、車両の走行データを道路状況の把握のため
に公共機関や統計会社に提供する場合や、携帯電話会社が携帯電話の位置情報データを
収集した人流データをイベント会社に提供する場合、技術的管理性が認められれば、提
供データは「限定提供データ」に該当し、不正競争防止法上の保護を受けることができ
ます。

2 . 技術的制限手段の効果を妨げる行為に対する規律の強化
　不正競争防止法は、もともと「音楽、映画、写真、ゲーム等のコンテンツの無断コピー
や無断視聴を防止するための技術手段」を妨害する装置や、プログラムの譲渡・提供行
為を不正競争行為として位置付け、これら技術的制限手段の保護を図っていました。例
えば、コピーコントロール技術により視聴や記録、複製が制限されているコンテンツの
視聴や記録、複製を可能にする一定の装置やプログラムを譲渡する行為が規制されてい
ました。
　しかし、近年、技術的制限手段を施して、コンテンツ・プログラムや情報等の流通を
行うビジネスモデルが増える中、当該手段の効果を妨げる行為の手法や技術の提供形態
も多様化してきています。それに伴い、技術的制限手段を妨害する装置やプログラムの
提供ではなく、O Sソフトウエアのシリアルコードという「指令符号」を販売する行為や、
出張サービスによりテレビチューナーを改造し、有料放送の視聴を可能とする「サービ
ス」提供を行うなどの方法で、不正競争防止法によって保護されない技術的制限手段の
効果を妨げる行為が出てきました。
　そこで、改正法においては、技術的制限手段を妨害する装置やプログラムに加えて、
「指令符号」や「サービス」についても不正競争行為として位置付け、規制の対象とし
ました。

3 ）独占禁止法の改正方針が決定
　カルテルなどの疑いで調査を受けた企業が弁護士とのやり取りを秘密にすることがで
きる「秘匿特権」の導入を含む独占禁止法の改正案が、第19 8回通常国会（20 1 9年1月2 8
日～201 9年6月26日）に提出される見込みです。
　通常、企業がカルテル違反などを疑われ、内部調査の結果、それを把握した場合、具
体的な対策を検討するために、独占禁止法違反への該当性等の法的問題点を弁護士に相
談することになります。かかる相談の事実や相談内容が公正取引委員会に押収され、証
拠化されてしまうと、企業が弁護士に相談することすらはばかられることになります。
これにより、企業が弁護士に現状を包み隠さず共有して相談をすることができなくなる
恐れがあることから、以前より秘匿特権の導入を求める声がありました。
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　また、企業が談合などを公正取引委員会に自主申告した場合に、課徴金が減免される
課徴金減免（リーニエンシー）制度の見直しも、改正内容に含まれる予定です。
　これまでは、いち早く申告をして減免される順位を確保する一方で、必ずしもその後
の調査に協力的とはいえない企業もあったことを踏まえて、調査への貢献度に応じて課
徴金を増減する「裁量型課徴金」を導入する方向で協議が進められています。

4 ）改正消費者契約法の施行
　消費者契約に関する最近の被害事例を分析した上で、消費者と事業者の交渉力等の格
差により消費者に不当な結果を招きかねない契約等について、契約取消や無効となる規
定を定めた改正消費者契約法が、20 1 9年6月15日に施行されます。主な改正内容は次の通
りです。

1 . 不安をあおる告知をして消費者を困惑させて契約締結させる場合
　特に若年者などの社会生活上の経験が乏しい者が、ビジネス教室、エステ、タレント・
モデル養成所などにおいて、事業者から願望の実現に過大な不安を生じさせ、契約させ
られる事例が多くありました。
　そこで、今回の消費者契約法の改正においては、次の要件を満たした場合に契約の取
消ができることにしました。

・社会生活上の経験が乏しく
・願望の実現に過大な不安がある中で
・事業者がこれを知りながら
・不安をあおって契約が願望実現に必要である旨を告げて
・契約締結に至った場合
例：就活中の学生に、その不安を知りつつ「あなたは就活セミナーに参加しないと

一生成功しない」などと述べて、就活セミナーに申し込ませた場合など

2 . 人間関係を濫用して消費者を困惑させて契約を締結させる場合
　いわゆる「デート商法」により契約を締結させられた場合に、契約の取消が可能とな
りました。具体的な契約の取消の要件は次の通りです。

・社会生活上の経験が乏しく
・勧誘者に恋愛感情等の好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いてい
ると誤信させた上で

・勧誘者がこれを知りながら
・契約をしなければ関係が破綻する旨を告げて
・契約締結に至った場合
例：男性から電話があり、何度か話をしているうちに恋愛感情を抱くようになって

きた頃に、「2 人で一緒に住むためにマンションを買ってほしい」などと言わ
れ、ローン契約を締結してしまった場合など
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3 . 契約締結前に債務の内容を実施するなどして困惑させて契約を締結させる場合
　事業者が契約締結前に消費者に心理的負担を感じさせ、契約を締結させられるという
被害事例が少なからず存在していました。今回の改正によって、こうした契約について
も取消が可能となりました。具体的な要件は次の通りです（2 つの場合が規定されまし
た）。

【義務内容の全部または一部を契約締結までに実施する場合】
・一方的に義務内容の全部または一部を契約締結までに実施し
・実施前に原状回復を著しく困難な状況にした上で
・契約締結に至った場合
例：事業者が、注文を受ける前に自宅の物干し台の寸法に合わせて竿（さお）を切

断し、代金を請求され、契約締結に至った場合

【契約締結を目指した活動による損失の補償を請求する場合】
・契約締結を目指した事業活動を行い
・消費者のために特に実施したものである旨および損失補償を請求する旨の告知を
行い

・契約締結に至った場合
例：マンション投資の勧誘で会ってみたところ、何も知らされず担当者が遠方から

来て、突然「わざわざ来たのであるから、契約締結しないのであれば交通費を
請求する」などと言われ、契約締結に至った場合

　上記3つの他、不利益事実の告知を受けずに契約を締結させられてしまったような場合
における契約取消要件の緩和や、消費者の後見等を理由に契約を解除する契約条項・事
業者が自らの責任を自ら決める契約条項の無効などが定められました。

5 ）道路交通法改正案の公表
　自動運転車の実用化に向け、警察庁は道路交通法の改正試案を公表し、早ければ2 0 1 9
年中に法案を提出し、2 0 2 0年前半に施行されるともいわれています。
　具体的には、渋滞中の高速道路などで一定の条件の下でドライバーに代わってシステ
ムが運転を担うが、緊急時はドライバーが操作する「レベル3 」の走行が可能となりま
す。この「レベル3」の自動運転車の場合、自動運転中のスマートフォンや携帯電話の使
用、カーナビ画面でのテレビや映画の視聴も認めています（飲酒や睡眠は禁止）。
　自動運転の法整備を巡っては欧米が先行しており、ドイツで日本の道路交通法に相当
する法律の改正があり、レベル3の公道走行を可能にしており、米国でも2 0州で自動運転
のルールを新設するなど、各国が法整備を急いでいる状況です。日本政府としても対応
を急ぐべきと判断し、今回の改正試案の公表につながったものと思われます。
　なお、現在、自動車メーカーでは「Aud i  A 8」においてレベル3機能を搭載したモデル
が存在しています。日本の自動車メーカーではトヨタや日産がレベル3機能を搭載した自
動車を2 0 2 0年ごろに開発予定といわれています。
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４　今後の対応

　「第4次産業革命」の下、日本だけでなく世界中において、I o T、ビッグデータ、A Iな
どを活用してさまざまな変革が起き、これまでには想像すらしていなかったようなサー
ビスが多く生まれています。これにより、既存の法律の多くも遠くない未来において、
社会の環境変化に即応した形で改正を迫られるものと思います。本稿で触れた著作権法
や不正競争防止法、道路交通法もそのような波にのまれる形で変容を迫られた結果とい
えるでしょう。
　法律は、社会一般のルールですので、社会に大きな環境変化があれば、それに応じて
形を変えていかなければ形骸化してしまう恐れもあります。その意味で、今後5年程度の
間に、さまざまな法律が改正されていくことと推測されます。
　また、新たな法改正によって、従来は不可能だった、あるいはグレーだった行為が認
められるようになり、ビジネスチャンスが広がる可能性もあるため、本稿をきっかけに
法改正や重大な法務ニュースを確認することに気を留めていただければと思います。

以上（2019年3月作成）
（監修　竹村総合法律事務所　弁護士　松下翔）

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2 0 1 9年2月時点のものであり、将来変更
される可能性があります。
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