「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

刑法第１８５条第
１８６条
１ 賭博をした者
は，５０万円以下
の罰金又は科料
に処する（刑法
第１８５条）。
２ 常習として賭
博をした者は，３ カジノに係る行為は，刑法第185
年以下の懲役に 条及び186条に規定する罪の構
処する（刑法第１ 成要件に該当しうる行為であ
８６条第１項）。
る。
３ 賭博場を開帳
し，又は博徒を
結合して利益を
図った者は，３月
以上５年以下の
懲役に処する
（刑法第１８６条
第２項）。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは，
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項），②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項），④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１
項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条〜第３条

債権回収会社の取り扱うこと
のできる対象債権は一定の範
囲内に限定され、「特定金銭債
権」と定義されている（債権管理
回収業に関する特別措置法第２
条）。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

Ⅰ

Ｃ：全国規模で対応不可
刑法第１８５条及び第１８６条
は，社会の風俗を害する行為と
して規定されているところ，刑罰
法規の基本法である刑法を改
正して，カジノのみを刑法第１８
５条及び第１８６条の構成要件
から外すことはできない。 いず
れかの省庁において，カジノを
法制化する法律を立案すること
となれば，その内容について，
法務省が個別に，当該省庁との
協議に応じる用意はある。

z0500001

Ⅰ

法務省及び金融庁としては，現時点で，直ちに中小企業等
に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断して
いるが，借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は，今後も，引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については，需要創出型の新たな金
融サービスであり，借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘もあるが，平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば，借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり，また，地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし，実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると，一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また，経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大す
れば，中小企業等が締結するコミットメントライン契約に係る
手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制限が
及ばなくなる結果となって，手数料名目に合法的に高金利
を徴求されるおそれがあるのであり，このようなおそれがあ
る以上，いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対
策の効果等を見極めることなく，現時点において，直ちに経
済的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲
を拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため，法務省及び金融庁としては，今後の検討におい
ては，借主の範囲の拡大の是非について，高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ，
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

z0500003

I

ｂ
債権管理回収業に関する特別
措置法附則第７条において、こ
の法律の施行後５年を目途とし
て、この法律の実施状況等を勘
案しつつ検討が加えられるもの
とされており、本年が施行後５年
目に当たることから、ユーザー
等からのヒアリング等の調査を
行い、実情・ニーズの把握に努
めているところである。

z0500004

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

(1)国有河川敷地、29年前開通している
新幹線ｎ新駅設置、現在ある高速道路に
インターチェンジを設置、計画のある渡
架橋の基礎工事等を利用して、カジノハ
ウス・エンターテイメント施設・スポー
ツビジネス健康増進施設・宿泊施設等で
の総合福祉施設を作る
(2)財政的に豊かな東京都で働き、高齢
化を迎えた人々が老後の介護施設等、社
会保障の財源をカジノ等で捻出出来るも
のにする。カジノを利用出来る人は、海
外から旅行者と一定の所得を確保出来た
裕福層でパスポートを持った人のみしか
利用できず近隣に住む一般の人々は、利
用出来ないものとし、既存のパチンコ・
モーターボート・競輪・競馬との差別化
を図る事で既存業者との共存・共栄を図
る

要望理由

別途資料で述べている通り、行政や特殊
法人の不作為や不法行為で日本のあらゆ
る構造改革が遅れ、財政赤字の原因を
作っている。
団塊の世代と呼ばれる世代人口構成で一
番多い人々が高齢化を迎える。それらの
人々が健康で生きがいのある後半人生を
楽しむ事が出来る様にカジノ等のエン
ターテイメント施設を利用したり又、生
きがいの中、今までの職業での知識技術
をボランティアで活動出来る雇用創出と
町づくりのシンボルにする

カジノハウス特別法の設置（刑法賭博
罪）の規制

5004

50040011

11

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有) か じ と
梶栗俊郎

11

カジノハウス特別法の設置（刑法賭博
罪）の規制

①カジ
ノは日本では認められていないが、世界
の多くの国で設置されており、国際的に
は一般的なゲーシング産業として、経済
波及効果や雇用を創出する効果が期待出
来るものである
②現
在、カジノは賭博罪に当たる為、特別立
法の必要性がある

金融庁、法務 コミットメントライン契約適用対象の拡
大
省

5007

50070006

11

社団法人第二地方銀行協会

6

コミットメントライン契約適用対象の拡
大

コミットメントライン契約の適用対象を
拡大し、中小企業（資本金3億円以下）
のほか地方公共団体・特別法に定められ
た地方公社等を加える。

コミットメントライン契約は中小企業等
にとっても有益な資金調達手段であり、
借主の対象に中小企業等を追加し、資金
調達手段の多様化を図ることが必要であ
る。

債権管理回収業に関する特別措置法
上の特定金銭債権の見直し

5007

50070023

11

社団法人第二地方銀行協会

23

債権管理回収会社（サービサー）の取
扱い可能債権の範囲拡大

サービサー会社の取扱対象債権として限
定列挙されている「特定金銭債権」の範
囲を見直し、拡大する。

不良債権の早期解決を図ることが可能と
なる。

法務省

法務省

1/27

その他
（特記事項）

【別添資料】
文書番号
A039
A040
A041
A042
A043
A050
A051
A059
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A068
A069
A070
A074
A075
A147
A148
A149
4−12

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１
項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条〜第３条

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１
項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条〜第３条

制度の現状

債権回収会社の取り扱うこと
のできる対象債権は一定の範
囲内に限定され、「特定金銭債
権」と定義されている（債権管理
回収業に関する特別措置法第２
条）。

債権回収会社の取り扱うこと
のできる対象債権は一定の範
囲内に限定され、「特定金銭債
権」と定義されている（債権管理
回収業に関する特別措置法第２
条）。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは，
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項），②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項），④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

b

Ｉ

I

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

ｂ
債権管理回収業に関する特別
措置法附則第７条において、こ
の法律の施行後５年を目途とし
て、この法律の実施状況等を勘
案しつつ検討が加えられるもの
とされており、本年が施行後５年
目に当たることから、ユーザー
等からのヒアリング等の調査を
行い、実情・ニーズの把握に努
めているところである。

ｂ
債権管理回収業に関する特別
措置法附則第７条において、こ
の法律の施行後５年を目途とし
て、この法律の実施状況等を勘
案しつつ検討が加えられるもの
とされており、本年が施行後５年
目に当たることから、ユーザー
等からのヒアリング等の調査を
行い、実情・ニーズの把握に努
めているところである。

法務省及び金融庁としては，現時点で，直ちに中小企業等
に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断して
いるが，借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は，今後も，引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については，需要創出型の新たな金
融サービスであり，借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘もあるが，平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば，借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり，また，地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし，実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると，一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また，経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大す
れば，中小企業等が締結するコミットメントライン契約に係る
手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制限が
及ばなくなる結果となって，手数料名目に合法的に高金利
を徴求されるおそれがあるのであり，このようなおそれがあ
る以上，いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対
策の効果等を見極めることなく，現時点において，直ちに経
済的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲
を拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため，法務省及び金融庁としては，今後の検討におい
ては，借主の範囲の拡大の是非について，高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ，
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0500004

法務省

z0500004

z0500005

法務省

項目

債権管理回収業に関する特別措置法
上の特定金銭債権の見直し

債権管理回収業に関する特別措置法
上の特定金銭債権の見直し

金融庁、法務 コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大
省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5056

50560150

11

5086

5015

50860031

50150010

2/27

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

社団法人リース事業協会

都銀懇話会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

債権回収会社の取り扱
一般事業法人において、不良債権処理 うことのできる対象債権
や債権管理回収業務のアウトソーシング は一定の範囲に限定さ
れ、「特定金銭債権」と
のニーズが高い。
定義されている。

サービサーの取扱債権の拡大【新規】

サービサーが一般事業法人の有する売
掛債権、請負代金債権などの取扱ができ
るよう、特定金銭債権の範囲を拡大すべ
きである。

31

サービサー法に関する改正要望

特定金銭債権に「売掛金」を含めるこ
特定の企業グループ各社、取引先等が有
と。平成13年9月1日施行改正法により、
する売掛金（商品、資材等の売買代金
貸金業者の有する貸付債権、法的倒産手 特定金銭債権の範囲が拡大されることに
等）の請求、集金代行（口座振替）業務
続中の者が有する金銭債権も扱えるよう より、依頼者（顧客）満足度が向上す
を各社から受託しているが、上記債権が
になったが、現存する債権で最も金額が る。
扱えないため、業務拡大を行うことがで
多い通常の売掛金がまだ認められていな
きない。
い。

10

コミットメント・ライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限法及び
出資法上のみなし利息の適用除外となる
借主の対象を拡大し、中小企業（資本金
3億円以下等）等に加え、以下のような
コミットメント・ラインの対象企業の拡大
借主を追加する。① 地方公共団体、②
独立行政法人、③学校法人、④医療法
人、⑤共済組合、⑥ 消費生活協同組
合、⑦市街地再開発組合、⑧ 特別目的
会社

150

その他
（特記事項）

コミットメント・ライン（特定融資枠契
約）は、既に制度が導入されている大企
業等のみならず、中小企業等にとっても
有益な資金調達手段であり、経済的弱者
保護という本法の当初の趣旨は首肯でき
るものの、現環境下においては、借主の
範囲に中小企業等を一律に排除している
ことは適切ではない。借主の対象に中小
企業等を追加し、資金調達手段の多様化
を図ることが必要である

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは，
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項），②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項），④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは，
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項），②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項），④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは，
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項），②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項），④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

○「３か年計画」におけ
る記述
・経済的弱者の保護とい
う利息制限法及び出資法
の趣旨を踏まえつつ、コ
ミットメントライン契約
を利用できる借主の範囲
について検討し、結論を
得る。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・法務省および金融庁と
しては、現時点で、直ち
に中小企業等に借主の範
囲を拡大することは時期
尚早であると判断してい
るが、借主の範囲の拡大
の是非に関する検討につ
いては、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極め
やニーズの把握等を行い
つつ、慎重に判断してい
く予定である。

Ⅰ

法務省及び金融庁としては，現時点で，直ちに中小企業等
に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断して
いるが，借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は，今後も，引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については，需要創出型の新たな金
融サービスであり，借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘もあるが，平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば，借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり，また，地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし，実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると，一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また，経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大す
れば，中小企業等が締結するコミットメントライン契約に係る
手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制限が
及ばなくなる結果となって，手数料名目に合法的に高金利
を徴求されるおそれがあるのであり，このようなおそれがあ
る以上，いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対
策の効果等を見極めることなく，現時点において，直ちに経
済的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲
を拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため，法務省及び金融庁としては，今後の検討におい
ては，借主の範囲の拡大の是非について，高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ，
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

コミットメントライン契約の適用対象範
z0500005 法務省、金融庁 囲の拡大

5028

50280014

11

社団法人全国地方銀行協会

14

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、a.中小企業
コミットメントライン契約適用対象のさら
（資本金３億円以下等）、b.地方公共団
なる拡大
体、地方公社、独立行政法人等、をその
範囲に含める。

平成13年６月の法改正により、それま
で商法特例法上の大会社に限定されてい
た対象企業等に、①資本の額が３億円を
超える株式会社、②証券取引法の規定に
よる監査証明を受けなければならない株
式会社、③特定債権等譲受業者、④特定
目的会社及び登録投資法人等が加えられ
たが、より幅広い中小企業への金融の円
滑化を図り、中小企業経営の安定と銀行
の収益機会の拡大に資する観点からは、
さらなる適用対象の拡大が必要である。
また、地方公共団体等の資金需要に対
しより安定的・機動的に対応していくた
めには、こうした先も適用対象に含める
べきである。

Ⅰ

法務省及び金融庁としては，現時点で，直ちに中小企業等
に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断して
いるが，借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は，今後も，引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については，需要創出型の新たな金
融サービスであり，借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘もあるが，平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば，借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり，また，地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし，実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると，一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また，経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大す
れば，中小企業等が締結するコミットメントライン契約に係る
手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制限が
及ばなくなる結果となって，手数料名目に合法的に高金利
を徴求されるおそれがあるのであり，このようなおそれがあ
る以上，いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対
策の効果等を見極めることなく，現時点において，直ちに経
済的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲
を拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため，法務省及び金融庁としては，今後の検討におい
ては，借主の範囲の拡大の是非について，高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ，
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

z0500005

金融庁、法務 コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大
省

5037

50370010

11

社団法人全国信用組合中央協
会

10

コミットメントライン契約の適用対象企
業の拡大

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、中小企業
（資本金３億円以下等）、地方公共団体
や特別法で定められた地方公社等をその
範囲に含めること。

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、資金調達手
段の多様化を図ることが必要である。

Ⅰ

法務省及び金融庁としては，現時点で，直ちに中小企業等
に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断して
いるが，借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は，今後も，引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については，需要創出型の新たな金
融サービスであり，借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘もあるが，平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば，借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり，また，地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし，実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると，一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また，経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大す
れば，中小企業等が締結するコミットメントライン契約に係る
手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制限が
及ばなくなる結果となって，手数料名目に合法的に高金利
を徴求されるおそれがあるのであり，このようなおそれがあ
る以上，いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対
策の効果等を見極めることなく，現時点において，直ちに経
済的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲
を拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため，法務省及び金融庁としては，今後の検討におい
ては，借主の範囲の拡大の是非について，高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ，
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

z0500005 金融庁、法務省 囲の拡大

5059

50590026

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

26

コミットメントライン契約の適用対象企
業の拡大

コミットメントライン契約（特例融資枠
コミットメントライン契約（特例融資枠
契約）の適用対象を拡大し、①中小企業
契約）の適用対象を拡大することによ
（特定融資枠契約法の規制の緩和）対象
継続
（資本金３億円以下等）、②地方公共団
り、中小企業の資金調達の多様化が図ら
企業を拡大する。
体や特別法で定められた地方公社等をそ
れる。
の範囲に含める。

コミットメントライン契約の適用対象範
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは，
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項），②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項），④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

当事者が譲渡禁止の意思表示
民法第４６６条第
をした場合、指名債権の譲渡は
２項
禁止される。

信託法第１条

信託宣言は，現行法上認められ
ていない。

措置の 措置の
分類
内容

b

-

ｂ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

法務省及び金融庁としては，現時点で，直ちに中小企業等
に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断して
いるが，借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は，今後も，引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については，需要創出型の新たな金
融サービスであり，借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘もあるが，平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば，借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり，また，地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし，実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると，一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また，経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大す
れば，中小企業等が締結するコミットメントライン契約に係る
手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制限が
及ばなくなる結果となって，手数料名目に合法的に高金利
を徴求されるおそれがあるのであり，このようなおそれがあ
る以上，いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対
策の効果等を見極めることなく，現時点において，直ちに経
済的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲
を拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため，法務省及び金融庁としては，今後の検討におい
ては，借主の範囲の拡大の是非について，高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ，
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

Ⅰ

法務省は、民事基本法を所管す
る立場から、信託営業者等につ
いての特例措置に関する所管
府省による検討に協力を行う。

Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の
見直しに関する専門部会を設置
し，具体的な調査審議を進め，
平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に
提出することを目途として作業
を行っているところである。
信託宣言の許容に関する規定
の整備については，現行信託法
制下における種々の問題点の
把握や分析に努めている段階
であり，現時点では検討の方向
性は未定であるが，いずれも法
制審議会における審議の内容
を踏まえて上記の関係法案提
出までには所要の結論を明らか
にする予定である。

その他

管理コード

z0500005

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大
省

要望
管理番号

5107

要望事項
管理番号

51070009

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

全国農協中央会・農林中央金
庫

要望
事項番号

9

本件要望は、私人間における債
権譲渡一般についての見直しで
はなく、譲受人が信託営業者等
一定の免許業者の場合に限定
した特例措置の検討を求めるも
金融庁、法務 債権流動化における債権譲渡禁止特
z0500006
約の対外効の制限
省
のであるから、当該業者を所管
する府省において検討がされる
ものと承知しているが、その検
討に対して必要な協力は行って
参りたい。

5015

50150012

11

都銀懇話会

12

金融庁、法務 資産流動化に際しての信託宣言の許
容
省

5015

50150013

11

都銀懇話会

13

z0500007
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要望事項
（事項名）

コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大

具体的
要望内容

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象となる借主の範囲を拡
大し、①中小企業（資本金３億円以
下）、②地方公共団体、③特別法で定め
られた地方公社等をその範囲に含める。

具体的事業の
実施内容

要望理由

○コミットメントライン契約に係る手数
料が利息制限法及び出資法上のみなし利
息の適用除外となるのは、借主が①資本
金５億円以上又は負債総額が200億円以
上の大会社、②資本金３億円以上の株式
会社、③特定債権等譲受業目的会社、④
特定目的会社等に限定されている。
○コミットメントライン契約の適用対象
を拡大することにより、中小企業、地方
公共団体等の資金調達の安定的・機動的
な対応が可能となる。

債権流動化における債権譲渡禁止特
約の対外効の制限

売掛債権等の一定の種類の指名債権に限
定し、かつ①「信託業法」又は「金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律」に
基づく信託営業者に対する信託が譲り受
ける場合、②特定目的会社及び「証券取
引法施行令第17条の2第2項第3号及び同
条第3項に規定する有価証券を定める内
閣府令」に定める有価証券を発行する法
人並びにそれに準ずる外国の法人が譲り
受ける場合、③金融機関（①を除く）が
譲り受ける場合に限り、譲渡禁止特約の
対外効を制限する

譲受人を信託営業者等一定の免許業者等
に限定することにより、原債務者の保護
という商法の趣旨は維持可能。一方、現
在の譲渡禁止特約の対外効は、原債権者
の資金調達を妨げる要因となっているな
ど弊害が多い。譲渡禁止特約つき債権
も、最高裁判例で既に差押及び転付命令
の対象と認められている点と照らし合わ
せれば、より広く原債権者の資金調達の
ために活用されるべきである。我が国の
債権譲渡関連法制を国際的な趨勢に適合
させることにより、我が国の債権流動化
市場の拡大を図ることができる

資産流動化に際しての信託宣言の許
容

信託法第1条に第2項を新設し、「別途法
律に定めのある場合においては自己を一
定の目的に従い財産の管理又は処分を為
さしむることを得」と規定する

貸出債権等の流動化における債務者の抵
抗感の払拭により、貸出債権等の流動化
の促進が期待でき、金融市場の活性化に
資する

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

債権回収会社の取り扱うこと
のできる対象債権は一定の範
債権管理回収業
囲内に限定され、「特定金銭債
に関する特別措
権」と定義されている（債権管理
置法第２条
回収業に関する特別措置法第２
条）。

なし

民法は，土地の所有権の主体
について何ら制限を設けていな
いから，民法上は，土地を国や
都道府県等が所有することも可
能。

担保附社債信託法において、社
債に物上担保を付する場合は
担保附社債信託 その社債を発行する会社と信託
法第2条
会社との信託契約に従い社債
を発行する旨の規定がある。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

e

b

Ⅰ

-

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

ｂ
債権管理回収業に関する特別
措置法附則第７条において、こ
の法律の施行後５年を目途とし
て、この法律の実施状況等を勘
案しつつ検討が加えられるもの
とされており、本年が施行後５年
目に当たることから、ユーザー
等からのヒアリング等の調査を
行い、実情・ニーズの把握に努
めているところである。

民法は，土地の所有権の主体
について何ら制限を設けていな
いから，規制自体が存在しな
い。なお，要望の内容は，私有
財産制を保障する憲法第２９条
第３項に抵触するおそれがあ
る。

社債制度については、現在作業
中の会社法制の現代化（平成１
７年法案提出予定）にかかる法
制審議会等の議論において，そ
の見直しの要否等について検
討中であり、担保附社債信託法
についても、社債制度について
の検討を踏まえつつその見直し
の要否等の検討を進めている。

その他

管理コード

z0500068

z0500008

z0500009

制度の
所管官庁

法務省

項目

ファクタリング業務に係る規制緩和

法務省、国土 土地制度の改革(土地を私財から公共
財に転換すること）
交通省

金融庁、法務 特定社債に関する担保付社債信託法
の一部適用除外
省

要望
管理番号

5015

5016

5031

要望事項
管理番号

50150019

50160001

50310003

5/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

都銀懇話会

山口健治
（世界経済・土地研究所）

社団法人不動産証券化協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

19

ファクタリング業務に係る規制緩和

債権管理回収業に関する特別措置法
（サービサー法）第2条に定める「特定
金銭債権」の15号関係（ファクタリング
債権関係）に、保証ファクタリング業務
の保証履行債権を加える

ファクタリング業務は、都市銀行では関
連ファクタリング会社を通じて提供され
ており、近年は、一括決済方式などを通
じて、喫緊の課題である中小企業金融の
円滑化にも貢献。ファクタリング会社が
取扱う保証ファクタリング業務の保証履
行債権が特定金銭債権に含まれれば、
ファクタリング会社の保証サービス業務
が拡大し、更なる中小企業金融の円滑化
に資するとともに、中小企業の回収業務
の効率化（回収業務のアウトソーシン
グ）が一層促進される

1

土地は、現在の土地制度では純粋な私有財産
とされているため、日本では昔から土地投機
が絶えない。バブルの前は、日本列島改造の
時代〈昭和４７−４８年〉がそうであった。
人口密度が高く、生産活動や経済活動が活発
な日本では、土地投機が経済のすべてをだめ
にしている。〈たとえば、物価高、世界一の
地価、バブルの発生と崩壊、不良債権の発
生、金融不安、公的資金の投入、ベラボウに
コストの高い公共事業、国と地方の財政赤字
の累積等）土地投機の結果、マクロ経済のバ
ランスは崩れ、地価上昇のときはインフレ圧
力、地価下落のときはデフレ圧力を、日本経
済に対してかけてきた。今回の土地バブル
は,その最大のものであった。日本経済がメ
タメタに破壊された。われわれは、まだデフ
レ圧力の下に生きている。国の基本構造であ
土地制度の改革(土地を私財から公共 る土地所有権制度は、完全な時代遅れとなっ
てしまい、日本の土地制度は、１３０年前の
財に転換すること）
ものであり、１９世紀の遺物となっている。
こんな特異な土地制度を持っている国は世界
中にない。日本がお手本としたフランスは、
１３０年の間に大きく変わってしまってい
る。日本は、土地に付いては民尊官卑になっ
てしまった。世界の土地政策の流れは、土地
の公共財化、土地公有化に向かっている。外
国では、土地は私財というよりは、むしろ公
共財として扱われる方向に進んでいる。日本
経済を健全な方向に再生するためには、民法
をはじめ土地法を抜本的に改正し、土地の権
利は利用権を中心として国民に与えるが、土
地の処分権〈売買する権利〉は、国と地方公
共団体のみが保持する制度を採用する必要が
ある。日本経済が崩壊した今、これを再生す
るためには、土地を公共財とすることが不可
欠の課題である。

全国の都道府県、市町村の中から、１０
団体程度を『土地公共財・特区』として
選定し、土地を私財でなく、公共財とし 土地については、戦後の農地改革を除き、基本的な制度の改
た場合に、物価がどう変わるか、公共事 革は、明治６年の地租改正以来ほとんど行われていないよう
業の用地費と各種補償費がどうなるか等 に思う。しかし、海外では『土地は公共財』（Landis
public property.)という考え方は、今や世界の土地政策の
を測定し、その地域における国の予算の 潮流となっている。現在の土地制度の下での日本では、人間
執行と、当該地方公共団体の財政にどの がいくら勤勉に働いても、土地制度の欠陥から土地投機が起
こり、経済のバランスが崩れてしまっている。失業や自殺が
ような影響を与えるか、を測定し、評価 多くなり、物価が高く、住居費が高い日本では、土地制度
する。また住民の反応と評価を測定す は、少子化の大きな原因ともなっている。今後土地投機は、
あらゆる手段で根絶しなければならない。このためには、土
る。この測定結果を公開し、国会、地方 地に関する日本人の意識を、根本的に変革する必要がある。
議会等で論議した後、何らかのメリット と同時に、明治維新以降の、土地制度の基本を抜本的に改革
があり、国民や地域住民から成功と判断 する必要があり、土地に関する国民の権利は、投機を伴はな
い利用権に限定すべきである。土地を公共財とすることに
された場合には、土地を私財から公共財 よって、日本経済は下記のメリットを享受することができ
に転換するため、現行の処分権中心の制 る。１ 土地投機ができなくなるため、土地バブルは起こら
なくなる。バブル時のインフレ圧力、バブル崩壊時の長期に
度から利用権を中心としたものに切り替 わたるデフレ圧力も生ずることはない。２ 不良債権、金融
える。即ち、国民や企業は、処分権を返 不安等は非常に少なくなり、銀行等に対する公的資金の投入
土地制度の重心が公益重視、土地私
上し、土地の利用権のみを享受すること も、不必要となる。３
権を弱化させることになるため、公益と私益のバランスが回
とし、底地権〈処分権〉は、国と地方公 復する。そして、公共事業を計画するに当たり、国民経済上
共団体のみが持つという土地制度に、転 最も効率的に計画できると同時に、用地費、各種補償費等が
大幅に削減でき、効率のよい安価な社会資本造りが可能とな
換することとする。すでに、現行の土地 る。４ 財政の歳出面が大幅に節約され、国と地方双方の財
基本法は土地が、強い公共性と社会性を 政再建が可能となる。５ 悪名高き『世界一の高地価』と物
価が下がり、国民生活は実質的に豊かになる。６ 最近急速
持つ財であることを認めているので、そ に競争力をつけてきた、中国経済に対し、土地制度の面で
の趣旨を尊重して、国民の土地の権利 は、少なくとも対等に競争できる制度的条件を整えることに
は、利用権に限定することにし、その方 なる。
向で、民法をはじめとする土地法体系の
抜本的改正を行う。

3

特定社債に関する担保付社債信託法
の一部適用除外

特定社債について、担保付社債信託法の
一部適用除外とすることができるよう要
望する。

特定目的借入に担保をつけると、特定社
債にも担保をつけざるを得なくなる場合
が多い。この場合、担保付社債信託法が
適用となる。その際、以下の規程が適用
され社債権者の保護が行われる結果、柔
軟な担保処分の仕組みを求める社債権者
の利益にかえって反することとなってい
る。社債権者の保護及び平等の原則の趣
旨は理解できるが、特定社債について、
社債権者の利益を守り、資産流動化法の
活用を推進するため、当事者同士の合意
のもと、資産流動化計画に規定すること
等一定の要件を満たす場合に、以下の規
程を適用除外とすることができるように
要望する。①「平等な担保利益の享受」
（担信法第71条）②「転質・流質契約の
禁止」（担信法第73条）③「担保の変
更」（担信法第75条）「担保権の順位の
譲渡または放棄」（担信法第75条の２）
④「担保権の実行」（担信法第82条）

その他
（特記事項）

＜要望理由より続き＞
以上、土地を私財から公共財へと転
換することによって生ずるメリット
をあげてきた。その反面、失われる
利益は、地権者や金融機関の土地投
機による利得のみである。投機的利
益の追求は、世界中どこの国でも悪
とみなされている。したがって、こ
の改革で失われるものは特にない。
この大改革によって、日本経済は、
確実に、健全な方向に再生すること
ができる。そして、われわれの通貨
である日本円は、基軸通貨への道を
歩むことも不可能ではない。現行の
陳腐化した土地制度に固執するあま
り、今土地を公共財として転換する
ことができなければ、ＧＤＰ世界第
二位となった、輝かしい日本経済の
運命は、今後も繰り返すと予想され
る土地投機と土地バブルによってま
たもや翻弄され、マクロ経済は激動
し、没落の道をたどるであろう。
〈追記〉土地投機が、過去の日本経
済の中でどのような役割を果たして
きたのか、政府の国民経済計算資料
を活用して、数量的に分析した結
果、日本では、政策的に土地投機を
コントロールすることができなけれ
ば、経済の再生は、ほとんど不可能
に近いことを検証いたしました。こ
れは、『日本経済・岡目八目』とし
てまとめ、メール・マガジンとして,
下記の３社（まぐまぐ、メルテン、
メルマ）で配信しております。３年
がかりで、現在まで、多くの読者に
約５０回配信してきました。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

土地区画整理法
第１０３条，第１０
４条，第１０７条 換地処分の公告前においては，
土地区画整理登 保留地予定地の登記は受理で
記令第６条，第１
きない。
９条の２

・人事院規則８−
１４
・「非常勤職員の
適切な採用につ
いて（通知）」（平
成１５年５月１日
人企−３４５人事
院事務総局人材
局企画課長）

非常勤職員の採用について
は，人事院規則８−１４（非常勤
職員等の任用に関する特例）に
基づき行っており，その募集に
当たっては，特定の知識，経
験，技能等の内容，離島やへき
地などの勤務環境，採用の緊急
性等の事情から公募により難い
ものを除き，公平性を確保する
ために，人事院事務総局人材
局企画課長からの通知をもって
示されたハローワークの利用等
の方法により適切な公募を行っ
ているところである。

入管法上，査証の免除は「国際
約束若しくは日本国政府が外国
政府に対して行った通告により」
出入国管理及び 行うこととされており、我が国
難民認定法第６ は，台湾との間で国際法に基づ
条
く公式関係がなく，台湾を外国
政府として認めることが困難で
あることから，台湾に査証免除
措置を行うことは困難である。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｄ

ｂ

措置の概要
（対応策）

−

保留地については，土地区画整
理法第１０３条第４項の公告の
あった日の翌日以降に表示の
登記がされ（土地区画整理登記
令第１９条の２），このときに保
留地として法的意味の土地が生
ずるのであって，それ以前の段
階では登記の対象がない状態
であるし，このような登記を仮に
容認するときは，二重登記とも
なるので，現行法上，認められ
ない。

−

非常勤職員の採用について
は，人事院規則８−１４（非常勤
職員等の任用に関する特例）に
規定され，その募集の方法につ
いては，人事院事務総局人材
局企画課長からの通知をもっ
て，公平性を確保するために，
特定の知識，経験，技能等の内
容，離島やへき地などの勤務環
境，採用の緊急性等の事情から
公募により難いものを除き，ハ
ローワークの利用やホームペー
ジへの掲示等の方法により適切
な公募を行うこととされている。
現在のところ，ハローワーク等
を利用することにより無償で前
記法令等に基づく公正な募集方
法を行うことが可能であり，必要
な人材の採用が十分に行えて
いるため，民間求人事業者の活
用には至っていない。
今後，制度官庁において，公
平な応募機会の拡大という観点
から民間求人事業者の活用を
方針として打ち出されるのであ
れば，そのために必要な募集採
用費用の予算化を検討していか
なければならないと考えている。

Ⅰ

愛知万博期間中における台湾
人に査証免除措置が可能となる
よう法的整備も含め検討してい
るが直ちに結論を出すことは困
難である。

その他

管理コード

z0500010

該当なし

z0500011

z0500012

制度の
所管官庁

項目

法務省、国土 土地区画整理事業における保留地の
流動化促進
交通省

全省庁

非常勤公務員採用の際の民間求人情
報事業者の活用

法務省、外務 愛知万博期間中における台湾人観光
客への入国査証免除
省

要望
管理番号

5035

5044

5052

要望事項
管理番号

50350001

50440016

50520001

6/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

埼玉県久喜市吉羽土地区画整
理組合

社団法人全国求人情報協会

愛知県

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

保留地について必要な場合には、理事長
は、関係法*所定の要件を充たす証明書
（保留地権利書）を発行するものとし、
保留地については、土地区画整理組合の
関係者は、該証明書をもって保留地につ
長（以下、理事長という）による証明を
き登記をすることができる。
もって登記可能とするよう土地区画整理
法などの関係法を改訂する。
*民法第177条、不動産登記法第117条な
ど

1

土地区画整理事業における保留地の
流動化促進

16

非常勤公務員の求人について、求職者に
対し広く募集機会を知らせるために、す
でに相当の実績がある求人メディアの活
非常勤公務員採用の際の民間求人情 用を図る。人員の採用部署に適当な募集
採用費用を予算化し、求人情報メディア
報事業者の活用
の活用を図る一方で、適正な求人情報メ
ディアを選別するための規程や業者登録
制度を整備する。

1

愛知万博期間中における台湾人観光
客への入国査証免除

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

土地区画整理事業は長年月にわたって行われるので、その
間に保留地の換金処分を希望する権利者が現れるのは当然で
ある。一方、保留地について購入を希望する第三者も少なく
ない。しかし現行法では、保留地は換地処分までの間登記で
きないことから、購入者は金融機関から十分な融資を受けら
れない。ために保留地の流動化が進まず、国も不動産免許税
を徴収できない。
上記実態を改革するために、「保留地を法務局の管理とし
て通常の土地に準ずる扱いとすべき」との構想もあるが、区
画整理中の保留地を正確に特定することは法務局に過大な負
担*を強いるものであるから、かかる構想は現実的とは言い
がたい。
*事業進行とともに経時的に変化する土地状況の把握、それ
にもとづく位置図、街区、画地、地積の特定などの作業は、
整理事業に通暁した多数の要員を必要とする。（資料A）
この問題を解決するため当組合では、かねてより保留地の
特定と表示に関する研究をおこなってきたが、先年独自の方
式を確立した（資料B）。これによれば関係法に合致した証
明書（資料C）を迅速に作成できるので、これにもとづき組
合と金融機関等との協定により、適正な融資「保留地ロー
ン」がなされるようになっている。さらに、抵当権付きの保
留地の第三者への転売の場合にもこの証明書（資料Cに加え
て抵当権につき明記）をベースに融資が円滑に行われてお
り、過去の事例は100件近い。
このような実績があるものの、現行の土地区画整理法のもと
では換地処分までは保留地の登記ができないことから、通常
の土地に比べて保留地の流動性は低い。一般に未登記の土地
への融資は、抵当権設定が難しいことから、金融機関は前向
きではないからである。 そこで、理事長に証明書（保留地
権利書）発行の権限を与え、これをもって保留地の登記を可
能とするよう関係法の改訂を要望する。

民間の求人情報事業が拡大・一般化する
中で、これを利用する求職者に公務員の
求人情報を提供することは、今まで以上
により公平な就職機会の拡大につなが
る。

台湾人観光客は、現在、入国査証が必要
であり、発給手続きの煩雑さ等が訪日観
光客拡大の阻害要因となっている。すで
に、韓国人観光客は、愛知万博期間中に
査証免除となっていることから、台湾人
観光客についても同様の措置を望みた
い。なお、本年６月に同様の要望を行っ
たところ、台湾は入管法第６条の「外国
平成17年３月〜９月に開かれる2005年日
政府への通告」との整合性が問題とさ
本国際博覧会（愛知万博）期間中は、台 愛知万博を訪れる台湾人観光客の誘致拡
れ、認められなかったが、その後、台湾
湾人観光客に対する入国査証の取得を免 大
を念頭に「権限ある機関」を対象に追加
除して頂きたい。
する方向で検討が進められているという
報道があり、また、小泉首相からも関係
閣僚に台湾人観光客への査証免除の検討
指示がなされている。こうしたことか
ら、是非とも、報道にあった様な形で速
やかに入管法の改正手続きを進め、万博
期間中の査証免除の特例を講じて頂ける
ようお願いしたい。

（資料）
新聞記事
（16年6月要望）
管理コード
z0600008

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

入管法上，査証の免除は「国際
約束若しくは日本国政府が外国
政府に対して行った通告により」
出入国管理及び 行うこととされており、我が国
難民認定法第６ は，台湾との間で国際法に基づ
条
く公式関係がなく，台湾を外国
政府として認めることが困難で
あることから，台湾に査証免除
措置を行うことは困難である。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

台湾からの修学旅行性に対す
る査証免除措置については，外
交上，治安上及び出入国管理
上の問題点等を踏まえつつ総
合的に検討する必要があり，直
ちに結論を出すことは困難であ
る。

その他

管理コード

z0500013

制度の
所管官庁

項目

法務省、外務 台湾人修学旅行生に対する入国査証
の免除
省

要望
管理番号

5052

要望事項
管理番号

50520002

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

愛知県

要望
事項番号

2

要望事項
（事項名）

台湾人修学旅行生に対する入国査証
の免除

具体的
要望内容

台湾からの修学旅行生に対して入国査証
台湾からの修学旅行生の誘致拡大
を免除して頂きたい。

①について
交代勤務の研修についても，
研修生が帰国した後の勤務体
系が交代制勤務であること等の
一定の要件を満たせば認めら
れる。

出入国管理及び
難民認定法第７
条第１項第２号
の基準を定める
省令の表の「研
修」の項

出入国管理及び
難民認定法第７
条第１項第２号
の基準を定める
省令の表の「研
修」の項

①交代勤務の研修についても，
研修生が帰国した後の勤務体
系が交代制勤務であること等の
一定の要件を満たせば認めら
れる。
②現行，技能実習移行対象職
種として，６２職種１１３作業が
認められている。
③企業単独型における研修生
の人数は，当該企業における常
勤職員の１／２０以内とされてい
る。

再研修・技能実習を認めるにあ
たっては，前回の研修終了後に
その研修期間と少なくとも同じ
期間，修得した技術等を活かし
た活動を本国で行っているか，
前回の研修時と同じ業種である
か，再研修の必要性が認められ
るか，新たな研修終了後の処遇
（職位）等はどのようなものであ
るか等から判断している

ｃ

ｂ

−

Ⅳ

②について
対象技能等については，公的
評価制度に基づき客観的に評
価ができるものであって，かつ，
研修生送出国のニーズに合致
するものである必要があり，業
種を問わず技能実習への移行
を認めることは，研修・技能実習
生が技能を修得し，派遣先国へ
の技能移転を図るとの目的に適
合しないことから，このような措
置を講ずることは困難である。
③について
事実上労働者として扱う等の
問題事例が多発しており，これ
以上の研修生の受入れ人数の
緩和措置を講ずることは困難で
ある。

再研修・再技能実習の事例集
の公表及びガイドラインの策定
について検討してまいりたい。

z0500014

z0500015

法務省

法務省

企業単独型の外国人研修・技能実習制
度の要件緩和

外国人研修・技能実習制度における再
研修・再実習の制度化

5056

5056

50560022

50560023

7/27

11

11

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

22

23

具体的事業の
実施内容

①資本関係のある海外関係会社社員の研
修受け入れについては、在留資格が「研
修」であっても交代勤務の研修を行なえ
るよう要件を緩和すべきである。
企業単独型の外国人研修・技能実習制 ②資本関係のある関係会社社員の受け入
れについては、業種を問わず技能実習が
度の要件緩和
行なえることを認めるべきである。
③企業単独型の場合、研修生の人数の制
限を緩和（常勤社員の10％以内）すべき
である。

外国人研修・技能実習制度における再 再研修・技能実習が認められる基準を
研修・再実習の制度化
明確化し制度化すべきである。

要望理由

本県には、企業博物館、生産現場など産
業観光資源が多数存在する。産業観光
は、学習効果が大きいことから、修学旅
行の旅行先として国内外に積極的にＰＲ
している。海外については、韓国・中
国・台湾を主要な誘客対象としている
が、台湾修学旅行生のみが、現在、査証
免除となっていない。本年６月に同様の
要望を行ったところ、台湾は入管法第６
条の「外国政府への通告」との整合性が
問題とされ認められなかったが、その
後、台湾を念頭に「権限ある機関」を対
象に追加する方向で検討が進められてい
るという報道もなされているので、是非
とも、報道にあった様な形で速やかに入
管法の改正手続きを進め、台湾人修学旅
行生に対する査証免除を行って頂くよう
お願いしたい。また、できれば、愛知万
博の開幕までに免除措置がなされるよう
お願いしたい。

①企業が海外に関係会社を保有するな
ど、経済のグローバル化が進展する中
で、海外関係会社の生産現場を担うオペ
レーター層の人材育成は不可欠である
が、現状の制度では、交代勤務でしか習
得できない技能の研修は実施しづらい。
②標準化されていない会社独自の技能等
が多い職種は、国際研修協力機構の認定
を受けられず、技能実習が不可能であ
る。
③海外の関連会社の立ち上げなどによっ
て、一度に多くの研修生を受け入れる必
要がある場合もある。
④企業単独型の研修生受け入れは、企業
グループの従業員が研修として来日する
ものであり、身元保証をしっかりと行な
うことができる。

元研修生・技能実習生のうち優秀な人
材を再び受け入れたいと考えている企業
は多い。また、元研修生・技能実習生の
なかにも、次は生産ラインの管理者とし
てのスキル、ノウハウを学びたいといっ
た希望を持つ者も少なくない。

その他
（特記事項）

（資料）
新聞記事
（16年6月要望）
管理コード
z0600009

①企業単独型の研修で
あっても日勤のみで交替
勤務は原則認められてい
ない。個別の事情に応じ
て認めるとされている
が、実際にはなかなか認
められない。
②技能実習が認められて
いるのは、一部の対象職
種（技能検定対象職種、
国際研修協力機構認定職
種）に限られている。
③研修生の受け入れ人数
は、大企業の場合、社員
数の5％以内となってい
る。

研修・技能実習を終了
して帰国した元研修生・
技能実習生の再入国につ
いては禁止されてはいな
いが、帰国後早々の再研
修や、前回の研修と同
種・同等レベルの再研修
は認められていない。再
研修・技能実習が認めら
れるのは、帰国・復職後
１年以上経過しているこ
と、研修技能実習目標・
内容が前回よりレベル
アップしていることなど
の基本的な要件が必要と
されることに加え、再研
修が必要であると認める
に足りる相当の個別の具
体的理由があると法務大
臣が判断した場合に限ら
れている。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

良質な賃貸住宅
等の供給の促進
に関する特別措
置法附則第３条
借地借家法第３
８条第２項・第５
項

①定期借家制度導入前にされ
た居住用建物の普通借家契約
については，当事者の合意に基
づく定期借家契約への切替え
が，当分の間，禁止されている。
②定期借家契約を締結する際
には，賃貸人は，あらかじめ，賃
借人に対し，契約の更新がな
く，期間の満了により契約が終
了する旨を記載した書面を交付
して説明しなければならず，この
説明をしなかった場合には契約
の更新がないとする特約は無効
となる。③床面積が２００平方
メートル未満の居住用建物の定
期借家契約については，転勤，
療養，親族の介護等のやむを
得ない事情により，建物を生活
の本拠として使用することが困
難となった場合には，賃借人に
中途解約が認められており，こ
の中途解約権を排除する特約
は無効となる。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

共用部分の変更は，その形状
又は効用の著しい変更を伴うも
建物の区分所有
のに限り，区分所有者及び議決
等に関する法律
ｄ・ｃ
権の各４分の３以上の多数によ
第１７条第１項
る集会の決議で決するものとさ
れている。

電子署名及び認証業務に関
する法律においては、特定認証
業務（その方式に応じて本人だ
電子署名及び認
けが行うことができるものとして
証業務に関する
主務省令で定める基準に適合
法律施行規則第
する電子署名について行われる
６条第８号
認証業務）の任意的認定制度を
設けている。

d

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

本要望に関しては，平成１５年７
月以降，与党議員による，法改
正に向けた具体的な検討が進
められている状況にある。法務
省としては，こうした検討状況を
踏まえつつ，必要な検討・協力
等を行っているところである。

-

区分所有法第１７条第１項は平成１４年
に改正され，共用部分の変更について
は，共用部分の形状又は効用に著しい
変更を伴うものに限り，区分所有者及
び議決権の各４分の３以上の多数によ
る集会の決議を要するものとされてい
る。そして，このような著しい変更を伴
わない共用部分の変更については，区
分所有法第１８条第１項の「共用部分
の管理に関する事項」として，同法第３
９条第１項により，区分所有者及び議
決権の各過半数で決することが可能で
ある。
本要望にある，共用部分たる店舗等の
リニューアル改修工事は，その具体的
な内容にもよるが，通常は，建物の基
本的構造部分を取り壊すなどの著しい
加工を伴うものではないことから，共用
部分の形状等の著しい変更に当たら
ず，現行法の下においても，過半数の
決議によって工事は実施可能であると
考えられる。仮に，店舗等のリニューア
ル改修工事が建物の基本的構造部分
を取り壊すなどの共用部分の著しい変
更を伴う工事である場合には，当該工
事は，建物の強度・耐震性等に影響を
与える，区分所有者全員の利害に重大
な影響を及ぼすものであることから，現
行の４分の３以上の特別多数という決
議要件を維持すべきであり，本要望の
ように，当該共用部分の変更について
の決議要件を過半数の普通決議に緩
和することは相当ではない。

-

利用者の属性（利用者の氏名、住所
及び生年月日を除く。以下同じ。）につ
いての証明は本認定制度の対象外の
事項であるが、認定認証業務の電子証
明書に利用者の属性を記載することは
可能である。
また、属性認証の在り方については、
内閣官房、総務省、法務省、経済産業
省における検討の結果、次の結論に至
り、平成16年12月７日開催のＩＴ戦略本
部に報告したところである。
「現行制度の下で、行政書士、税理
士、社会保険労務士等の資格者団体
が認証局を運用し、本人性及び資格保
有を証明しているほか、国が資格者名
簿を有する医療関係者についても、現
行制度を前提として資格認証も含めた
認証基盤の整備を進めている。
このようなことからすると、他の公的
資格についても一定の信用性を担保し
た上での電子的証明が可能であると考
えられること、また、資格認証に関する
認定制度創設のニーズがないことか
ら、現時点においては、現行制度の下
でそれぞれの必要性等を踏まえ、認証
基盤を整備していくことが適当である。
なお、電子申請においては、資格者
等が代理人となって手続を行うことがで
きないシステムもあることから、引き続
き電子政府構築計画に基づき、代理人
による申請が可能となるよう対応してい
く必要がある。この際、地方公共団体に
対する電子申請においても、代理人に
よる申請が可能となるよう、政府として
その取り組みを促進していくことが重要
である。」

その他

管理コード

z0500016

z0500017

制度の
所管官庁

法務省

法務省

総務省、法務

項目

定期借家制度の見直し

複合型分譲住宅における店舗の改修
工事の要件緩和

電子申請における属性認証の統一的

z0500018 省、経済産業 な方策の提示

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560078

50560081

50560135

省

8/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

78

81

135

要望事項
（事項名）

定期借家制度の見直し

複合型分譲住宅における店舗の改修
工事の要件緩和

電子申請における属性認証の統一的
な方策の提示

要望理由

その他
（特記事項）

①既存の借家契約を定期借家に切り替え
ることが出来ないことが定期借家制度普
及のネックとなっている。
②契約上定期借家である旨明記されてい
れば十分であり､別途書面交付･説明をす
ることは手続を煩雑にするだけである。
③借家人の一方的な中途解約権は法的安
定性を阻害し､定期借家制度普及のネッ
クとなっている。

①定期借家制度導入前に
締結された賃貸住宅契約
は､当分の間定期賃貸住
宅契約への切換が認めら
れない（良質な賃貸住宅
等の供給の促進に関する
特別措置法附則第３
条）。
②定期借家契約に際して
は､契約の更新がなく､期
間の満了とともに契約が
終了する旨契約書とは別
に書面を交付の上説明し
なくてはならない(借地
借家法38条２項)。
③床面積200㎡未満の居
住用建物の借家人は、当
該住居がやむ得ない事情
により生活の本拠とでき
なくなった場合､特約が
なくても中途解約できる
(借地借家法38条５項)。

｢建物の区分所有等に関する法律」17
条１項の決議の必要条件を(例えば過半
数程度まで)緩和すべきである。

議決の必要条件の緩和によって､店舗
等のリニューアルの際の時間・コストが
節約できる。また、専有部分に影響を与
える場合は当該専有部分の所有者の同意
が必要とされており(同17条２項)､決議
の要件を緩和しても所有者の保護の観点
から問題はないと考える。

一棟の建物に存在して
いる住居､店舗､事務所､
倉庫等は規約により当該
建物の共用部分とするこ
とができ(建物の区分所
有等に関する法律４条２
項)、共用部分の変更は
区分所有者及び議決権の
各４分の３以上の多数に
よる集会の決議を要する
(同17条１項)。このた
め､複合型分譲住宅内の
店舗を改修する際､手続
が煩雑で時間を要する。

法人の従業員等が電子申請を行う場合
の属性認証に関する国としての統一的な
方策を提示すべきである｡その上で、地
方公共団体に対する電子申請について
も、国と同様の措置が講じられるように
すべきである。

書面による申請においては、法人の代表者ではなく、従業
員等による手続が行われている場合がある。一方､電子的手
段による申請においては、代表者以外の申請者の法人におけ
る属性を証明できないため、あらゆる手続において代表者の
電子署名が必要となり、法人の公印管理部門の負担も大きく
なることから、電子申請の積極的な利用が妨げられている。
手続の内容によっては、代表者以外の者の電子署名があれば
足りると考えられるものもあることから、そのような手続に
ついては、書面による申請と同様、従業員等による手続を行
うことが可能となるよう、企業の従業員等の属性を証明する
手段に関する統一的な方策が示されるべきである。これに関
連して、「『e-Japan重点計画-2004』(案)に対する意見及び
それらについての考え方」(平成16年６月15日 IT戦略本部
資料)において、「政府においては、医師、弁護士等の資格
保有等の電子的手段による証明の検討と併せて、企業の従業
員等の属性認証についても検討しているところ」とされてい
るが、具体的な検討スケジュールを明示すべきである。
また、同資料において、「地方公共団体独自の申請手続に
ついては、それぞれの団体の判断に委ねられる」とされてい
るが、「電子政府構築計画(改定)」(平成16年６月14日 各
府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)においては、電子
政府構築の原則の一つとして、「独立行政法人、地方公共団
体、国会、裁判所等国の行政機関以外の機関との連携協力に
より、国民の利便性・サービスの向上等を総合的・一体的に
推進する」とされているところであり、国・地方の緊密な連
携による行政手続の情報化に向けた取組みの一環として、地
方公共団体に対する電子申請についても、国と同様の措置が
講じられることとすべきである。なお、「評価専門調査会第
二次中間報告書」(平成16年9月10日 IT戦略本部資料)にお
いても、「オンライン申請や届出の際、企業の従業員等の属
性を確認する手段について、統一的な施策を示すべきであ
る」とされている。

法人の従業員等が電子
申請を行う場合の役職、
所属等の属性認証につい
て統一的な方策が示され
ていない。

具体的
要望内容

①定期借家制度導入前に締結された賃貸
住宅契約についても既存の賃貸借契約を
合意解約し､定期借家契約に変更できる
ようにすべきである。
②定期借家契約に際し､書面交付・説明
の義務を廃止すべきである。
③床面積200㎡未満の居住用建物の借家
人の中途解約権を見直すべきである。

具体的事業の
実施内容

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

−

法務省が民間機関と締結する
物品の購入や賃貸借の契約に
ついては，債権譲渡禁止特約の
条項が盛り込まれている。ただ
し，信用保証協会及び金融機関
に対する売掛債権の譲渡につ
いては解除されている。

−

法務省が民間機関と締結する
物品の購入や賃貸借の契約に
ついては，債権譲渡禁止特約の
条項が盛り込まれている。ただ
し，信用保証協会及び金融機関
に対する売掛債権の譲渡につ
いては解除されている。

債権譲渡の対抗
要件に関する民
法の特例等に関
する法律第３条
平成１０年法務
省告示第２９０号
（債権譲渡の対
抗要件に関する
民法等の特例に
関する法律第３
条第１項の登記
所）
債権譲渡登記規
則第２２条
債権譲渡登記令
平成１０年法務
省告示第２９５号
（債権譲渡登記
令第７条第３項
の規定に基づく
法務大臣が指定
する磁気ディスク
への記録方式）

債権譲渡登記制度は，平成１０
年１０月に創設され，債権譲渡
登記に関する事務を司る登記所
として，東京法務局が指定され
ている。平成１３年３月からは，
予納制度を利用したオンライン
による登記の申請の制度を、平
成１６年５月からは歳入金電子
納付システムを利用したオンラ
インによる登記の申請及び証明
書の交付請求の制度の運用を
開始したところである。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

国の機関及び地方自治
体向けの金銭債権につい
ては、譲渡禁止特約が付
されているため、当該金
銭債権の証券化等を行う
ことができない。

−

経済産業省が実施している債権
譲渡禁止特約の部分解除拡大
に係る取り組みについては，当
省においても，実施の可否を検
討することとしたい。

z0500019

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証券化
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新
規】

5056

50560144

11

(社)日本経済団体連合会

144

国・地方自治体向け金銭債権の証券化 すべての国の機関及び地方自治体にお
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新 いて、速やかに債権譲渡禁止特約を解除
すべきである。
規】

債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格
要件の障害となっている。このような状
況を改善するため、経済産業省などの一
部の国の機関においては、既に債権譲渡
禁止特約の解除が行われている。

−

経済産業省が実施している債権
譲渡禁止特約の部分解除拡大
に係る取り組みについては，当
省においても，実施の可否を検
討することとしたい。

z0500019

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証券化
に関する債権譲渡禁止特約の解除

5086

50860034

11

社団法人リース事業協会

34

各省庁及び地方自治体において、統一的
かつ早急に債権譲渡禁止特約の解除の対
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
象となる契約（リース契約等）及び譲渡
に関する債権譲渡禁止特約の解除
対象者の拡大（特定目的会社等）を望
む。

本年6月に同要望を提出したが、各省庁
の対応が異なり、統一的な対応が求めら
れる。

Ⅲ

１ オンラインによる登記申請の情報量の上限（１，５００キ
ロバイト）の引上げに当たっては，登記所の回線の増強，機
器の増設及びシステムの改修等に相当額の経費を要する
こととなる。これに要する経費については受益者が負担する
こととなる。なお，申請１件当たりの情報量に係る調査を実
施したところ，申請１件当たりの情報量が１，５００キロバイト
を超える申請はわずか３．５％にとどまる。そこで，仮に当該
上限を大幅に引き上げることとすると，全申請件数の９６．
５％に相当する利用者は，わずか３．５％の申請のオンライ
ン化を図るために，当該上限の引上げに係る経費を負担す
ることとなる。
また，債権譲渡登記所の拡大に当たっても，各登記所間
の回線の新設，各登記所への機器の新規導入，システム
の改修及び各登記所への人員配置等に相当額の経費を要
することとなり，情報量の上限の引上げと同様な問題が生じ
ることとなる。
２ ところで，ｅ−Ｊａｐａｎ戦略における電子政府の実現の基
本的考え方において，電子政府の実現にあたっては，行政
の簡素化・効率化，国民・事業者の負担の軽減を実現する
ことが必要である旨示されているところである。 また，eJapan重点計画における行政の情報化の具体的施策にお
いて，各府省は，申請・届出等手続をオンライン化する場合
において，当該事務に係る行政経費の低減を図りつつ，適
正に手数料単価を設定するものとすることとされた。さらに，
電子政府構築計画における電子政府構築の原則におい
て，業務や制度，システムの抜本的な見直しを行い，行政
運営の簡素化，業務効率の向上を徹底的に追求することと
され，また，目標として 業務・システムの一元化・集中化等
業務・システムの最適化により費用対効果を高め，人的・物
的資源の効率的な活用を通じた行政の簡素・合理化を図る
ことにより，予算効率の高い簡素な政府を実現することとさ
れた。
３ そこで，現在，登記申請の情報量等の調査を引き続き実
施しているところであるが，情報量の上限の引上げ又は債
権譲渡登記所の拡大に当たっては，上記２の情報化に係る
政府全体の方針等を踏まえる必要があることから，当該動
向を注視しているところである。
したがって，情報量の上限の引上げ又は債権譲渡登記
所の拡大の実施時期については，利用状況及び情報化に
係る政府全体の方針等の如何によることから，具体的な実
施時期を明らかにすることは現段階では困難である。

148

オンライン申請のシステムを拡充し、
情報量の制限を撤廃するともに、手続の
簡素化を図るべきである。また、出頭に
よる申請窓口を各出張所に拡大すべきで
ある。

e-Japan戦略の推進にあたっては、必
要な施設等を先行的に整備しなければな
らない。しかし、情報量による制限が維
持されており、オンライン申請の利便性
が損なわれている。債権個数の上限を撤
廃するだけでなく、情報量による上限を
大幅に引上げるべきである。少なくと
も、上限が維持されている現状において
は、申請窓口の拡充を行うべきである。

z0500020

法務省

債権譲渡登記制度の拡充

5056

50560148

9/27

11

(社)日本経済団体連合会

債権譲渡登記制度の拡充

債権譲渡登記制度のオ
ンライン申請について、
情報量による制限が行わ
れている。また、申請窓
口についても東京法務局
１ヶ所となっている。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

債権回収会社は、その商号中
債権管理回収業
に債権回収という文字を用いな
に関する特別措
ければならない(債権管理回収
置法第13条第１
業に関する特別措置法第13条
項
第１項）。

債権管理回収業
に関する特別措
置法第12条
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第４
条

債権回収会社は、債権管理回
収業を営む上において支障を生
ずることがないと認められるもの
について、法務大臣の承認を受
ければ、債権管理回収業及び
債権管理回収業に関する特別
措置法第12条各号に定める業
務以外の業務を兼業することが
できるとされている（同法第12条
ただし書）

担保附社債信託法において、担
担保附社債信託 保の変更、担保権の順位の変
法
更、譲渡又は放棄には、社債権
者集会の決議を必要とする。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

b

I

I

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

ｂ
債権管理回収業に関する特別
措置法附則第７条において、こ
の法律の施行後５年を目途とし
て、この法律の実施状況等を勘
案しつつ検討が加えられるもの
とされており、本年が施行後５年
目に当たることから、ユーザー
等からのヒアリング等の調査を
行い、実情・ニーズの把握に努
めているところである。

ｂ
債権管理回収業に関する特別
措置法附則第７条において、こ
の法律の施行後５年を目途とし
て、この法律の実施状況等を勘
案しつつ検討が加えられるもの
とされており、本年が施行後５年
目に当たることから、ユーザー
等からのヒアリング等の調査を
行い、実情・ニーズの把握に努
めているところである。

社債制度については、現在作業
中の会社法制の現代化（平成１
７年法案提出予定）にかかる法
制審議会等の議論において，そ
の見直しの要否等について検
討中であり、担保附社債信託法
についても、社債制度について
の検討を踏まえつつその見直し
の要否等の検討を進めている。

その他

管理コード

z0500021

z0500022

z0500023

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

サービサー法における商号規制の緩和
【新規】

サービサー法における兼業の承認制の
緩和【新規】

担保附社債信託法の見直し【新規】

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560149

50560151

50560156

10/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

149

151

156

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

サービサー会社が、「債権回収」にか
サービサー法における商号規制の緩和
えて、「サービサー」を商号中に用いる
【新規】
ことを認めるべきである。

サービサー会社では、通称として
「サービサー」を使用しているところも
サービサーは、その商
多く、「サービサー」が定着している。
号中に債権回収という文
「債権回収」には後ろ向きの印象がつき
字を用いなければならな
まとい、サービサーの業務が拡大するな
い。
かで、円滑な事業展開を前向きに進めた
い。

債権管理回収業に係る貸金業、事業再
生ビジネス、アセットマネージメント業
サービサー法における兼業の承認制の
務など、債権管理回収業にかかわる周辺
緩和【新規】
業務については、承認制ではなく、届出
制に緩和すべきである。

兼業承認を受けるまでのコスト・時間
がかかり、迅速な業務展開ができない。
債権管理回収業に関する特別措置法
（サービサー法）は、金融機関等の不良
債権処理の促進を図るための特別措置法
という臨時的な位置付けで制定された法
律であるが、資産流動化・証券化におけ
る債権管理回収業務は、常に一定のニー
ズのあるものであり、恒久的な制度とし
て本制度を整備していくべきである。

担保附社債信託法の見直し【新規】

担保附社債信託法を抜本的に見直すべ
きである。

サービサーは、債権管
理回収業を営む上におい
て支障を生ずることがな
いと認められるものにつ
いて、法第12条第１号、
第２号以外の業務を兼業
するためには、法務大臣
の承認を受けることとさ
れている。

担保附社債信託法にお
いては、「平等な担保利
益の享受」（第71条）に
基づき、同一の信託契約
担保附社債に容易に優先劣後構造を設 における社債権者の間で
けることを可能としたり、簡易な手続き は、担保利益を平等に分
により担保変更等を行えるようにする 配する必要がある。ま
た、担保の変更、及び、
ニーズが高まっている。
担保権の順位の譲渡また
は放棄には、社債権者集
会の決議が必要とされて
いる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

自己株式の取得については原
則として財源規制が課せられて
商法第２１０条ノ
いる。
２，第２１１条の２ 子会社による親会社の株式の
取得は原則として禁じられてい
る。

現行信託法には，信託受益権
の譲渡及び有価証券化に関す
る規定は存在しない。
投資信託又は外国投資信託の
受益権，貸付信託の受益権，特
社債等の振替に
定目的信託の受益権は，いず
関する法律第６
れも有価証券化の規定があり，
章
かつ，振替の対象となっている
が，それ以外の信託受益権は，
有価証券化の規定はなく，か
つ，振替の対象ともなっていな
い。

現行信託法には，信託受益権
の譲渡及び有価証券化に関す
る規定は存在しない。
投資信託又は外国投資信託の
受益権，貸付信託の受益権，特
社債等の振替に
定目的信託の受益権は，いず
関する法律第６
れも有価証券化の規定があり，
章
かつ，振替の対象となっている
が，それ以外の信託受益権は，
有価証券化の規定はなく，か
つ，振替の対象ともなっていな
い。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｂ

ｂ

-

措置の概要
（対応策）

自己株式取得の財源規制は、
株式会社の財産についての債
権者と株主との利害調整規定で
あるところ、特定の業を行ってい
る株式会社（＝証券会社）が特
定の目的で自己株式取得する
場合にのみその例外を認めるこ
とを合理的に理由付けることは
できない。
子会社による親会社株式の取
得の禁止は、自己株式取得の
潜脱防止及び親会社における
適切なガバナンスの確保を図る
ための規制であるところ、上記と
同じく、特定の業を行っている株
式会社が特定の目的で行う場
合にのみその例外を認めること
を合理的に理由付けることがで
きない。

Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の
見直しに関する専門部会を設置
し，具体的な調査審議を進め，
平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に
提出することを目途として作業
を行っているところである。
信託受益権の有価証券化及び
それに伴う関係法律の規定の
整備については，現行法制下に
おける種々の問題点の把握や
分析に努めている段階であり，
現時点では検討の方向性は未
定であるが，いずれも法制審議
会における審議の内容を踏まえ
て上記の関係法案提出までに
は所要の結論を明らかにする予
定である。

Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の
見直しに関する専門部会を設置
し，具体的な調査審議を進め，
平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に
提出することを目途として作業
を行っているところである。
信託受益権の有価証券化及び
それに伴う関係法律の規定の
整備については，現行法制下に
おける種々の問題点の把握や
分析に努めている段階であり，
現時点では検討の方向性は未
定であるが，いずれも法制審議
会における審議の内容を踏まえ
て上記の関係法案提出までに
は所要の結論を明らかにする予
定である。

その他

管理コード

z0500024

z0500025

z0500026

制度の
所管官庁

法務省

法務省

項目

証券会社の商品勘定での自社株・親会
社株式の買付・売却が可能であること
の明確化【新規】

一般の信託受益権の譲渡手続の「煩雑
さ」の解消

金融庁、法務 一般の信託受益権を振替制度の対象
とすること
省

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560177

50560182

50560182

11/27

要望
事項
補助
番号

11

11

21

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

177

182

182

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

営業の目的をもって一時的に所有する
証券会社の商品勘定での自社株・親会
商品有価証券である限り、自社株や親会
社株式の買付・売却が可能であること
社株式の所有も認められることを明確に
の明確化【新規】
すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

証券会社は、取引所における有価証券
売買の円滑な執行、公正な価格形成のた
めに、顧客の売買の相手方となって、売
り買いをしなければならないことがある
（ディーラー業務）。万一、証券会社が
自社株や親会社株式を自由に売買できな
いとなると、こうした証券の基本業務に
支障を来すことになる。また、機関投資
家とのバスケット取引や裁定取引におい
て、自社株や親会社株式の売買が自由に
できないとなると、株価指数とのトラッ
キング・エラーが生じ、外国証券との競
争上不利となる。

その他
（特記事項）

商法上、期末に資本の
欠損が生ずるおそれがあ
る場合の自己株式取得
や、子会社による親会社
株式の取得は禁止されて
いる。したがって、商法
を字句どおり解釈する
と、自身または親会社が
上場している証券会社
は、機関投資家とのバス
ケット取引やそのポジ
ション解消のための裁定
取引において、自社株お
よび親会社株式を自由に
売買できない可能性があ
る。

一般の信託受益権について、口座簿の
信託受益権の振替制度の利用可能化 記載により権利が定まり、振替により権
利移転できるように法制度を整えるべき
【新規】
である。

近年、住宅ローンの証券化商品（ＲＭ
ＢＳ）は顕著に増えており（03年度は前
年度の倍以上、04年度も半期にして既に
前年度水準を上回っており９月末時点で
8000億円強）、その大半が一般の信託受
益権方式によるものである。この市場を
更に拡大するには、流通市場の拡大が不
可欠である(注)。しかしながら、発行市
場の盛況と比較して、流通市場は未だ未
成熟である。その理由の1つとして、一
般の信託受益権の譲渡手続の煩雑さが指
摘されている。一般の信託受益権につい
ても、振替制度を導入することにより、
流通市場の厚みが増し、それによる発行
市場の更なる拡大が期待できる。なお、
現行法制下で振替制度の対象となってい
る特定目的信託方式の信託受益権は、流
動化計画の届出、税にかかわる導管性、
信託自体のガバナンス条件等制約条件が
多く、住宅ローンの証券化における利用
は皆無に近い。(注) 住宅ローンは一般
に長期のものであり、投資家は長期固定
金利のリスクを回避する傾向があること
から、「売り」によって投資資金を回収
できる方法が整備される必要がある。

民法上は資産流動化法
に定める特定目的信託の
受益権は、社債等振替法
の適用の対象となってい
るが（社振法125）、一
般の信託受益権は、証取
法第２条第１項に定める
「みなし有価証券」で
あっても、社債等振替法
の対象となっていない。
一般の信託受益権の譲
渡は、民法上は指名債権
譲渡として取り扱われる
ため、通常は、売買当事
者間で受益権譲渡契約を
取り交わし、債務者（信
託の受託者）の異議なき
承諾により対抗要件を取
得して（民法467）、権
利の移転を行っており、
大変煩雑な手続となって
いる。

一般の信託受益権について、口座簿の
信託受益権の振替制度の利用可能化 記載により権利が定まり、振替により権
利移転できるように法制度を整えるべき
【新規】
である。

近年、住宅ローンの証券化商品（ＲＭ
ＢＳ）は顕著に増えており（03年度は前
年度の倍以上、04年度も半期にして既に
前年度水準を上回っており９月末時点で
8000億円強）、その大半が一般の信託受
益権方式によるものである。この市場を
更に拡大するには、流通市場の拡大が不
可欠である(注)。しかしながら、発行市
場の盛況と比較して、流通市場は未だ未
成熟である。その理由の1つとして、一
般の信託受益権の譲渡手続の煩雑さが指
摘されている。一般の信託受益権につい
ても、振替制度を導入することにより、
流通市場の厚みが増し、それによる発行
市場の更なる拡大が期待できる。なお、
現行法制下で振替制度の対象となってい
る特定目的信託方式の信託受益権は、流
動化計画の届出、税にかかわる導管性、
信託自体のガバナンス条件等制約条件が
多く、住宅ローンの証券化における利用
は皆無に近い。(注) 住宅ローンは一般
に長期のものであり、投資家は長期固定
金利のリスクを回避する傾向があること
から、「売り」によって投資資金を回収
できる方法が整備される必要がある。

民法上は資産流動化法
に定める特定目的信託の
受益権は、社債等振替法
の適用の対象となってい
るが（社振法125）、一
般の信託受益権は、証取
法第２条第１項に定める
「みなし有価証券」で
あっても、社債等振替法
の対象となっていない。
一般の信託受益権の譲
渡は、民法上は指名債権
譲渡として取り扱われる
ため、通常は、売買当事
者間で受益権譲渡契約を
取り交わし、債務者（信
託の受託者）の異議なき
承諾により対抗要件を取
得して（民法467）、権
利の移転を行っており、
大変煩雑な手続となって
いる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

出入国管理及び 在留資格「技術」，「人文知識」
難民認定法別表 においては「本邦の公私の機関
第１
との契約」が必要となる。

出入国管理及び
難民認定法第７ 我が国の看護師等の資格を有
条第１項第２号 していることを条件に，４年を限
の基準を定める 度として，研修として業務を行う
省令の表の「医
ことを認めている。
療」の項

不動産登記法第
２１条，不動産登
記法施行細則第
３７条
電気通信回線に
よる登記情報の
提供に関する法
律第１条，第２条
電気通信回線に
よる登記情報の
提供に関する法
律施行規則第１
条第１項

不動産登記法第１７条に規定す
る地図，同法第２４条ノ３に規定
する地図に準ずる図面及び同
法第８０条に規定する地積測量
図の閲覧については，現時点で
は登記所へ出頭して行うのみで
ある.

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｃ

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

国際請負，国際労働派遣といっ
た形態が多く見られるに至った
場合には，「本邦の公私の機関
との契約があること」という要件
の見直しについて検討する必要
があるが，単純労働者や低賃金
労働者の受入れ等の悪用を防
ぐ必要があり，労働基準法，最
低賃金法等の労働関係法令の
適用等について厚生労働省を
始め関係省庁と協議をしながら
検討していく必要がある。

−

現行の看護師に係る就労制限
は業務独占資格の所管官庁で
ある厚生労働省との協議を経て
設けられているものであり，当
省としては，それぞれの行政分
野を所管する関係行政機関との
協議等を経ることにより，上陸
許可基準が同法第７条第１項第
２号にあるように「我が国の産業
及び国民生活に与える影響そ
の他の事情を勘案」したものと
なっていると考えており，看護師
に係る基準の緩和については
厚生労働行政の観点から問題
がないことが前提となるものと
考えている。

Ⅰ

インターネットを利用した地図，
地図に準ずる図面及び地積測
量図の閲覧の対応については，
制度的な手当て及び対応する
ためのシステムの構築等につい
て検討したい。

その他

管理コード

z0500027

z0500028

z0500029

制度の
所管官庁

法務省

項目

外国企業との契約に基づく専門的･技
術的分野の外国人の受入に係る在留
資格の整備【新規】

法務省、厚生
看護師の就労制限の撤廃
労働省

法務省

インターネットを利用した公図・地積測
量図の閲覧の実現【新規】

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560235

50560237

50560252

12/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

235

237

252

要望理由

その他
（特記事項）

当該外国人を円滑に受入れられるよ
う、在留資格を整備すべきである。
例えば、わが国企業と外国企業間の契
約をもって、あるいは、わが国企業と当
該外国人とが何らかの覚書を交わすこと
により、在留資格「技術」「人文知識･
国際業務」における「本邦の公私の機関
との契約に基づく」との要件を満たすと
すること等を含め、検討する必要があ
る。

近年、わが国企業の更なる国際競争力
強化に向けて、共同研究･開発、マーケ
ティングやコンサルティングのアウト
ソーシング化等、国境を越えた様々な協
力や事業再編等が増えている中、上記外
国人を受入れるための在留資格の整備が
不可欠である。しかしながら、現状で
は、外国企業がわが国に本店、支店、そ
の他の事業所を有しないことから、在留
資格「企業内転勤」は使えず、また、わ
が国企業と当該外国人の間には契約が存
しないことから、在留資格「技術」「人
文知識･国際業務」の要件も満たさな
い。
さらに、在留資格「短期滞在」では、在
留期間が90日以内とされていることから
長期に渡り滞在することはできず、在留
資格「研修」では、実務研修を伴う場合
座学を行うことが求められる。

わが国企業と、わが国
に本店、支店、その他の
事業所がない外国企業と
が一定の契約を締結した
際、同契約を履行するに
あたり、同契約に基づき
外国企業の専門的・技術
的分野の外国人を一定期
間、わが国に受入れる必
要性が高まっている（例
えば、わが国企業と、わ
が国に本店、支店、その
他の事業所がない外国企
業とが、共同研究･開発
契約を締結し、先端技術
に関する共同研究･開発
を行うにあたり、外国企
業の技術者に数年間、わ
が国企業の本社研究部門
において、わが国企業の
研究者と共同研究を進め
させる等。
その際、当該外国人の給
与は外国企業より支給さ
れ、その指揮下におかれ
る）。しかしながら、出
入国管理難民認定法・同
第七条第一項第二号の基
準を定める省令において
は、上記に対応する在留
資格が規定されていな
い。

わが国看護師試験に合格した外国人が
「医療」分野での在留資格で看護師とし
看護分野での外国人労働者の就労制 て活動する場合、ＥＰＡ/ＦＴＡ交渉に
おいて合意した場合に限らず、４年間の
限の緩和【新規】
研修目的としての業務のみ認めるという
制限を撤廃すべきである。

看護は、少子化・高齢化が進む中、将
来的に労働力不足が深刻化すると予想さ
れる分野であり、わが国の看護水準の維
持・充実の観点から、日本人と外国人の
就労機会における公平性を図りつつ、諸
外国から優秀な人材を受け入れることが
重要である。現在、わが国とのＥＰＡの
交渉が行われているフィリピン等から、
同分野における労働市場の開放が強く要
望されており、交渉相手国との互恵的な
ＥＰＡ締結の観点から、ＥＰＡ/ＦＴＡ
交渉において合意した場合、同合意に基
づき一定の手続きを経て在留資格を取得
した外国人看護師の就労制限を廃止する
ことは必要である。加えて、それに限定
することなく、広く高度人材をわが国に
受け入れるとの観点からも、「医療」分
野で在留資格を取得する外国人看護師に
ついても、就労制限を廃止することが重
要である。

わが国の看護師国家試
験に合格した外国人が看
護師として「医療」分野
での在留資格で活動する
場合は、４年間のみの研
修目的としての業務に制
限されている。

要望事項
（事項名）

外国企業との契約に基づく専門的･技
術的分野の外国人の受入に係る在留
資格の整備【新規】

インターネットを利用した公図・地積測
量図の閲覧の実現【新規】

具体的
要望内容

公図、地積測量図についても、登記情
報同様、インターネットでの閲覧を実現
すべきである。

具体的事業の
実施内容

登記所に備え付けてあ
る公図、地積測量図は公
開されており、必要事項
を記入した申請書を提出
すれば、これら図面の閲
現在、公図、地積測量図の閲覧のため
覧又は写しの交付を請求
には管轄の登記所に出向かなくてはなら
することができる。
ない。インターネットでの閲覧が可能に
現在、登記所が保管す
なれば、大いに利便性が高まる。
る登記情報については、
インターネットを通じて
請求・入手すること（有
料）が可能となってい
る。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

弁護士法第72
条、第77条第３
号

制度の現状

弁護士又は弁護士法人でない
者は、報酬を得る目的で、他人
の法律事件に関する法律事務
を取り扱うことを業としてはなら
ない。また、違反者には刑罰が
科せられる。

民事訴訟法第４
７条，第５３条第
３項，第１３３条
第１項，第１４３
民事訴訟に関する手続のうち，
条第２項，第１６
訴えの提起など裁判所に対する
１条第１項，第２
申立て等については，現行法
６１条第３項，第
上，書面によることとされてい
２６４条，第２６５
る。
条第２項，第２８
６条第１項，第２
９３条第３項，第
３１４条

確定日付ある証書として，公正
証書，官庁又は公署においてあ
る事項を記入し日付を記載した
私署証書等が規定されているほ
民法施行法第５
か，指定公証人が電磁的に記
条
録された情報に日付情報を付し
た場合における当該情報も確定
日付ある証書とみなされている
（民法施行法第５条）。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ａ

ｂ

措置の概要
（対応策）

−

ｃ
弁護士法第72条は現在において
も合理性、妥当性を有する規定と
考えている。
グループ企業であっても法人格は
別であるから、グループ企業間での
法律事務の取扱いであっても弁護
士法第72条の規制対象となる。
グループ企業間の法律事務の取
扱いについて同条の規制対象外と
した場合、グループ企業関係を作
出しさえすれば他者の法律事務を
取り扱うことが許容されることにな
る（例えば、反社会的勢力がある企
業の債務整理に介入して債権者と
交渉する場合において、そのまま
行う場合は同条違反となるのに、当
該企業の議決権の相当部分を無償
あるいは低廉な額で取得し、親子
関係やグループ関係を作出した上
で行う場合は同条違反にならない
ことになる）が、これは、国民の利
益の保護や法律秩序を維持を目的
とする同条の規制の趣旨からして
相当でない。
したがって、グループ企業間の法
律事務の取扱いを同条の構成要件
から除外することは相当でない。

Ⅰ

民事訴訟手続のオンライン化の
ための改正を含む「民事関係手
続の改善のための民事訴訟法
等の一部を改正する法律」が第
１６１回国会において成立し，平
成１６年１２月３日に公布された
（法律第１５２号）。同法は，公布
の日から起算して１年を超えな
い範囲内において政令で定める
日から施行することとされている
（同法附則第１条本文）。
同法においては，民事訴訟に関
する手続における申立て等のう
ち，法令上書面をもってすること
とされているものであって，最高
裁判所の定める裁判所に対して
するものについては，最高裁判
所規則の定めるところにより，電
子情報処理組織を用いてこれを
すること（オンライン化）ができる
ものとされている。

Ⅰ

指名債権譲渡の対抗要件としての
債務者に対する通知・承諾は，確
定日付ある証書をもってしなけれ
ば，債務者以外の第三者に対抗す
ることができないとされ（民法第４６
７条第２項），債権が二重に譲渡さ
れた場合，譲受人相互間の優劣
は，確定日付ある証書による通知・
承諾の先後関係によって決せられ
る。このように確定日付には，当事
者の権利の得喪直接関わるという
法律上の効力が認められており，
高度の信用性，制度としての永続
性の確保が強く要請される。民法
施行法第５条はかかる趣旨から，
確定日付の対象を一定の範囲に限
定しているものであり，民間事業者
が行うタイムスタンプに確定日付の
効力を付与するためには，上記信
用性等が担保されることが不可欠
の前提となることから，措置の可否
については慎重な検討が必要であ
る。なお，電子的手段による債権譲
渡を推進するための施策について
は，新たな法律の制定も視野に入
れた検討が，政府において進めら
れているところである（e-Japan重点
計画 - 2004参照）。

その他

管理コード

z0500030

z0500031

z0500032

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

企業グループ内における有償での法務
サービス提供の解禁【新規】

民事裁判のオンライン申請の早期実現
【新規】

一定の民間事業者がタイムスタンプを
付した電子データへの確定日付ある証
書としての効力の付与

要望
管理番号

5056

5056

5059

要望事項
管理番号

50560260

50560261

50590047

13/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

要望
事項番号

260

261

47

要望理由

その他
（特記事項）

近年、各企業は、経営資源の大幅な見
直しを行い、経理、財務、総務、人事な
どの業務については、親会社あるいは専
門の子会社が、有償で企業グループ内の
各社にサービスを提供する体制を構築し
ている。 しかしながら、法務業務につ
いては、弁護士法の規定により、そのよ
うなサービスの提供が禁止されており、
経営資源の適切な集中による企業経営の
効率化が図れない。
また、そもそも弁護士法の規制の趣旨
は、適切でない者が法務サービスを有償
で引き受けることを防止し、もって法律
サービスの依頼者を保護するものと考え
られるが、グループ内の法律サービスの
提供により依頼者の利益が害される恐れ
はない。

弁護士法第72条は、弁
護士資格のない者が、報
酬を得る目的で他人の法
律事務を取り扱うことを
禁じている。同条は、親
会社の法務担当者が子会
社の法律事務を取り扱う
ことも禁止されていると
解釈されている。この点
については、平成15年12
月８日に示された法務省
の見解によって、コピー
代等の実費は報酬にあた
らず、「法律事務」に該
当するためには、事件性
が必要という方針が明ら
かにされ、企業グループ
内における法務サービス
の提供に一定の理解が示
された。
しかしながら、完全子
会社であっても、法人格
を別にする以上あくまで
も「他人」であることが
明確にされた。また、同
見解によっても、子会社
から報酬を得て具体的な
紛争に関連した法務サー
ビスを提供することは、
依然として弁護士法第７
２条に抵触することにな
る。

民事裁判のオンライン申請の早期実現
「民事訴訟手続等の申し立て等のオン
【新規】
ライン化」を早期に実現すべきである。

民事裁判の尚一層の迅速化と、事務処
理の効率化のため、インターネット等を
利用したオンラインによる申し立てを要
望する。
特に知的財産権に関わる裁判は、一般
事件より迅速に解決されることが望まし
く、知的財産高等裁判所設置法の施行
（平成17年４月）にあわせ、オンライン
申請を認めることが望ましいと考える。

行政手続については、
「行政手続オンライン
法」（平成15年２月施
行）により、オンライン
化の為の共通規定の整備
が進められているが、裁
判手続等については一律
に適用対象から外されて
いる。
本件についてはオンラ
イン化の実現を目指し、
「民事関係手続の改善の
ための民事訴訟法等の一
部を改正する法律案」が
第159回通常国会に提出
されたが、継続審議と
なっている。

一定の民間事業者がタイムスタンプを
付した電子データへの確定日付ある証 （民法施行法の規制の緩和）右記同様
書としての効力の付与

電子公証制度による電子確定日付は、債
権譲渡等の電子取引をシームレスで瞬時
に行うシステムに適さない。また、電子
署名法上の認定を受けた認証事業者等に
も電子確定日付の付与を許容することに
より、一定水準以上の技術的信頼性を確
継続
保しつつ、利用者利便の向上を期待する
ことができる。
確定日付付与の民間開放にあたっては、
必要最小限度の範囲内で公証人に対する
監督に準じた規制に服することとする等
による対応も可能であると思われる。

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

企業グループ内における有償での法務
サービス、法務部門による自社の訴訟代
理を解禁すべきである。
ここで企業グループ内における有償で
の法務サービスとは以下のものである。
①親会社の法務担当者による子会社また
企業グループ内における有償での法務
は関連会社に対する法務サービスの提供
サービス提供の解禁【新規】
②子会社または関連会社の法務担当者に
よる親会社に対する法務サービスの提供
③子会社または関連会社の法務担当者に
よる他の子会社または関連会社(いわゆ
る兄弟会社)に対する法務サービスの提
供

電子署名法上の認定を受けた認証事業者
等一定水準以上の技術的信頼性を有する
民間事業者がタイムスタンプを付した電
子データについて、電子公証制度におけ
る電子確定日付と同様に、確定日付ある
証書とみなすこととする。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

商法第649条、 保険契約者から請求された場合
683条、815条第2 には、保険証券を交付すること
項
が必要である。

司法書士会に入会していない司
司法書士法第3 法書士又は司法書士法人でな
条第1項第1号， い者は，登記に関する手続につ
第2号，第73条第 いて代理することはできない。ま
1項，第78条 た、違反者には刑罰が科せられ
る。

出入国管理及び
難民認定法第１
６条，５６条，５７
条
出入国管理及び
難民認定法施行
規則第１５条，１
５条の２，５１条，
５２条，６１条の３

輸出入・港湾関連手続につい
て，各省庁への届出等のうち一
部重複する手続についてシング
ルウインドウ化を図ったところで
ある。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｃ

ｂ

措置の概要
（対応策）

-

現行法においても、保険契約者
が電磁的方法によることも可と
して保険証券に記載されるべき
情報の提供を求める場合には、
書面たる保険証券の交付の請
求には当たらず、保険会社が電
磁的方法をもって当該情報の提
供を行うことは差し支えない。
他方、保険契約者が現に書面
たる保険証券の交付を求める場
合には、電磁的方法の利用が
困難な者が存しうる以上、その
同意なくして電磁的記録の交付
をもって書面たる保険証券の交
付に代えることができるものとす
ることについては、極めて慎重
であるべきと考える。

ー

商業・法人登記は，国民の権利
に多大な影響を及ぼすものであ
り，この登記手続を代理するた
めには，高度な法律知識及び専
門的能力が要求されるので，資
格者以外の者が当該業務を行
うことは，国民の権利の保全及
び登記事務等の適正な運営の
観点から認められない。

Ⅲ

手続の見直しについては、規制
改革・民間開放推進3か年計画
において、シングルウィンドウ化
の成果と問題点を踏まえ、申請
手続や申請書類の徹底した省
略、簡素化を図り、速やかにワ
ンストップサービスの一層の推
進を図ることとしており、関係者
の意見をふまえて、業務・システ
ムの最適化計画を平成17年度
末までのできる限り早期に策定
するよう、関係府省と検討を進
めているところである。
また、手続の簡素化、国際標準
への準拠の一環として、外国船
舶の入出港に関する手続や必
要書類の簡易化を図ることを内
容とする「国際海運の簡易化に
関する条約（仮称）（FAL条約）」
の平成16年度中の批准に向け
関係省庁は一体となって取り組
んでいるところである。

その他

管理コード

z0500034

z0500035

制度の
所管官庁

法務省

法務省

項目

電磁的方法による保険証券交付の容
認

商業・法人登記の行政書士への解放

国土交通省、財
務省、法務省、
z0500036 厚生労働省、農 港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化
林水産省

要望
管理番号

5060

5071

5076

要望事項
管理番号

50600014

50710001

50760003

14/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

（社）日本損害保険協会

日本行政書士会連合会

社団法人日本船主協会

要望
事項番号

14

1

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

電磁的方法による保険証券交付の容
認

現在、保険証券の交付は書面によりなさ
れることを要すると解されているが、損
保は1年契約が太宗を占めており、毎年
の保険証券発行・郵送に係るコストが負
商法上の規定に基づき保険契約者から保
険証券の交付を求められた場合におい 保険証券のペーパーレス化により、印刷 担となっている。また既に社債や株券等
のペーパーレス化が実現されている中、
て、電磁的方法による交付が可能となる コスト・郵送コストが軽減される
いわゆる証拠証券たる保険証券について
よう規定を整備して欲しい。
も事業者のコスト削減といった同様の観
点から規制緩和をする意義はあると思わ
れる。

商業・法人登記の行政書士への解放

司法書士法第３条により、法務局又は地
方法務局に提出する書類の作成と手続は
司法書士の専管業務とされているが、商
法の全面改正を踏まえて中小企業の会社
法制に変更が生ずることが考えられるの
で、商業登記申請に限り行政書士、税理
士、中小企業診断士等にも手続が行える
よう規制を緩和されたい。

全ての港湾・輸出入関連手続を対象とし
て、申請の必要性が失われたもの、申請
の中で削除できる項目、さらに省庁間に
港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化 共通する項目の標準化、統一化できるも
のを抽出した上で、申請手続を徹底的に
削減・簡素化するよう要望する。

商業・法人登記手続を行政書士等に認め
ることにより、依頼者（国民）は迅速・
確実・廉価なサービスを享受することと
なり、依頼者の利便性が増す。なお、平
成１５年における登記事件は20,402,695
件であり、商業・法人登記は2,032,610
件（10％）を数える。

法人設立では、定款、総会議事録等は行
政書士が作成し、登記のみ本人申請、あ
るいは司法書士に依頼することになる。
依頼者は、一連の業務として迅速かつ廉
価を望む中で、制限があるため、手続の
煩雑さと負担を強いられている。当該手
続を行政書士等にも行えるようにするこ
とで、依頼者たる国民は迅速・確実・廉
価なサービスを享受することが可能とな
り依頼者の利便性が増す。

2003年7月23日より輸出入・港湾諸手続
のシングルウィンドウ化が関係省庁によ
り実現されてはいるが、実態は各種申
請・手続の見直しや簡素化がなされず、
単に既存のシステムが接続されただけの
ものであるため、利便性の向上には結び
ついていない。従って、全ての関連手続
を対象として、申請の必要性が失われた
もの、申請の中で削除できるも項目、更
に省庁間に共通する項目の標準化、統一
化できるものを抽出した上で、申請手続
きを徹底的に削減・簡素化することを要
望する。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

刑法第１８５条第
１８６条
１ 賭博をした者
は，５０万円以下
の罰金又は科料
に処する（刑法
第１８５条）。
２ 常習として賭
博をした者は，３ カジノに係る行為は，刑法第185
年以下の懲役に 条及び186条に規定する罪の構
処する（刑法第１ 成要件に該当しうる行為であ
８６条第１項）。
る。
３ 賭博場を開帳
し，又は博徒を
結合して利益を
図った者は，３月
以上５年以下の
懲役に処する
（刑法第１８６条
第２項）。

出入国管理及び
難民認定法第７
条第１項第２号
の基準を定める
省令の表の「研
修」の項

在留資格「研修」に係る要件を
満たすのであれば，外国人看護
師が医療行為を伴わず，医療
機関において研修を受けること
は可能である。

出入国管理及び
難民認定法第七
条第一項第二号
特定活動告示第１２号におい
の規定に基づき
て，インターンシップについて規
同法別表第一の
定されている。
五の表の下欄に
掲げる活動を定
める件

措置の 措置の
分類
内容

c

ｄ

ｃ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

Ｃ：全国規模で対応不可
刑法第１８５条及び第１８６条
は，社会の風俗を害する行為と
して規定されているところ，刑罰
法規の基本法である刑法を改
正して，カジノのみを刑法第１８
５条及び第１８６条の構成要件
から外すことはできない。 いず
れかの省庁において，カジノを
法制化する法律を立案すること
となれば，その内容について，
法務省が個別に，当該省庁との
協議に応じる用意はある。

−

在留資格「研修」に係る要件を
満たすのであれば，外国人看護
師が報酬を受けることなく，ま
た，医療機関に限定されること
なく，研修を受けることは可能で
ある。
なお，東京入国管理局の具体
的な対応については確認できな
いが，適切な指導を行うよう指
示することとする。

−

インターンシップ制度は，学業の
一環として行われることから，本
来大学卒業の学歴要件のある
就労資格を取得せずに，外国の
大学の学生に特別に本邦にお
いて報酬を伴う活動を認めてい
るものであることから，大学に在
籍していることが前提であり，ま
た実施に当たり在籍する大学が
関与していることが必要となる。
したがって，卒業後においても
同様の制度を認めることはでき
ず，また３月のインタ−ンシップ
も在学中ではあるが夏期休暇
等の学業の無い期間のみ認め
るものである。
なお，大学を卒業した者であ
れば，「技術」や「人文知識・国
際業務」の在留資格を取得して
本邦企業において稼働すること
ができることになり，大学を卒業
していなくともワーキングホリ
デーの制度を利用して同様の活
動を行うことができることにな
る。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

z0500037 警察庁、法務省 日本籍船でのカジノの自由化

z0500038

z0500039

法務省

法務省

タイ人看護師の実務研修生受入れ促
進

外国学生の実習に係る「特定活動」の
在留資格取得用件の緩和

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5076

50760004

11

5083

5084

50830001

50840001

11

11

要望主体名

社団法人日本船主協会

アルゴノート株式会社

特定非営利活動法人アイセッ
ク・ジャパン

要望
事項番号

4

1

1

要望事項
（事項名）

日本籍船でのカジノの自由化

タイ人看護師の実務研修生受入れ促
進

外国学生の実習に係る「特定活動」の
在留資格取得用件の緩和

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

日本籍船では現行刑法が適用されるた
め、公海上であってもカジノが禁止され
ているが、カジノの運営が非合法となら
ないよう所用の法整備を行う。

要望理由

その他
（特記事項）

国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ
客船事業の振興を図るため、日本籍船で
のカジノの自由化を行うこと。

・看護六法第一編基本法令及び通知第二
章基本通知「医療分野における外国人労
働者の受入れにおける留意事項」にて
は、外国人看護師も「研修」の在留資格
が取得できることになっている。東京入
国管理局に相談すると、担当官によって
は、臨床修練指定病院であれば外国人医
師同様、研修が受けれるというが、別の
・外国人看護師の「研修」の在留資格を 帰国後、タイでロングステイする日本人
担当官は臨床修練病院云々は関係ないと
スムースに発行して欲しい。
シニア向け看護にあたる。
言う。”日本でしか受けれない”看護の
研修との定義付け難しく前例がないと判
断されるなど見解がバラバラである。日
本人向け看護を学ぶには、日本で実際に
現場で学ぶことが必須。ルールに基づ
く、許認可をお願いしたい。外国人看護
師の就労問題と問題を同一視されてい
る。

特定活動告示１２項を以下のように緩和
する。
・ 「外国の大学に在籍する者および大
学卒業後３年が経過しない者」への緩和
・ 「当該大学の指定する」を削除
・ 「３月を超えない」を「１８月を超
えない」に緩和
・ 同一時期に１つの企業において５名
までに制限
また立証資料を以下のようにする。
・ 在学証明書もしくは卒業証明書
・ 活動に係る資料
■ 処遇を証明する資料
■ 実習の目的および具体的計画に関す
る資料
■ 仲介機関および受け入れ機関の実績
に関する資料
■ 本人と仲介機関、仲介機関と企業と
の契約内容に関する資料もしくは本人と
企業との契約内容に関する資料（写し）

本法人の89カ国からなる国際的ネット
ワーク（http://www.aiesec.org）を活
用し、他国の学生に対して、日本の企
業・NGOなどの機関において期間2ヶ月か
ら18ヶ月のインターンシップ・プログラ
ムに参加する機会を提供するとともに、
日本の学生に対しても、他国において同
様の機会を提供する。

海外の大学生に関しては、休学もしくは
卒業の後に１年などの長期のインターン
シップ・プログラムに参加することも一
般的で、また、本人の在籍大学とは関係
なく独自に申し込んだり、民間団体・企
業を通じて参加したりする例が多いで
す。
現時点ではインターン生の来日時に「研
修」の在留資格を申請していますが、昨
年より在留資格認定証明書が不交付とな
るケースが多発しています（以前は支障
なく交付されていたので、入国管理局が
運用方針を変更したものと考えてい
る）。他団体の例を見ても、インターン
シップに係る特定活動ビザの取得要件が
緩和された後も「研修」「文化活動」な
どの在留資格を利用しているのが現状で
す。
国際インターンシップ・プログラムは、
インターン生本人にとって日本をより深
く理解し、能力を身につける機会となる
だけでなく、日本企業にとっても、海外
の優秀な人材を活用して社内の国際化や
海外市場への展開を図る契機となるなど
メリットがあります。

大学に在籍もしくは卒業後
３年以内という制限を付
し、期間の制限を設け、実
習活動の具体的内容を提出
するものとし、一つ企業に
おいて５名以内としている
ため、「実習活動に名を借
り、外国人を低賃金労働
者、単純労働者として雇用
することに道を開く」 こと
にはなりにくいと考えてお
り、学生が在籍する大学と
本邦受け入れ機関の契約に
関する書面がなくとも、偽
装滞在問題を深刻化するこ
とにはつながらないと考え
ています。
なお、主管官庁の対応に言
及のあった実習の内容と学
生の専攻科目の関連性に関
しても問うことを検討しま
したが、関連性の具体的評
価基準を設定し得ないの
で、「実習の目的」をもっ
て代替しました。また、制
度の悪用を防ぐため、仲介
機関および受け入れ機関の
実績についても審査するも
のとしています。
添付資料：「研修」ビザが
不交付になったケースの例
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該当法令等

制度の現状

出資法は，「何人も，不特定且
つ多数の者に対し，後日出資の
払いもどしとして出資金の全額
若しくはこれをこえる金額に相
当する金銭を支払うべき旨を明
示し，又は暗黙のうちに示して，
出資金の受入をしてはならな
い。」と定めるとともに（同法１
条），「業として預り金をするにつ
き他の法律に特別の規定ある
出資法１条，２条 者を除く外，何人も業として預り
金をしてはならない。」と定め（同
法２条１項），これらに違反した
者には，３年以下の懲役若しく
は３００万円以下の罰金，又は
その併科の罰則がある（同法８
条２項１号）ほか，両罰規定が
設けられている（同法９条１項２
号）。なお，同法２条１項にいう
「他の法律」には，銀行法，長期
信用銀行法等がある。

出資法は，「何人も，不特定且
つ多数の者に対し，後日出資の
払いもどしとして出資金の全額
若しくはこれをこえる金額に相
当する金銭を支払うべき旨を明
示し，又は暗黙のうちに示して，
出資金の受入をしてはならな
い。」と定めるとともに（同法１
条），「業として預り金をするにつ
き他の法律に特別の規定ある
出資法１条，２条 者を除く外，何人も業として預り
金をしてはならない。」と定め（同
法２条１項），これらに違反した
者には，３年以下の懲役若しく
は３００万円以下の罰金，又は
その併科の罰則がある（同法８
条２項１号）ほか，両罰規定が
設けられている（同法９条１項２
号）。なお，同法２条１項にいう
「他の法律」には，銀行法，長期
信用銀行法等がある。

信託法第５８条は，受益者が信
託利益の全部を享受する場合
で，かつ，やむをえない事情が
あるときは，受益者又は利害関
信託法第１条・第 係人の請求により，裁判所が信
５８条
託を解除できる旨規定してい
る。
信託宣言及びチャリタブル・トラ
ストは，現行法上，認められて
いない。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

ｂ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）
第１条関係
出資金は出資元本が保証されないこ
とを本質とするものであるため、当該払
戻しが実行不能に陥った場合、安全で
あると誤信して出資した一般大衆が不
測の損害を被ることを防止する趣旨か
ら、これを撤廃することは困難である。
第２条関係
業としての「預り金」を一般的に禁止し
ているが，全面的に禁止されているわ
けではなく、他の法律に特別の規定あ
る者については預り金を受け入れるこ
とができる。従って、出資法において現
状以外の新たな規制を設けることは不
要と考える。
また、預金の受入れまがいの脱法行
為を厳正に取り締まる必要があること
から、現行の規定が必要且つ適切であ
ると考えられる。
なお，出資法２条の禁止に該当する
行為のうち，特に許容すべき合理的な
ものがあるのであれば，別途，他の法
律の整備によって対応すべきもので
あって，出資法の改正によることは適
当でない（例，銀行法，信託業法，農業
協同組合法等）。
エスクロー事業という個別の事業が出
資法に抵触するか否かについては、そ
れぞれ個別の事業の内容によるのであ
り，また，最終的には裁判所が判断す
るものであることから，ここで回答するこ
とは困難である。
一般的には，出資法２条は，業として
の預り金をする行為を，他の法律に特
別の規定がない限り禁止しているもの
である。
第１条関係
出資金は出資元本が保証されないこ
とを本質とするものであるため、当該払
戻しが実行不能に陥った場合、安全で
あると誤信して出資した一般大衆が不
測の損害を被ることを防止する趣旨か
ら、これを撤廃することは困難である。
第２条関係
業としての「預り金」を一般的に禁止し
ているが，全面的に禁止されているわ
けではなく、他の法律に特別の規定あ
る者については預り金を受け入れるこ
とができる。従って、出資法において現
状以外の新たな規制を設けることは不
要と考える。
また、預金の受入れまがいの脱法行
為を厳正に取り締まる必要があること
から、現行の規定が必要且つ適切であ
ると考えられる。
なお，出資法２条の禁止に該当する
行為のうち，特に許容すべき合理的な
ものがあるのであれば，別途，他の法
律の整備によって対応すべきもので
あって，出資法の改正によることは適
当でない（例，銀行法，信託業法，農業
協同組合法等）。
エスクロー事業という個別の事業が出
資法に抵触するか否かについては、そ
れぞれ個別の事業の内容によるのであ
り，また，最終的には裁判所が判断す
るものであることから，ここで回答するこ
とは困難である。
一般的には，出資法２条は，業として
の預り金をする行為を，他の法律に特
別の規定がない限り禁止しているもの
である。

現在，法制審議会に信託法の
見直しに関する専門部会を設置
し，具体的な調査審議を進め，
平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に
提出することを目途として作業
を行っているところである。
信託法第５８条の見直し，信託
宣言やチャリタブルトラスト制度
の創設については，現行信託法
制下における種々の問題点の
把握や分析に努めている段階
であり，現時点では検討の方向
性は未定であるが，いずれも法
制審議会における審議の内容
を踏まえて上記の関係法案提
出までには所要の結論を明らか
にする予定である。

その他

管理コード

z0500040

z0500040

z0500040

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
省、警察庁 整備

金融庁、法務 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
省、警察庁 整備

金融庁、法務 信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設
省

要望
管理番号

5086

5092

5086

要望事項
管理番号

50860004

50920004

50860008
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要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

4

4

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会
第一部会中間整理(第一次)」東大･神田
教授意見発表資料『いわゆる悪質商品の
取扱いをどうすべきかという問題があ
る。この点については、我が国における
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的 これまでの歴史に鑑みると、その対応等
の面において類型的に別物として取扱っ
整備
てきた面もあるので、基本的方向性とし
ては、金融関連の詐欺的行為を禁止する
法律を制定し、そちらで取締ることを検
討することが望ましい（現在では、いわ
ゆる出資法で一部取締りが可能である
が、出資法のように預り金を一律に禁止
するような法律は、その立法論的な妥当
性につき再検討する必要がある）。』

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会
第一部会中間整理(第一次)」東大･神田
教授意見発表資料『いわゆる悪質商品の
取扱いをどうすべきかという問題があ
る。この点については、我が国における
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的 これまでの歴史に鑑みると、その対応等
の面において類型的に別物として取扱っ
整備
てきた面もあるので、基本的方向性とし
ては、金融関連の詐欺的行為を禁止する
法律を制定し、そちらで取締ることを検
討することが望ましい（現在では、いわ
ゆる出資法で一部取締りが可能である
が、出資法のように預り金を一律に禁止
するような法律は、その立法論的な妥当
性につき再検討する必要がある）。』

信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設

信託法58条の規定により、受益者が単独
の場合においては信託の解除リスクがあ
るため、証券化のスキーム上問題になる
ことがある。信託法58条の改正を望む。
また、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストの制度の創設を望む。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・例えば、匿名組合契約による出資受入
などにおいて、出資金の全部または一部
について営業者が保証する。・エスク
ロー事業（二当事者の取引のクロージン
グにあたり、第三者が資金を預かって管
理することにより、取引上の危険を転換
して取引を円滑にするもの）<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではない。出資
者の認識と保証者の支払能力の問題であり、不当表示規制や
金融商品販売規制として整理されるべきではないか。・金融
庁は、「安全であると誤信して出資した一般大衆が不測の被
害を被ることを防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与
える危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般大衆
に不測の損害を与える危険が多分にある」とする。しかし、
誤信によるものであれば、誤信しないように表示、説明をさ
せるという規制であるべきであろう。また、誤解を与える危
険が多分にあるというのも、決して難しい話ではないので
あって、おかしい。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生
していない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対象と
なるというのは、果たして制度として妥当であるといえるの
であろうか。・一般大衆の被害・損害というのは、実際は騙
しによって起こっているのであり、問題の捉え方を誤ってい
る。つまり、禁止・処罰の対象は、金融商品において約束さ
れた運用行為等が現実に行われていないことであり、この点
に焦点を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条は、
預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰があり、罪刑法
定主義の観点から妥当性に疑問ある。<＊3>・法務省は、
「その意義が明確に規定されており、その概念が不明確であ
るとは言い難い」とするが、預金と同様の経済的性質を有す
るものということの解釈の幅は相当広い。また、「無条件に
許容した場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題である。・
戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引その他サービスの
発展に目に見えにくいが悪影響を及ぼしている。・｢金融
サービス法｣等の金融関連法制と出資法との係わり合い、適
用関係等が、経済社会情勢の進展に対応し、その発展に貢献
するものとなるよう、引き続き制度整備の努力をしていくこ
とが必要である。

<＊1>出資法が現に果た
す役割は詐欺罪の前段階
的な処罰と思われ、これ
は不当な表示･勧誘によ
り行われるので、不当表
示防止法を独禁法の枠組
みから切離して整備し、
罰則強化、警察管轄とす
ることは検討できない
か。相手方の属性（個人
かプロか）の観点も必要
と思われる。<＊2>エス
クロー事業が出資法２条
に抵触するのか判然とせ
ず、抵触するとの解釈も
表明されており、事業を
行おうとする際の重大な
障害となる。<＊3>例え
ば、不動産会社が賃貸事
業で預かる敷金等、継続
取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるの
か。

・例えば、匿名組合契約による出資受入
などにおいて、出資金の全部または一部
について営業者が保証する。・エスク
ロー事業（二当事者の取引のクロージン
グにあたり、第三者が資金を預かって管
理することにより、取引上の危険を転換
して取引を円滑にするもの）<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではない。出資
者の認識と保証者の支払能力の問題であり、不当表示規制や
金融商品販売規制として整理されるべきではないか。・金融
庁は、「安全であると誤信して出資した一般大衆が不測の被
害を被ることを防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与
える危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般大衆
に不測の損害を与える危険が多分にある」とする。しかし、
誤信によるものであれば、誤信しないように表示、説明をさ
せるという規制であるべきであろう。また、誤解を与える危
険が多分にあるというのも、決して難しい話ではないので
あって、おかしい。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生
していない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対象と
なるというのは、果たして制度として妥当であるといえるの
であろうか。・一般大衆の被害・損害というのは、実際は騙
しによって起こっているのであり、問題の捉え方を誤ってい
る。つまり、禁止・処罰の対象は、金融商品において約束さ
れた運用行為等が現実に行われていないことであり、この点
に焦点を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条は、
預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰があり、罪刑法
定主義の観点から妥当性に疑問ある。<＊3>・法務省は、
「その意義が明確に規定されており、その概念が不明確であ
るとは言い難い」とするが、預金と同様の経済的性質を有す
るものということの解釈の幅は相当広い。また、「無条件に
許容した場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題である。・
戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引その他サービスの
発展に目に見えにくいが悪影響を及ぼしている。・｢金融
サービス法｣等の金融関連法制と出資法との係わり合い、適
用関係等が、経済社会情勢の進展に対応し、その発展に貢献
するものとなるよう、引き続き制度整備の努力をしていくこ
とが必要である。

<＊1>出資法が現に果た
す役割は詐欺罪の前段階
的な処罰と思われ、これ
は不当な表示･勧誘によ
り行われるので、不当表
示防止法を独禁法の枠組
みから切離して整備し、
罰則強化、警察管轄とす
ることは検討できない
か。相手方の属性（個人
かプロか）の観点も必要
と思われる。<＊2>エス
クロー事業が出資法２条
に抵触するのか判然とせ
ず、抵触するとの解釈も
表明されており、事業を
行おうとする際の重大な
障害となる。<＊3>例え
ば、不動産会社が賃貸事
業で預かる敷金等、継続
取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるの
か。

証券化のスキーム上倒産隔離性が高く税
制上も優遇性が確保できるビークルとし
て資産流動化法上の特定目的会社（以下
TMK）の制度があるがTMKへの出資金を保
有する者としては、いまだにケイマン
SPCが使われることが多い。（特定持分
信託の制度は、左記の理由からリーガル
的には若干のリスクが残ると解されてお
り、複数のものを受益者にする必要があ
るなど使い勝手が悪くなってしまってい
る。）

上記の通り、英米法における信託宣言や
チャリタブルトラストに代わる仕組みと
して、資産流動化法上の特定持分信託や
中間法人が利用されることがあるが、使
い勝手などの理由からいまだにケイマン
SPCが使われるケースが多い。信託法の
見直しなどを行うことで証券化の仕組み
上、より使い勝手がよく、低コストで国
内完結しやすくなる制度の創設を望む。
本年６月、同要望に対して金融庁及び法
務省から「法務省において、平成１７
年度中に信託法の全面的な改正について
関係法案を国会に提出することを目途と
して作業を行っていく予定であり、信託
宣言やチャリタブル・トラストの制度の
創設の可否についても、その中で検討さ
れるものと承知。」との回答が示され
た。早急な見直しを期待する。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

信託法第５８条は，受益者が信
託利益の全部を享受する場合
で，かつ，やむをえない事情が
あるときは，受益者又は利害関
信託法第１条・第 係人の請求により，裁判所が信
託を解除できる旨規定してい
５８条
る。
信託宣言及びチャリタブル・トラ
ストは，現行法上，認められて
いない。

短期社債の要件として総額引受
が必要とされている（社振法第６
社債等の振替に
６条第１項）。
関する法律第６６
短期社債については、社債申込
条第１項
証は不要である（商法第３０２
条）

短期社債の要件として総額引受
が必要とされている（社振法第６
社債等の振替に
６条第１項）。
関する法律第６６
短期社債については、社債申込
条第１項
証は不要である（商法第３０２
条）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

b

b

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

現在，法制審議会に信託法の
見直しに関する専門部会を設置
し，具体的な調査審議を進め，
平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に
提出することを目途として作業
を行っているところである。
信託法第５８条の見直し，信託
宣言やチャリタブルトラスト制度
の創設については，現行信託法
制下における種々の問題点の
把握や分析に努めている段階
であり，現時点では検討の方向
性は未定であるが，いずれも法
制審議会における審議の内容
を踏まえて上記の関係法案提
出までには所要の結論を明らか
にする予定である。

社債の発行手続については、現
在作業中の会社法制の現代化
（平成１７年法案提出予定）にか
かる法制審議会等の議論にお
いて，その見直しの要否等につ
いて検討中であり、短期社債の
要件についても、社債の発行手
続についての検討を踏まえつつ
見直しをする方向で検討中であ
る。

社債の発行手続については、現
在作業中の会社法制の現代化
（平成１７年法案提出予定）にか
かる法制審議会等の議論にお
いて，その見直しの要否等につ
いて検討中であり、短期社債の
要件についても、社債の発行手
続についての検討を踏まえつつ
見直しをする方向で検討中であ
る。

その他

管理コード

z0500040

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設
省

金融庁、法務 社振法における「短期社債」の要件見
z0500040
直し
省

z0500040

金融庁、法務 社振法における「短期社債」の要件見
直し
省

要望
管理番号

5092

5086

5092

要望事項
管理番号

50920008

50860029

50920025

17/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

オリックス株式会社

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

要望
事項番号

8

29

25

要望事項
（事項名）

信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設

社振法における「短期社債」の要件見
直し

社振法における「短期社債」の要件見
直し

具体的
要望内容

信託法58条の規定により、受益者が単独
の場合においては信託の解除リスクがあ
るため、証券化のスキーム上問題になる
ことがある。信託法58条の改正を望む。
また、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストの制度の創設を望む。

具体的事業の
実施内容

要望理由

証券化のスキーム上倒産隔離性が高く税
制上も優遇性が確保できるビークルとし
て資産流動化法上の特定目的会社（以下
TMK）の制度があるがTMKへの出資金を保
有する者としては、いまだにケイマン
SPCが使われることが多い。（特定持分
信託の制度は、左記の理由からリーガル
的には若干のリスクが残ると解されてお
り、複数のものを受益者にする必要があ
るなど使い勝手が悪くなってしまってい
る。）

上記の通り、英米法における信託宣言や
チャリタブルトラストに代わる仕組みと
して、資産流動化法上の特定持分信託や
中間法人が利用されることがあるが、使
い勝手などの理由からいまだにケイマン
SPCが使われるケースが多い。信託法の
見直しなどを行うことで証券化の仕組み
上、より使い勝手がよく、低コストで国
内完結しやすくなる制度の創設を望む。
本年６月、同要望に対して金融庁及び法
務省から「法務省において、平成１７
年度中に信託法の全面的な改正について
関係法案を国会に提出することを目途と
して作業を行っていく予定であり、信託
宣言やチャリタブル・トラストの制度の
創設の可否についても、その中で検討さ
れるものと承知。」との回答が示され
た。早急な見直しを期待する。

社振法第66条1項イにおいて 「契約に
より社債の総額が引受けられるものであ
ること」が短期社債の要件のひとつとし ダイレクトＣＰの公募発行の普及および
て挙げられている。本要件の削除および 発行手続の簡素化
短期社債における「社債申込証」の取得
不要措置を要望する。

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要とされて
いるが、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ総額ヲ引受
クル場合ニハ之ヲ適用セズ」と規定されている。短期社債の
機動的な発行を担保するため（申込証の作成を不要とするた
め）、立法の過程で「（商法における）総額引受」を短期社
債の要件としたものと考えらるが、実務において円滑な発行
を妨げる要因となり得るため当該要件の削除を希望するもの
である。発行登録制度において、証取法第23条の8第2項は、
「短期社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通常
必要とされる「追補書類」の提出が不要とされている。一方
社振法において短期社債は「総額引受」が要件とされている
が、ダイレクトＣＰを発行体自らが募集（公募）を行なおう
とする場合には「総額引受」に該当しない場合も起こり得
る。社振法及び証取法の関連法令が予定している「短期社債
の募集」の発行形態は、発行体が引受人であるディーラー・
投資者毎に短期社債の発行条件を交渉することとし、両者が
合意する都度投資者による短期社債の引受があり、かつ発行
体による短期社債の発行があるという形態と考えられている
ため、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別個の
総額引受契約を取り交わす煩雑さが発生している。とりわけ
ダイレクトＣＰの公募発行においては、一般債の公募におけ
る引受人（アンダーライター）が存在しないため、「発行総
額」を確定させたうえで投資者の募集を行うことは事実上不
可能である（ディーラーが一旦総額を引受ける公募発行にお
いてはこの問題は生じない）。一方、「総額」が確定しない
ことによる弊害は、予定していた調達額に募集金額が満たな
いケースが想定されるが、それは発行体のリスクであり、発
行体がそのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問題は
ないものと思われる。一律の条件で投資者への勧誘を行え
ず、個別投資者毎に条件を設定して発行（引受）を行うとい
う行為は非効率的であり、公募発行の利点を生かせない。こ
の点は大きな弊害であり早急に改善が必要な点と考える。発
行したＣＰが「総額引受」でないという理由で社振法上の
「短期社債」と見なされなくなると、普通社債同様社債原簿
の作成や社債管理会社の設置が必要となり、実務上発行は不
可能となる。短期社債の発行の機動性を担保（短期社債の適
格要件を充足）するため、社振法において短期社債適用要件
（短期社債の総額引受要件の削除並びに社債申込証の取得不
要措置）の見直しを要望するものである。本年6月、同要望に

社振法第66条1項イにおいて 「契約に
より社債の総額が引受けられるものであ
ること」が短期社債の要件のひとつとし ダイレクトＣＰの公募発行の普及および
て挙げられている。本要件の削除および 発行手続の簡素化
短期社債における「社債申込証」の取得
不要措置を要望する。

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要とされて
いるが、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ総額ヲ引受
クル場合ニハ之ヲ適用セズ」と規定されている。短期社債の
機動的な発行を担保するため（申込証の作成を不要とするた
め）、立法の過程で「（商法における）総額引受」を短期社
債の要件としたものと考えらるが、実務において円滑な発行
を妨げる要因となり得るため当該要件の削除を希望するもの
である。発行登録制度において、証取法第23条の8第2項は、
「短期社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通常
必要とされる「追補書類」の提出が不要とされている。一方
社振法において短期社債は「総額引受」が要件とされている
が、ダイレクトＣＰを発行体自らが募集（公募）を行なおう
とする場合には「総額引受」に該当しない場合も起こり得
る。社振法及び証取法の関連法令が予定している「短期社債
の募集」の発行形態は、発行体が引受人であるディーラー・
投資者毎に短期社債の発行条件を交渉することとし、両者が
合意する都度投資者による短期社債の引受があり、かつ発行
体による短期社債の発行があるという形態と考えられている
ため、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別個の
総額引受契約を取り交わす煩雑さが発生している。とりわけ
ダイレクトＣＰの公募発行においては、一般債の公募におけ
る引受人（アンダーライター）が存在しないため、「発行総
額」を確定させたうえで投資者の募集を行うことは事実上不
可能である（ディーラーが一旦総額を引受ける公募発行にお
いてはこの問題は生じない）。一方、「総額」が確定しない
ことによる弊害は、予定していた調達額に募集金額が満たな
いケースが想定されるが、それは発行体のリスクであり、発
行体がそのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問題は
ないものと思われる。一律の条件で投資者への勧誘を行え
ず、個別投資者毎に条件を設定して発行（引受）を行うとい
う行為は非効率的であり、公募発行の利点を生かせない。こ
の点は大きな弊害であり早急に改善が必要な点と考える。発
行したＣＰが「総額引受」でないという理由で社振法上の
「短期社債」と見なされなくなると、普通社債同様社債原簿
の作成や社債管理会社の設置が必要となり、実務上発行は不
可能となる。短期社債の発行の機動性を担保（短期社債の適
格要件を充足）するため、社振法において短期社債適用要件
（短期社債の総額引受要件の削除並びに社債申込証の取得不
要措置）の見直しを要望するものである。本年6月、同要望に

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

不動産登記法第
１５１条ノ２，商業
登記法第１１３条
ノ２，電気通信回
線による登記情
報の提供に関す
る法律第１条，第
２条

平成１６年１２月１日現在，不動
産登記については全筆個数（約
２億７千万筆個）の約７５％以
上，商業・法人登記については
全会社・法人数（約３５０万社）
の約９１％以上の電子化を終了
している。

債権譲渡の対抗
要件に関する民
法の特例等に関
する法律第３条
平成１０年法務
省告示第２９０号
（債権譲渡の対
抗要件に関する
民法等の特例に
関する法律第３
条第１項の登記
所）
債権譲渡登記規
則第２２条
債権譲渡登記令
平成１０年法務
省告示第２９５号
（債権譲渡登記
令第７条第３項
の規定に基づく
法務大臣が指定
する磁気ディスク
への記録方式）

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１
項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条〜第３条

債権譲渡登記制度は，平成１０
年１０月に創設され，債権譲渡
登記に関する事務を司る登記所
として，東京法務局が指定され
ている。平成１３年３月からは，
予納制度を利用したオンライン
による登記の申請の制度を、平
成１６年５月からは歳入金電子
納付システムを利用したオンラ
インによる登記の申請及び証明
書の交付請求の制度の運用を
開始したところである。

債権回収会社の取り扱うこと
のできる対象債権は一定の範
囲内に限定され、「特定金銭債
権」と定義されている（債権管理
回収業に関する特別措置法第２
条）。
また、債権回収会社は、債権
管理回収業を営む上において
支障を生ずることがないと認め
られるものについて、法務大臣
の承認を受ければ、債権管理回
収業及び債権管理回収業に関
する特別措置法第12条各号に
定める業務以外の業務を兼業
することができるとされている
（同法第12条ただし書）。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｂ

ｂ

ー

Ⅲ

I

措置の概要
（対応策）

商業・法人登記については平成
１７年度末までに，不動産登記
については平成１９年度末まで
に，電子化をおおむね完了させ
ることを目標に計画的に作業を
行っている。

１ オンラインによる登記申請の情報量の上限（１，５００キ
ロバイト）の引上げに当たっては，登記所の回線の増強，機
器の増設及びシステムの改修等に相当額の経費を要する
こととなる。これに要する経費については受益者が負担する
こととなる。なお，申請１件当たりの情報量に係る調査を実
施したところ，申請１件当たりの情報量が１，５００キロバイト
を超える申請はわずか３．５％にとどまる。そこで，仮に当該
上限を大幅に引き上げることとすると，全申請件数の９６．
５％に相当する利用者は，わずか３．５％の申請のオンライ
ン化を図るために，当該上限の引上げに係る経費を負担す
ることとなる。
また，債権譲渡登記所の拡大に当たっても，各登記所間
の回線の新設，各登記所への機器の新規導入，システム
の改修及び各登記所への人員配置等に相当額の経費を要
することとなり，情報量の上限の引上げと同様な問題が生じ
ることとなる。
２ ところで，ｅ−Ｊａｐａｎ戦略における電子政府の実現の基
本的考え方において，電子政府の実現にあたっては，行政
の簡素化・効率化，国民・事業者の負担の軽減を実現する
ことが必要である旨示されているところである。 また，eJapan重点計画における行政の情報化の具体的施策にお
いて，各府省は，申請・届出等手続をオンライン化する場合
において，当該事務に係る行政経費の低減を図りつつ，適
正に手数料単価を設定するものとすることとされた。さらに，
電子政府構築計画における電子政府構築の原則におい
て，業務や制度，システムの抜本的な見直しを行い，行政
運営の簡素化，業務効率の向上を徹底的に追求することと
され，また，目標として 業務・システムの一元化・集中化等
業務・システムの最適化により費用対効果を高め，人的・物
的資源の効率的な活用を通じた行政の簡素・合理化を図る
ことにより，予算効率の高い簡素な政府を実現することとさ
れた。
３ そこで，現在，登記申請の情報量等の調査を引き続き実
施しているところであるが，情報量の上限の引上げ又は債
権譲渡登記所の拡大に当たっては，上記２の情報化に係る
政府全体の方針等を踏まえる必要があることから，当該動
向を注視しているところである。
したがって，情報量の上限の引上げ又は債権譲渡登記
所の拡大の実施時期については，利用状況及び情報化に
係る政府全体の方針等の如何によることから，具体的な実
施時期を明らかにすることは現段階では困難である。

ｂ
債権管理回収業に関する特別
措置法附則第７条において、こ
の法律の施行後５年を目途とし
て、この法律の実施状況等を勘
案しつつ検討が加えられるもの
とされており、本年が施行後５年
目に当たることから、ユーザー
等からのヒアリング等の調査を
行い、実情・ニーズの把握に努
めているところである。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0500041

法務省

z0500042

z0500043

法務省

項目

登記情報の電子化促進

債権譲渡登記制度の拡充

総務省、法務
地方税の徴収・回収業務支援
省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5086

50860030

11

5086

5095

50860032

50950001

18/27

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

株式会社クレディセゾン・
ジェーピーエヌ債権回収株式
会社・株式会社富士通総研

要望
事項番号

30

32

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

商業登記・不動産登記の電子化の拡大を
要望するもの。

閲覧可能範囲の拡大による時間的節約が
図れる。

債権譲渡登記制度の拡充

①出頭による申請窓口を各出張所に広げ
ること。②オンライン申請のシステム拡 ・債権流動化市場の発展に寄与する。
充、手続の簡素化を図ること。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」
（2004年3月19日）においては、「オン
ライン申請について、債権個数の上限は
廃止し、情報量による制限のみとする」
とされている。しかし、情報量による制
限が維持される限り、オンライン申請の
利便性が改善するとは言いがたい。債権
個数の上限を撤廃するだけでなく、情報
量による上限を大幅に引上げるべきであ
る。併せて、申請窓口の拡充も行うべき
である。また、本年6月に提出した同要
望に対する、規制改革・民間開放推進室
からの再検討要請に対し、「引き続き検
討することとなる」と回答しているが、
速やかに検討を行うこと。

地方税の徴収・回収業務支援

債権回収業者（サービサー）は、さ
まざまな回収に対し、確実な実績を
あげるノウハウを有している。公権
力の行使の部分以外の文書・電話催
告、現地調査や訴状作成などのサ
地方自治法243条（私人の公金取扱
ポートを行うことで、徴収・回収業
いの制限）「普通地方公共団体は、
務の効率化を図り、徴収率の向上と
法律又はこれに基づく政令に特別の
職員負荷の軽減に寄与することがで
定めがある場合を除くほか、公金の
きる。現在は文書・電話催告、現地
徴収若しくは収納又は支出の権限を
調査や訴状作成などの支援を行いた
私人に委任し、又は私人をして行な 文書・電話催告、現地調査支援、訴
くとも、地方自治法243条において
わせてはならない」の部分に関して 状作成支援等
「公金の徴収もしくは収納は私人に
規制緩和・規制改革を講ずることが
委任し、または私人をして行わせて
必要。また債権管理回収業に関する
はならない」となっており行うこと
特別措置法第一章第二条（定義）に
ができない。よって、私人も行うこ
ついても弁護士法72条に対する配慮
とができるように緩和していただき
をお願いしたい。
たい。また、債権管理回収業に関す
る特別措置法第一章第二条（定義）
についても現在定義にないので弁護
士法72条に対してご配慮いただきた
い。

登記情報の電子化促進

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

−

制度の現状

法務省においては，クレジット
カード決済による支払業務は
行っていない。

受験手数料は，受験申請書に
司法書士法施行 受験手数料の額に相当する額
規則第3条第3項 の収入印紙をはって納付しなけ
ればならない。

戸籍上子の名に使用できる文
字は，戸籍法第５０条及び戸籍
法施行規則６０条の規定によっ
戸籍法第５０条
て定められた範囲（昭和５６年内
戸籍法施行規則
閣告示第１号常用漢字表及び
第６０条
同施行規則別表第二に掲げる
漢字，平仮名又は片仮名）とさ
れている。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ｃ

Ｃ

措置の概要
（対応策）

−

クレジットカード決済による支払
を部分的に導入している府省に
情報提供いただき，クレジット
カード決済による支払が会計処
理の簡素化と事務の効率化に
繋がるものであると判断できれ
ば，その導入について検討する
こととしたい。

ー

受験申請は，事務処理の必要
上，一定の期間（現在は２週間）
内にすべきものであり，手数料
の収受もその期間内に確実に
なされる必要があるところ，印紙
をはって納付させているのは，
このような目的のために確実か
つ簡易に手数料を収受するため
の措置である。仮にクレジット
カードによる立替払を認めた場
合には，当該申請者各人に対
する債権管理が必要となるほ
か，納入告知書を発行して納付
を確認する作業等も必要とな
り，事務が増大して，所定の期
間内に受付事務を完結すること
ができなくなる。また，クレジット
カード会社の信用リスクも考慮
すると，クレジットカードによる立
替払を認めることはできない。

-

戸籍上子の名に使用できる文
字は，戸籍法第５０条及び戸籍
法施行規則第６０条の規定に
よって定められた範囲（昭和５６
年内閣告示第１号常用漢字表
及び同施行規則別表第二に掲
げる漢字，平仮名又は片仮名）
とされており，氏名に使用できる
記載文字として，外国文字を使
用することは認められない。ま
た，仮に氏名に使用できる文字
として，欧文（ローマ字）表記を
認めるとすると，アラビア文字，
ハングル文字など他の文字につ
いても認めざるを得ないことにな
り，戸籍に判読不能な文字が表
記されることになることから相当
でない。したがって，日本国籍を
有する者の氏名については日
本文字（漢字，平仮名，片仮名）
を使用すべきである。

その他

管理コード

z0500044

z0500045

z0500046

制度の
所管官庁

全省庁

法務省

法務省

項目

クレジットカード決済による支
払業務

司法書士試験の受験料の支払
（納付）代行業務

氏名に関する人権侵害を防ぐ為に必要
な欧文表記を戸籍に記載する特例制度

要望
管理番号

5095

5095

5099

要望事項
管理番号

50950002

50950011

50990001

19/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

個人

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

クレジットカード決済による支
払業務

これまで各職員が個別に行っていた
精算業務をクレジットカード支払で
行うことで会計処理の簡素化と事務
の効率化を図ることができる。具体
的には職員の精算業務の効率化、仮
払・立替等の出納業務の削減、決算
出張旅費や物品購入等の支払業務を
各省庁で発生する出張旅費や物品購
の簡素化、振込手数料の削減などが
クレジットカード払いで行い、仮
入などの支払いを職員による立替精
実現できると考えているため、クレ
払・立替払や請求書払いなどの業務
算や請求書支払でなく、クレジット
ジットカードによる支払業務を行い
処理を各職員にクレジットカードを
カード支払で行うことに対する規制
たい。現在の各省庁の会計規則上問
配布し、業務を効率化・簡素化す
緩和をしていただきたい。
題があれば、行えるように緩和して
る。
いただきたい。制度上問題がなけれ
ば、その旨を明示していただきた
い。現在、内閣府、財務省、経済産
業省、警察庁で部分的に導入されて
いる。したがって実務的に問題がな
いと考える。

11

司法書士試験の受験料の支払
（納付）代行業務

現在、司法書士試験の受験手数料は
印紙で払うが、受験者の利便性を考
司法書士法施行規則第３条３項（受
慮しクレジットカードによる立替払
験手続）「法第六条第四項 に規定
いを行いたい。したがって司法書士
する受験手数料は、受験申請書に受
クレジットカード決済による立替払 法施行規則第３条３項（受験手続）
験手数料の額に相当する額の収入印
い
「法第六条第四項 に規定する受験
紙をはつて納付しなければならな
手数料は、受験申請書に受験手数料
い。 」の部分を規制緩和していた
の額に相当する額の収入印紙をはつ
だきたい。
て納付しなければならない。 」の
部分を規制緩和していただきたい。

1

氏名に関する国民の基本的人権がとりわ
けその欧文表記に関して侵害される事実
が認められ、その是正のために当人が特
定の欧文表記を以って正当な氏名として
生涯責任を負う旨の宣誓手続きを申し出
た場合には、戸籍にその個人の「氏名の
欧文表記」として記載する。かかる表記
は元来の和文表記を駆逐するものではな
氏名に関する人権侵害を防ぐ為に必要 い。記載後の変更には家裁による手続き
な欧文表記を戸籍に記載する特例制度 を要件とする。1. いわゆるローマ字諸
派の流儀により「当人が忌避する不正確
な呼称」や「性別錯誤など氏名として忌
避すべき価値の連想」を惹起する恐れが
否定できず、2.当人が定める欧文表記の
「当人にとり最重要な欧文言語」による
呼称が「戸籍に記載された和文氏名表記
の呼称」と一致又は最近似する場合にこ
れを認めるものとする。

2

国内外を問わず、氏名の人権侵害を甘受
せずに生活し活躍できる社会基盤を構築
する。1.報道(含外国語放送等)2.医療
(CTなど欧文入力機器) 3. 保険・金融・
通信等事業や資本の国際化に伴なう顧客
のdata baseの欧文化 4.知的所有権情報
の国際化 5. 治安・税務情報の国際的共
有化 6. 電子的通信網(Internet)による
国際的な不特定多数による情報流布 7.
旅券や国際免許等、のすべてに亘り、故
意に当人の意思に反する表記を成し流布
する者に対し、不法行為法をもって保護
される欧文表記を明示できるようにな
る。これにより、報道被害などの恐れか
ら解放されて大胆に行動の自由、表現の
自由を行使できるようになる。国際的な
取引、役務提供、補償・賠償請求、婚
姻、相続などで尊厳を確保し易くなる。

1. 1988年2月16日最高裁判所第3小法廷
は「人はその氏名を正確に呼称されるこ
とについて不法行為法上の保護を受ける
べき重大な利益を有する」と判決し、
「出身国の内外を問わず」と認めた一
方、「正しく読めない表記なら仕方な
い」として賠償請求を棄却した。よって
「欧文においても正しく呼称される表記
で名乗り記す権利と責任があり、これを
保証せず人権侵害を放置・誘発する行政
は判決の趣旨に反し違法」である。2.
2004年7月28日の那覇地裁以来、性同一
性障害者に戸籍の性別変更を認める判決
が続く。然らば性別錯誤を防ぐ為に本要
望を実現することは緊要かつ妥当であ
る。3. 1993年8月からの「悪魔くん」命
名事件は「尊厳を毀損しうる名は受理を
拒否してでも阻止」する前例となり、氏
名の人権侵害防止のためには戸籍法の施
行に特例も有りうべきことを実証した。
(右欄へ続く)

その他
（特記事項）

本要望は次項「内閣告示
第一号の改正」および住
民票、健康保険証に欧文
氏名を記載する特例制度
を求める要望と関連す
る。ただし、個別にすみ
やかに実現することを目
指し、他の要望の実現遅
延をもって本要望の実現
を遅延させるべきもので
はない
資料と
して、本要請の詳細と各
種関連事例を添付する。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

債権譲渡の対抗
要件に関する民
法の特例等に関
する法律第３条
平成１０年法務
省告示第２９０号
（債権譲渡の対
抗要件に関する
民法等の特例に
関する法律第３
条第１項の登記
所）
債権譲渡登記規
則第２２条
債権譲渡登記令
平成１０年法務
省告示第２９５号
（債権譲渡登記
令第７条第３項
の規定に基づく
法務大臣が指定
する磁気ディスク
への記録方式）

制度の現状

債権譲渡登記制度は，平成１０
年１０月に創設され，債権譲渡
登記に関する事務を司る登記所
として，東京法務局が指定され
ている。平成１３年３月からは，
予納制度を利用したオンライン
による登記の申請の制度を、平
成１６年５月からは歳入金電子
納付システムを利用したオンラ
インによる登記の申請及び証明
書の交付請求の制度の運用を
開始したところである。

刑法第１８５条第
１８６条
１ 賭博をした者
は，５０万円以下
の罰金又は科料
に処する（刑法
第１８５条）。
２ 常習として賭
博をした者は，３ カジノに係る行為は，刑法第185
年以下の懲役に 条及び186条に規定する罪の構
処する（刑法第１ 成要件に該当しうる行為であ
８６条第１項）。
る。
３ 賭博場を開帳
し，又は博徒を
結合して利益を
図った者は，３月
以上５年以下の
懲役に処する
（刑法第１８６条
第２項）。

−

−

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

c

ａ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

１ オンラインによる登記申請の情報量の上限（１，５００キ
ロバイト）の引上げに当たっては，登記所の回線の増強，機
器の増設及びシステムの改修等に相当額の経費を要する
こととなる。これに要する経費については受益者が負担する
こととなる。なお，申請１件当たりの情報量に係る調査を実
施したところ，申請１件当たりの情報量が１，５００キロバイト
を超える申請はわずか３．５％にとどまる。そこで，仮に当該
上限を大幅に引き上げることとすると，全申請件数の９６．
５％に相当する利用者は，わずか３．５％の申請のオンライ
ン化を図るために，当該上限の引上げに係る経費を負担す
ることとなる。 また，磁気ディスクに記録する債権個数の上
限（１０万個以下）については，即日処理に係るシステム上
の制限であるところ，債権個数の緩和に当たっても，機器の
増設及びシステムの改修等に相当額の経費を要することと
なり，情報量の上限の引上げと同様な問題が生じることとな
る。なお，債権個数に係る調査を実施したところ，申請１件
当たりの債権個数が１０万個を超える申請はわずか０．５％
にとどまる。
２ ところで，ｅ−Ｊａｐａｎ戦略における電子政府の実現の基
本的考え方において，電子政府の実現にあたっては，行政
の簡素化・効率化，国民・事業者の負担の軽減を実現する
ことが必要である旨示されているところである。 また，eJapan重点計画における行政の情報化の具体的施策にお
いて，各府省は，申請・届出等手続をオンライン化する場合
において，当該事務に係る行政経費の低減を図りつつ，適
正に手数料単価を設定するものとすることとされた。さらに，
電子政府構築計画における電子政府構築の原則におい
て，業務や制度，システムの抜本的な見直しを行い，行政
運営の簡素化，業務効率の向上を徹底的に追求することと
され，また，目標として 業務・システムの一元化・集中化等
業務・システムの最適化により費用対効果を高め，人的・物
的資源の効率的な活用を通じた行政の簡素・合理化を図る
ことにより，予算効率の高い簡素な政府を実現することとさ
れた。
３ そこで，現在，情報量及び債権個数等の利用状況を引
き続き調査しているところであるが，情報量の上限の引上
げ又は債権個数の上限の緩和に当たっては，上記２の情報
化に係る政府全体の方針等を踏まえる必要があることか
ら，当該動向を注視しているところである。
したがって，情報量の上限の引上げ等の実施時期につ
全体の方針等の如何によることから，具体的な実施時期を明

Ⅰ

Ｃ：全国規模で対応不可
刑法第１８５条及び第１８６条
は，社会の風俗を害する行為と
して規定されているところ，刑罰
法規の基本法である刑法を改
正して，カジノのみを刑法第１８
５条及び第１８６条の構成要件
から外すことはできない。 いず
れかの省庁において，カジノを
法制化する法律を立案すること
となれば，その内容について，
法務省が個別に，当該省庁との
協議に応じる用意はある。

Ⅰ

１２月１０日の国際組織犯罪等・
国際テロ対策推進本部において
「テロの未然防止に関する行動
計画」が決定され，当該行動計
画には「入国審査時及び査証申
請時における指紋採取等による
入国審査の強化」が盛り込まれ
ており，平成１７年中に検討を行
い，実施に当たっての諸留意点
を整理した上，諸外国の動向等
を踏まえつつ，平成１８年の通
常国会に出入国管理及び難民
認定法の改正案を提出すること
とされている。

その他

管理コード

z0500047

z0500048

z0500049

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

債権譲渡登記制度の拡充

カジノ実現に必要な法整備

来日外国人・組織犯罪の防止

要望
管理番号

5109

5117

5117

要望事項
管理番号

51090001

51170013

51170015

20/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人

東京都

東京都

全国信販協会

要望
事項番号

1

13

15

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

①オンライン登記申請 オンライン登記
申請について、現行の送信データサイズ
の上限１,５００ＫＢの見直しを図って
いただきたい。
②出頭または郵送による債権譲渡登記等
の申請に際して提出する磁気ディスクに
記録する債権個別事項（債権数）の上限
（１０万個以下）の緩和を図っていただ
きたい。

①オンライン登記申請に関して、上限
１,５００ＫＢでは、債権件数にして１,
０００件程度しか対応できず、ほぼ全て
の流動化案件に対応できない。また、光
磁気ディスク（ＭＯ）、フロッピーディ
スク（ＦＤ）等の磁気ディスクについて
は、常に紛失のリスクが伴うため、個人
情報の適切な保護という観点からも、オ
ンライン登記申請に移行することが望ま
しい。
②出頭または郵送による債権譲渡登記等
の申請に関して、債権譲渡登記等の申請
時に、登記申請書等とともに提出する申
請データのうち個別債権事項（債権数）
の上限が１０万個以下と定められている
が、当該個数では、光磁気ディスク（Ｍ
Ｏ）、光ディスク（ＣＤ−Ｒ）等の磁気
ディスクの領域が残されている状態にあ
る。そのため、本条件の緩和を行うこと
により、１０万個以上の債権譲渡を行う
場合、ディスクに空き容量があるにもか
かわらず複数枚のディスクに分けて申請
することに伴うコストの削減、及び事務
処理負荷の軽減が図られ、債権流動化市
場の更なる発展に寄与することとなる。
また、個人情報保護法では、適正な取扱
いとともに、安全管理のために必要かつ
適切な措置を講じることが求められてい
る。このため、債権譲渡登記等の申請時
に提出する磁気ディスクの個数を減らす
ことが同法の措置を図ることにつながる
と考えられる。

カジノ実現に必要な法整備

カジノを実現するために、必要な法整備
カジノ開設
を行うこと。

・カジノは、有力な観光資源でもあり、
新たなゲーミング産業として、経済波及
効果や雇用創出効果が大いに期待でき
る。
・カジノは、現行法では、刑法の賭博お
よび富くじに関する罪で規制されてお
り、実施することができない。

来日外国人・組織犯罪の防止

・留学・就学、研修、興行、日本人配偶
者等の資格で入国するものの中には、在
留資格は名目だけで、当初から不法就労
等を目的としている者が数多く存在して
おり、その手段も偽変造旅券、学校ぐる
在留資格審査の一層の厳格化を図るとと
みでの受け入れ、偽装結婚等、より悪質
もに、既にアメリカで実施されているバ
退去強制した不法滞在者の水際での再入 巧妙化している。
イオメトリックス（生体認証技術）を活
国阻止などによる来日外国人犯罪の抑止 ・出入国管理法の改正により、在留資格
用した入国審査の実施など、入国審査を
取消制度の創設や不法残留罪の罰金額引
厳格化すること。
上げが行われ、不法滞在者に対する取締
りは一定の措置が講じられた。
・しかし、退去強制した不法滞在者を再
入国させないための制度は未だ構築され
ていない。

債権譲渡登記制度の拡充

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

合併に際して消滅会社の株主
に対して交付される財産は、原
則として、存続会社となる会社
商法第４０９条等
の株式に限定されることを前提
として各種の規律が設けられて
いる。

−

（なし）

ー

（なし）

措置の 措置の
分類
内容

b

ｄ

ｅ

Ⅰ

−

-

措置の概要
（対応策）

合併等の組織再編成に係る制
度については、現在作業中の会
社法制の現代化（平成１７年法
案提出予定）にかかる法制審議
会等の議論において会社法制
の現代化に係る議論の一環とし
て総合的に検討を進めていると
ころであり、吸収合併の場合に
おける消滅会社の株主に対して
金銭その他の財産を交付するこ
とを認める方向で検討を進めて
いる。

在留資格認定証明書の交付等
においては，過去に不許可に
なった事例がない等優良企業で
あれば，２週間程度での審査が
終了している。
今後とも，対日投資促進のた
め，入国・在留諸申請の迅速化
に努めてまいりたい。

現状ではプリペイド携帯電話の
存在自体に関する規制は存在
しない。

その他

管理コード

z0500050

z0500051

制度の
所管官庁

項目

法務省、財務
企業再編の促進に資する施策の容認
省

入国、在留資格に関する規制、手続の
法務省、外務省 緩和

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5120

51200002

11

5120

51200009

11

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

2

9

要望事項
（事項名）

企業再編の促進に資する施策の容認

具体的
要望内容

2. EUは、日本政府に対して、企業再編
の促進およびすべての場合において税に
対して中立的な株式交換を通じた外国企
業による合併・買収を認めるよう要請す
る。

入国、在留資格に関する規制、手続の 2. 入国と在留資格に関する規則と手続
緩和
きの緩和を検討すること。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
1.1企業の構造改革と関連税制措置
による。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
1.3人的資源
による。

z0500052

警察庁、総務
プリペイド携帯電話の容認
省、法務省

5120

51200019

21/27

11

欧州委員会（ＥＵ）

19

プリペイド携帯電話の容認

i. EUは、プイペイド携帯電話を禁止す
ることを目的としたいかなる提案にも反
対する。その種の電話は全世界に存在
し、顧客の適切な身元証明により、加入
契約による使用と同じように確実に、利
用者の身元を明らかにすることが可能で
ある。また、プリペイド携帯電話は低所
得者による携帯電話の使用を可能とさせ
るという意味でも、社会的役割を果たし
いる。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.2情報社会
による。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

外国弁護士によ
外国法事務弁護士が、第三国
る法律事務の取
法に関する法律事務を行うに当
扱いに関する特
たっては、書面による助言を受
別措置法第５条
けることを条件としている。
の２

外国弁護士によ
る法律事務の取
扱いに関する特
別措置法第10条

外国弁護士となる資格を有す
る者が日本において、その資格
取得国の法に関する知識に基
づいて行った労務の提供は、通
算して１年を限度として資格取
得国において外国弁護士として
行った職務の経験とみなす。

外国弁護士となる資格を有す
る者が日本において、その資格
外国弁護士によ
取得国の法に関する知識に基
る法律事務の取
づいて行った労務の提供は、通
扱いに関する特
算して１年を限度として資格取
別措置法第10条
得国において外国弁護士として
行った職務の経験とみなす。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

ｃ

措置の概要
（対応策）

−

ｃ
我が国において、資格取得国
の法に関する法律事務をという
限られた範囲でしか業務を行う
ことができない外国法事務弁護
士が、第三国に関する法律事務
を行うに当たっては、依頼者保
護の観点から、書面による助言
を受けることは必要であると考
えており、元々我が国国内にお
いて取り扱える法律事務の範囲
に制限がない日本弁護士の場
合と違いがあるのは、やむを得
ないことである。

−

ｃ
我が国の弁護士又は外弁に
雇用されて資格取得国の法に
関する知識に基づいて労務を提
供している外弁となる資格の保
有者は、法律事務を行うもので
はないものの、その労務提供の
内容は米国等における若い弁
護士の仕事の内容と共通する
部分が多く、実務経験として完
全に満足し得るものではないと
はいえ、我が国の弁護士又は
外弁の適正な監督を受けている
ことから、例外として特に1年を
限度になお算入できるものとし
た。かように日本における労務
提供期間の算入は、あくまで例
外であり、実務経験と同視する
ことはできないものである以上、
算入限度を規制することには、
なお合理性があるものと考え
る。そして、現在の規制の下でも
内外の要請に十分に応えること
ができるものと考えられることか
ら、当面、更なる職務経験要件
の緩和は考えていない。

−

ｃ
我が国の弁護士又は外弁に
雇用されて資格取得国の法に
関する知識に基づいて労務を提
供している外弁となる資格の保
有者は、法律事務を行うもので
はないものの、その労務提供の
内容は米国等における若い弁
護士の仕事の内容と共通する
部分が多く、実務経験として完
全に満足し得るものではないと
はいえ、我が国の弁護士又は
外弁の適正な監督を受けている
ことから、例外として特に1年を
限度になお算入できるものとし
た。かように日本における労務
提供期間の算入は、あくまで例
外であり、実務経験と同視する
ことはできないものである以上、
算入限度を規制することには、
なお合理性があるものと考え
る。そして、現在の規制の下でも
内外の要請に十分に応えること
ができるものと考えられることか
ら、当面、更なる職務経験要件
の緩和は考えていない。

その他

管理コード

z0500053

z0500054

z0500054

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

第三国法の助言に関する外国人弁護
士に対する規制の見直し

外国法事務弁護士の職務経験の見直
し

外国法事務弁護士の職務経験の見直
し

要望
管理番号

5121

5121

5122

要望事項
管理番号

51210003

51210004

51220155

22/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

オーストラリア

オーストラリア

米国

要望
事項番号

3

4

155

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

登録された外国法事務弁護士が、第三国
の法律に関しては日本の弁護士と同じ基
準で助言することを認め、第三国で許認
可を行う機関や専門機関あるいは規制機
関が、能力を判断するのに適切な機関で
あること認識すべきである。オーストラ
リアは、この問題が司法制度改革の議題
として取り上げられることを希望する。

日本では、登録された外国法事務弁護士は、
その第三国の外国人弁護士からの書面による
助言によってのみ、第三国の法律に関する助
言を行うことが認められている。反対に、日
本の弁護士は、外国の法律についての資格の
有無に関わらず、全ての国の法律に関する助
言が許されている。外国法事務弁護士は、法
律の資格を取得した国の法律についてのみ助
言することが可能になっている。オーストラ
リアの2002年、2003年の規制改革要望書提出
に対して日本側は、登録された外国法事務弁
護士が第三国法の助言を行うために該当国の
外国人弁護士から書面による助言を受け取る
ことは、顧客を守る上で必要であると回答し
た。しかし、双方とも第三国の法律に関して
資格が無いにもかかわらず、日本の弁護士が
第三国法の法律事務に関して規制の対象にな
らないのに、何故外国人の弁護士だけが規制
を受けなければならないのかが明らかでな
い。オーストラリアは、日本での法律学習の
課程にアメリカやイギリスの法律の要素が含
まれていることは理解しているが、その何れ
もが必修ではないと理解している。オースト
ラリアの法律学習課程についても同様のこと
が云える。オーストラリアは、第三国法の助
言に関する外国法事務弁護士の条件は、日本
人弁護士に対する条件と同一にされるべきで
あると考える。更に、第三国で許認可を行っ
たり、専門的な、あるいは規制を行っている
機関が、その国の法律についての能力や経験
を判断するのに適した機関であることを認識
すべきである。

① 日本は、外国人弁護士が自国で法律
事務を行って得た職務経験を、日本でそ
の当該原資格の法律に関する事務を行う
目的で登録するために、充分であるとし
外国法事務弁護士の職務経験要件の て認めるべきである。
② 日本で外国の法律に関する事務を行
見直し
うために登録の申請をする場合、その外
国の弁護士の監督の下で、日本で得た全
ての職務経験を認めるべきである。

日本は、外国法事務弁護士として自国の法律に関する法律
サービスを行うために登録しようとする外国人弁護士に対し
て、最低3年間の原資格法の職務経験を有することを要求し
ている（2年間の当該原資格の管轄で職務を経ねばならな
い）。しかしながら、自国の法律に関して日本で助言を行う
のに、外国の当局がその国の法律に関する助言を行うのに要
求するよりも厳しい要件を日本政府が課すことには基本的に
正当性がない。例えば、オーストラリアで法律事務を行える
資格者は、経験に関して、日本の別の追加的要件を満たさな
くても、日本でオーストラリア法に関する助言を行えるべき
である。オーストラリアの2002年、2003年の規制緩和要望書
に対して日本側は、日本において外国弁護士の下で活動した
ことと、原資格の管轄において外国人弁護士の下での法律事
務活動で得た職務経験とは異なっているとし、現行の制度に
おいてこうした一年間の活動を3年間の職務経験の一部と見
なすことは、例外的措置として認めていると回答した。オー
ストラリアは、この要件が外国人の弁護士に充分な能力があ
ることを確認するためであることを承知しているが、こうし
た能力もまた、受け入れ国ではなく、外国人弁護士の自国の
所管当局が最も良く判断できる。日本の弁護士は、オースト
ラリア法の基でこのような職務要件に煩わされることなく、
オーストラリアで日本の法律に関して助言することができ
る。
日本がこうした不必要な追加的な職務経験の要件を廃止しな
いのであれば、日本は、少なくとも外国法事務弁護士となる
ことを希望する外国弁護士が、当該原資格国の弁護士の監督
下でどこの国で働こうとも、3年間の職務経験要件に関し
て、そのような監督の下で働いて得た期間を認めるべきであ
る。外国法事務弁護士の資格を得ようとする日本にいる人達
に、外国の弁護士の監督下で働いて得た全ての職務経験を認
めるべきで、たとえその全てが日本で得られたものであって
も、日本の当局は認めるべきである。

日本における業務に長期的関心を有する
外国弁護士が外弁資格を取得することを
奨励するために、米国は日本に対し、日
本において外国弁護士が原資格国法に関
する実務に費やした全ての期間を、３年
の職務経験要件に算入することを認める
ことを要請する。

日本における業務に長期的関心を有する
外国弁護士が外弁資格を取得することを
奨励するために、米国は日本に対し、日
本において外国弁護士が原資格国法に関
する実務に費やした全ての期間を、３年
の職務経験要件に算入することを認める
ことを要請する。

第三国法の助言に関する外国人弁護
士に対する規制の見直し

外国弁護士に対する最低資格基準の
緩和

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

外国弁護士によ
る法律事務の取
扱いに関する特
別措置法第45条

外国弁護士によ
る法律事務の取
扱いに関する特
別措置法第45条

外国弁護士によ
る法律事務の取
扱いに関する特
別措置法第45条

制度の現状

外国法事務弁護士法人の設
立は、認められていない。

外国法事務弁護士法人の設
立は、認められていない。

外国法事務弁護士には、支所
の設置は認められていない。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

ｂ
外弁法人等の設立問題に関
し、かかる制度の導入の是非
は、日本における国際サービス
の需要の動向、外国法共同事
業の実態、弁護士法人の実績、
他の法令との整合性等の見地
から十分な検討が必要である。
これに関連し、外弁と弁護士等
（弁護士法人を含む）との間の
外国法共同事業の自由化及び
外弁による弁護士の雇用の解
禁を含む改正外弁法が2005年4
月1日に完全施行される。これ
は、これまでの規制を大胆に撤
廃し、我が国における外弁と弁
護士等との広範な提携を可能と
するものであって、上記に述べ
た、日本における国際サービス
の需要の動向、外国法共同事
業の実態、弁護士法人等の実
績などに大きく影響するものと
思われる。したがって、この問題
に関し、現段階での何らかの見
通しを述べることは不可能で、
また、制度の導入が可能かどう
かの検討の完了時期について
も、特定して述べることはできな
い。

Ⅰ

ｂ
外弁法人等の設立問題に関
し、かかる制度の導入の是非
は、日本における国際サービス
の需要の動向、外国法共同事
業の実態、弁護士法人の実績、
他の法令との整合性等の見地
から十分な検討が必要である。
これに関連し、外弁と弁護士等
（弁護士法人を含む）との間の
外国法共同事業の自由化及び
外弁による弁護士の雇用の解
禁を含む改正外弁法が2005年4
月1日に完全施行される。これ
は、これまでの規制を大胆に撤
廃し、我が国における外弁と弁
護士等との広範な提携を可能と
するものであって、上記に述べ
た、日本における国際サービス
の需要の動向、外国法共同事
業の実態、弁護士法人等の実
績などに大きく影響するものと
思われる。したがって、この問題
に関し、現段階での何らかの見
通しを述べることは不可能で、
また、制度の導入が可能かどう
かの検討の完了時期について
も、特定して述べることはできな
い。

Ⅰ

ｂ
外弁法人等の設立問題に関
し、かかる制度の導入の是非
は、日本における国際サービス
の需要の動向、外国法共同事
業の実態、弁護士法人の実績、
他の法令との整合性等の見地
から十分な検討が必要である。
これに関連し、外弁と弁護士等
（弁護士法人を含む）との間の
外国法共同事業の自由化及び
外弁による弁護士の雇用の解
禁を含む改正外弁法が2005年4
月1日に完全施行される。これ
は、これまでの規制を大胆に撤
廃し、我が国における外弁と弁
護士等との広範な提携を可能と
するものであって、上記に述べ
た、日本における国際サービス
の需要の動向、外国法共同事
業の実態、弁護士法人等の実
績などに大きく影響するものと
思われる。したがって、この問題
に関し、現段階での何らかの見
通しを述べることは不可能で、
また、制度の導入が可能かどう
かの検討の完了時期について
も、特定して述べることはできな
い。

その他

管理コード

z0500055

z0500055

z0500055

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

外国法事務弁護士による専門職法人
の容認等

外国法事務弁護士による専門職法人
の容認等

外国法事務弁護士による専門職法人
の容認等

要望
管理番号

5121

5122

5122

要望事項
管理番号

51210005

51220153

51220154

23/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

オーストラリア

米国

米国

要望
事項番号

5

153

154

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

日本は、外国法事務弁護士が法務事務所
法人を設立し、日本でこの様な法人を通
外国法事務弁護士の法務事務所法人
じて外国法や国際的なサービスを提供が
化の容認
出来るように、同様の法人化の権利を外
国法事務弁護士に認めるべきである。

オーストラリアは、2002年4月に法務事
務所の法人化が認められるように成った
と理解している。2003年1月では、71の
法務事務法人が登録された。しかし、こ
の制度は日本弁護士のみに適応され、外
国法事務弁護士の法務事務所を法人化す
ることは認められていない。

専門職法人及び支所の設立の容認

支所の開設を含め、外弁が、弁護士と同
等に、また同等の利益を享受出来る形で
専門職法人を形成することの容認に向け
て、法務省の検討を2004年度末までに完
了する。

外弁は、専門職法人を形成し、その支所
を設立することを含めて、弁護士と実質
的に同じ権利が与えられるべきである。
米国は、法務省が外弁に対して専門職法
人の形成を認めるかについて検討を進め
ていることを歓迎する。米国は、日本が
以下の措置を講じることを要請する。

専門職法人及び支所の設立の容認

日本において活動する外国法律事務所並
びにそれらの外弁パートナーが、別個に
日本の法務専門職法人を形成することを
義務付けられることなく、日本において
彼らの支所を設立することを認める。

外弁は、専門職法人を形成し、その支所
を設立することを含めて、弁護士と実質
的に同じ権利が与えられるべきである。
米国は、法務省が外弁に対して専門職法
人の形成を認めるかについて検討を進め
ていることを歓迎する。米国は、日本が
以下の措置を講じることを要請する。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

外国弁護士によ
る法律事務の取
扱いに関する特
別措置法第45、
48条

制度の現状

外国法事務弁護士は、1年の
うち180日以上本邦に在留しな
ければならない。外国法事務弁
護士の事務所は、その外国法
事務弁護士の所属弁護士会の
地域内に設けなければならず、
また、外国法事務弁護士は、い
かなる名義をもってしても、国内
に２個以上の事務所を設けるこ
とができない。

ＡＤＲの基本理念、国等の責
裁判外紛争解決
務、民間ＡＤＲ機関の認証制度
手続の利用の促
等が定められている（平成19年
進に関する法律
６月１日までに施行）。

2005年４月１日から外国法事
外国弁護士によ
務弁護士による弁護士の雇用
る法律事務の取
禁止及び外国法事務弁護士と
扱いに関する特
弁護士との共同事業の規制が
別措置法第49条
撤廃される。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｄ

ｃ

措置の概要
（対応策）

−

ｃ
外国法事務弁護士は、我が国
において原資格国に関する法
律事務を取り扱うことを職務とし
ているのだから、形式的に登録
のみをして事務員等の資格のな
い者に法律事務の処理を任せ
るなどという状態になることを防
ぎ、依頼者保護を図るために
も、少なくとも年の半分程度以
上は我が国に在留する必要が
あると考えている。

−

ｄ
「裁判外紛争解決手続の利用
の促進に関する法律」は、公正・
適正な実施、紛争の実情に即し
た迅速な解決といった、全ての
ＡＤＲについて共通する基本理
念を定めた上で、全てのＡＤＲの
利用の促進を図るため、国や地
方公共団体の責務として、情報
の収集や提供を通じて、国民の
理解の増進を図ることを定めて
いる。
また、同法の設けている認証
制度においては、認証を受ける
かどうかはＡＤＲ機関の任意とさ
れている。
このように、同法は、国境を超
える電子商取引に対応するもの
を含めたＡＤＲ全体の活性化を
図ろうとするものである。

−

ｃ
2003年の「外国弁護士による
法律事務の取扱いに関する特
別措置法」の改正のうち、外国
法事務弁護士による弁護士の
雇用禁止規制や弁護士との共
同事業の規制の撤廃等に関す
る改正部分については、2004年
6月9日に、施行期日を定める政
令が公布され、この政令により、
2005年4月1日から施行されるこ
ととなっている。なお、その余の
改正部分は、既に2004年4月1
日から施行されている。

その他

管理コード

z0500056

z0500067

z0500059

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

外国法事務弁護士にかかる在留要件、
並びに商業施設要件の撤廃

官民による電子商取引の利用の促進：
裁判外の紛争処理手続（ＡＤＲ）の促進

外国弁護士に対する提携の自由の確
保

要望
管理番号

5121

5122

5122

要望事項
管理番号

51210006

51220030

51220151

24/27

要望
事項
補助
番号

11

21

11

要望主体名

オーストラリア

米国

米国

要望
事項番号

6

30

151

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

日本は、a）国境を超える､ｂ）海外での
サ−ビス、ｃ）一時入国、というサービ
外国法事務弁護士にかかる在留要件、 ス様式で外国の弁護士が外国法の業務提
供を行うことが出来るように､現在課さ
並びに商業施設要件の撤廃
れている6ヶ月の在留要件や商業施設の
要件を撤廃すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

日本は、次のようなサービス様式で外国
法の業務を行おうとする外国法事務弁護
士に最低180日の在留と商業施設(例、支
店の開設)の要件を課している。
• 国境を越えるサービスの提供： オー
ストラリアの弁護士が電気通信を通し
て、サ−ビス提供者と顧客が夫々オース
トラリアと日本に居ながら、オーストラ
リア法に関するサービスを提供する場
合。
• 海外でのサービス提供： 日本の顧客
がオーストラリアの弁護士からオースト
ラリアでオーストラリア法に関するサー
ビスを受ける場合。
• 自然人の一時入国： オーストラリア
の弁護士が日本に来て、顧客にオースト
ラリア法に関するサービスを提供し、短
期間の後にオーストラリアに帰る（主
に、顧客と同伴で一時入国しオーストラ
リアに帰る）。
オーストラリアは、6ヶ月の在留要件や
商業施設の要件は、上記のサービス提供
様式で、オーストラリアの弁護士がオー
ストラリアの法律に関するサービスを提
供するために、負担が大きく不必要であ
ると考える。

e-Japan 重点計画 2004は、電子商取引
に関するＡＤＲの推進を掲げている。
②ＡＤＲの発展のために柔軟性が高く開
かれた法的環境の整備を目指す法案の策
官民による電子商取引の利用の促進： 定という日本政府の取組みに関して、米
裁判外の紛争処理手続（ＡＤＲ）の促進 国は、日本が、本要望書の商法に係る箇
所において提言していることを取り入
れ、国境を超える性質を持つ電子商取引
に対応するＡＤＲ制度を採用することを
要請する。

e-Japan戦略IIおよびe-Japan重点計画
2004はともに、個人に恩恵をもたらし、
高付加価値を生み出す事業活動の促進を
目指し、日本経済全体にわたってのＩＴ
の利活用や電子商取引を促している。イ
ンターネットのスピード、利便性、低価
格は、国境を超えて行われる電子商取引
という国際貿易に有利に働く反面、貿易
国家間での一貫した政策や規制を必要と
する。プライバシーを保護し、電子商取
引のための裁判外の紛争解決手続（ＡＤ
Ｒ）を推進し、ネットワーク・セキュリ
ティーを向上させ、スパムを取り締まる
といった公的私的部門における政策は、
日本におけるＩＴの利活用の拡大に貢献
し、国内外での電子商取引を促進する。
これらの政策は、民間部門のリーダー
シップや自主規制メカニズムの原則に重
点を置き、国際的慣行と整合すべきであ
る。

外国弁護士に対する提携の自由の確
保

2003年の「外国弁護士による法律事務の
取扱いに関する特別措置法」の改正は、
外国法事務弁護士（外弁）と日本弁護士
（弁護士）間の提携の自由を供与するた
めの重要な一歩であった。2003年の法改
正によって規定された提携の自由は、改
正法が施行され、その文言と精神に則り
実施されれば、日本の消費者による適時
かつ効率的な統合された法務サービスの
利用に大きく貢献する。この目的のため
に、米国は、日本が以下の措置を講ずる
ことを要望する。

2003年の改正法を2005年4月1日までに、
完全に実施する。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

外国弁護士によ
る法律事務の取 外国法事務弁護士は、所属弁
扱いに関する特 護士会及び日本弁護士連合会
別措置法第22 の会則中外国法事務弁護士に
条、23条、第42 関する規定を守らなければなら
条、第49条の３
ない。
条

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

−

ＡＤＲの基本理念、国等の責
裁判外紛争解決
務、民間ＡＤＲ機関の認証制度 ①〜 ①〜
手続の利用の促
等が定められている（平成19年 ④：ｄ ④：−
進に関する法律
６月１日までに施行）。

措置の概要
（対応策）

ｃ
我が国においては、いわゆる弁護士自治
の制度がとられており、政府が日弁連の会
規の制定に関し、指示・命令を行うことはで
きない。しかし、政府は、日弁連と適宜協議
を行うなどして、日弁連が制定する会規が外
弁法の趣旨に沿ったものとなるよう努めてき
た。今後も、必要に応じて日弁連と協議を行
うことは可能である。
具体的要望内容①について、特定外国法
に関する法律事務に関しては、これを取り扱
うことができる外弁の書面による助言を受け
てするときは、本来的な権限がない外弁（原
資格国法でも指定法でもない場合）であって
もこれを取り扱うことができる（外弁法第５条
の２第1項第２号）から、この場合の当該外弁
の当該事務の受任については外弁法上問
題はなく、日弁連の会規もこのような態様に
おける受任についてまで規制はしていないも
のと理解している。
具体的要望内容②について、外弁にも弁
護士同様の倫理及び秘密に関する規範が
課されるが（外弁法第６条・第50条第1項によ
る弁護士第1条・第２条・第23条の準用等）、
その具体的な内容をどのように定めるかに
ついては、基本的に弁護士自治に委ねられ
ている。したがって、この件につき政府から
日弁連に指示・命令することはできない。
具体的要望内容③について、外国法共同
事業において、事業に従事する弁護士及び
外弁が自己の権限の範囲等を依頼者にど
のように説明するか、その具体的内容につ
いては外弁法が直接規律するものではなく、
基本的に弁護士自治に委ねられている。し
たがって、この件につき政府から日弁連に指
示・命令することはできない。

①について：ｄ
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関
する法律」は、国際的基準・慣行に従って行
われるＡＤＲを妨げるものではない。
②について：ｄ
外国法事務弁護士及び外国弁護士の仲裁
代理については、既に「外国弁護士による法
律事務の取扱いに関する特別措置法」によ
り措置されている。
仲裁以外のＡＤＲについては、外国法事務
弁護士は、現行法においても、その職務の
範囲内でその手続につき代理を行うことがで
きる。また、外国弁護士は、我が国において
業として行うものでなければ、その手続につ
き代理を行うことができる。
③について：ｄ
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関
する法律」は、一般に、ＡＤＲ関係者が規則、
プロセス、基準を決定することを許容してい
る。
認証を受ける場合は、認証基準を満たさな
ければならないが、認証基準は必要最小限
のものであるので、ＡＤＲ関係者が規則等に
ついて合意することは広く認められる。
④について：ｄ
業務性を欠くアドホックのＡＤＲには、弁護
士法第７２条違反の問題は生じない。
また、仲裁は、我が国の仲裁法にのっとっ
たものであれば、原則として弁護士法第７２
条には違反せず、適法と解される。

①について：一部ｃ、一部ｄ
紛争処理組織、外国弁護士及び
非弁護士がＡＤＲの手続実施者と
なることについては、調停の場合
は、それが「裁判外紛争解決手続
の利用の促進に関する法律」に基
づく認証を受けて行われる場合は
弁護士法第７２条の例外となるが、
認証を受けない場合は、従前どお
ＡＤＲの基本理念、国等の責
り、個別にその適法性が判断され、
務、民間ＡＤＲ機関の認証制度
社会的に正当な業務と言える場合
①につ
裁判外紛争解決 等が定められている（平成19年
は同条違反とはならないと解され
いて：
手続の利用の促
６月１日までに施行）。
る。認証を得ない調停の手続実施
一部
進に関する法律 弁護士又は弁護士法人でない
①， 者の行為をすべて弁護士法との関
ｃ、一
弁護士法第72 者は、報酬を得る目的で、他人
②：− 係で適法化することは、国民の利
部ｄ
益の保護や法律秩序の維持を目的
条、第77条第３ の法律事件に関する法律事務
②につ
とする弁護士法第72条の趣旨から
号
を取り扱うことを業としてはなら
いて：ｅ
して相当でない。
ない。また、違反者には刑罰が
仲裁の場合は、我が国の仲裁法
科せられる。
にのっとったものであれば、原則と
して弁護士法第72条には違反せ
ず、適法と解される。
②について：ｅ
「裁判外紛争解決手続の利用の
促進に関する法律」は、弁護士でな
い者がＡＤＲの手続を実施する場合
に弁護士の監督を受けるという一
般的な要件は課していない。

その他

管理コード

z0500060

z0500061

z0500062

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

外国弁護士に対する提携の自由の確
保

ＡＤＲに関する基本的枠組みの採用

非弁護士がADRプロセスにおいて中立
者として活動することの容認

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220152

51220156

51220157

25/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

外国弁護士に対する提携の自由の確
保

特に以下の点を担保することにより、日
本弁護士連合会（日弁連）による会則並
びに規則の運用が、2003年改正法の文言
及び精神に則ったものとなるよう必要な
措置を講ずる。
①日弁連の会則並びに規則が、自身と異
なる業務範囲をもつ外弁アソシエイトを
雇用する外弁パートナーが、その外弁ア
ソシエイトにより取り扱われる法務事件
を受諾することを束縛するような形で適
用されない。
②倫理及び機密性に関する会則並びに規
則は、弁護士や外弁が外国法共同事業の
メンバーであるか、あるいは国内の法律
事務所のメンバーであるかに関わり無
く、両者に対して平等に適用される。
③弁護士、外弁それぞれの権限及び法律
業務についての依頼人に対する説明義務
は、近代的かつ国際的慣行に沿ったもの
であり、不合理に負担となるものとしな
い。

2003年の「外国弁護士による法律事務の
取扱いに関する特別措置法」の改正は、
外国法事務弁護士（外弁）と日本弁護士
（弁護士）間の提携の自由を供与するた
めの重要な一歩であった。2003年の法改
正によって規定された提携の自由は、改
正法が施行され、その文言と精神に則り
実施されれば、日本の消費者による適時
かつ効率的な統合された法務サービスの
利用に大きく貢献する。この目的のため
に、米国は、日本が以下の措置を講ずる
ことを要望する。

156

ＡＤＲに関する基本的枠組みの採用

ＡＤＲのための柔軟かつ開かれた法務環
境を創出するため、ＡＤＲのために導入
される法体系は以下の点を担保する。
①国連国際商取引法委員会の国際商務調
停に関する規範法を含め、国際的基準、
慣行に合致する。
②現在の仲裁手続で認められているもの
と同程度に国際的側面が存する全ての形
式のＡＤＲプロセスにおける関係者を代
表するために、外弁及び外国弁護士が日
本を訪れることを認める。
③ＡＤＲ関係者が適用される規則、プロ
セス、基準について合意することを一般
的に認めることにより、ＡＤＲプロセス
が柔軟に個別の状況に即した最適なもの
となることを可能にする。
④アドホックの自己管理された国際仲裁
及び調停、また、国際商工会議所、アメ
リカ仲裁協会、ロンドン国際仲裁裁判所
などの国際機関が、日本法の基において
明確に合法かつ正当であること、さら
に、それらが日本政府あるいは日本政府
によって指名されたものによる許可なし
に、日本において活動を継続できること
を確保する。

日本は、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）メカ
ニズムは、個人や企業が効果的かつ廉価
に紛争を解決することを助ける上で重要
な役割を果し得ることを理解し、日本に
おけるＡＤＲ手続を強化、再活性化する
ための措置を検討中である。米国は、日
本におけるＡＤＲサービスの発展を促進
する柔軟かつ開かれた法務環境の創造に
向けた日本のコミットメントを歓迎す
る。

157

①仲裁、調停、仲介その他のＡＤＲプロ
セスにおいて報酬のために中立者として
活動する紛争処理組織、外弁、非弁護士
は、法律業務を行っているのではなく、
従って弁護士法第72条、あるいは 外弁
非弁護士がADRプロセスにおいて中立 法（適用される場合は）に違反するもの
でないことを、新しい立法措置を通じて
者として活動することの容認
明確にする。
②非弁護士が、自身であるいは中立者と
して取り扱うＡＤＲプロセスは、弁護士
の監督を受けるとする要件は、一般的
に、課せられないこととする。

日本は、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）メカ
ニズムは、個人や企業が効果的かつ廉価
に紛争を解決することを助ける上で重要
な役割を果し得ることを理解し、日本に
おけるＡＤＲ手続を強化、再活性化する
ための措置を検討中である。米国は、日
本におけるＡＤＲサービスの発展を促進
する柔軟かつ開かれた法務環境の創造に
向けた日本のコミットメントを歓迎す
る。

152

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

裁判外紛争解決
手続の利用の促
進に関する法律
弁護士法第72
条、第77条第３
号

制度の現状

ＡＤＲの基本理念、国等の責
務、民間ＡＤＲ機関の認証制度
等が定められている（平成19年
６月１日までに施行）。
弁護士又は弁護士法人でない
者は、報酬を得る目的で、他人
の法律事件に関する法律事務
を取り扱うことを業としてはなら
ない。また、違反者には刑罰が
科せられる。

合併に際して消滅会社の株主
に対して交付される財産につい
て原則として、存続会社又は設
商法第４０９条等
立する会社の株式に限定される
ことを前提として各種の規律が
設けられている。

合併に際して消滅会社の株主
に対して交付される財産につい
て原則として、存続会社又は設
商法第４０９条等
立する会社の株式に限定される
ことを前提として各種の規律が
設けられている。

措置の 措置の
分類
内容

①，
②，
④，
⑤：ｄ
③につ ①〜
いて： ⑤：−
一部
ｃ、一
部ｄ

b

b

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）
①について：ｄ
「裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律」は、仲裁を認証の対象
とはしていない。
②について：ｄ
「裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律」の認証を受けるかどうか
はＡＤＲ機関の任意である。
③について：一部ｃ、一部ｄ
仲裁については、そもそも認証の対象
とはならないが、我が国の仲裁法に
のっとったものであれば原則として弁護
士法に違反するものではない。
仲裁以外のＡＤＲについては、認証を
受けない手続の実施は、個別にその適
法性が判断され、社会的に正当な業務
と言える場合は同条違反とはならない
と解される。他方で、認証を得ない調停
の手続実施者の行為をすべて弁護士
法との関係で適法化することは、国民
の利益の保護や法律秩序の維持を目
的とする弁護士法第72条の趣旨からし
て相当でない。
④について：ｄ
「裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律」では、日本人及び日本
の組織と、外国人及び外国の組織とを
同等に扱っている。
⑤について：ｄ
「裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律」の定める認証基準や報
告義務の内容は（時効中断等の法的効
果を付与するための）必要最小限のも
のとなっており、過度の負担とならない
妥当なものとなっている。

合併等の組織再編成に係る制
度については、現在作業中の会
社法制の現代化（平成１７年法
案提出予定）にかかる法制審議
会等の議論において会社法制
の現代化に係る議論の一環とし
て総合的に検討を進めていると
ころであり、吸収合併の場合に
おける消滅会社の株主に対して
金銭その他の財産を交付するこ
とを認める方向で検討を進めて
いる。

合併等の組織再編成に係る制
度については、現在作業中の会
社法制の現代化（平成１７年法
案提出予定）にかかる法制審議
会等の議論において会社法制
の現代化に係る議論の一環とし
て総合的に検討を進めていると
ころであり、吸収合併の場合に
おける消滅会社の株主に対して
金銭その他の財産を交付するこ
とを認める方向で検討を進めて
いる。

その他

管理コード

z0500063

z0500064

z0500064

制度の
所管官庁

法務省

法務省

法務省

項目

ADR免許制の制限

近代的合併手法の採用

近代的合併手法の採用

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220158

51220159

51220160

26/27

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

158

159

160

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

ADR免許制の制限

ＡＤＲプロセスに対する障害が生み出さ
れることを防ぐため、導入されるいかな
るＡＤＲ免許制度も以下の点を満たすこ
とを確保する。
①仲裁サービスには適用されない。
②完全に自主的なものである。
③報酬のためにＡＤＲサービスを提供す
る非免許の組織あるいは請負人は、なん
ら弁護士法に違反するものではないこ
と、また、非免許の組織あるいは請負人
によって提供されたＡＤＲサービスによ
る紛争の解決は、ＡＤＲ提供者の非免許
資格を理由とする法的告発の対象とはな
らないことを明確にする。
④日本人及び日本の組織と同等の基準
で、外国人及び組織にも開かれたものと
する。
⑤免許制並びに免許取得後の全ての報告
義務について、妥当かつ過度に負担とな
らない手続及び基準を設定する。

日本は、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）メカ
ニズムは、個人や企業が効果的かつ廉価
に紛争を解決することを助ける上で重要
な役割を果し得ることを理解し、日本に
おけるＡＤＲ手続を強化、再活性化する
ための措置を検討中である。米国は、日
本におけるＡＤＲサービスの発展を促進
する柔軟かつ開かれた法務環境の創造に
向けた日本のコミットメントを歓迎す
る。

近代的合併手法の採用

以下の措置を含め、日本の会社法に近代
的合併手法を導入するための法案を次期
通常国会に提出する。
①三角合併、キャッシュマージャー、外
国株式を使った株式交換を認めるために
必要な合併対価の柔軟性をはかる。
②ショートフォーム（スクイーズアウ
ト）・マージャーを認める。

日本において近代的合併手法の利用が可
能となれば、企業再構築や投資の拡大を
通じて日本経済の再活性化を促進する。
米国は、近代的合併手法の導入や企業再
構築及び投資促進に向けたその他の措置
の検討を含め、日本がその会社法の近代
化のために行っている努力を歓迎する。
これらの目的を達成するため、米国は、
日本が以下の措置を講ずることを要請す
る

近代的合併手法の採用

2003年3月に対日投資会議が発表した
「対日投資促進策の推進について」,並
びに2004年8月に内閣府経済社会総合研
究所Ｍ＆Ａ研究会が発表した「わが国企
業のＭ＆Ａ活動の円滑な展開に向けて」
に沿い、近代的合併手法に対する適切な
税制措置を提供することを含め、Ｍ＆Ａ
及び企業再構築を促進するためのその他
の措置を講ずると同時に、日本における
新しいＭ＆Ａ手法の有効性を不合理に制
限しかねない特異な条件を新たな手法に
課すことを排除する。

日本において近代的合併手法の利用が可
能となれば、企業再構築や投資の拡大を
通じて日本経済の再活性化を促進する。
米国は、近代的合併手法の導入や企業再
構築及び投資促進に向けたその他の措置
の検討を含め、日本がその会社法の近代
化のために行っている努力を歓迎する。
これらの目的を達成するため、米国は、
日本が以下の措置を講ずることを要請す
る

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

株主が株主総会に出席しないで
商法第２３９条第
議決権を行使する手段として
２項から第７項ま
は、代理人、書面又は電磁的方
で、第２３９条ノ
法による行使が認められてい
２、第２３９条ノ３
る。

措置の 措置の
分類
内容

ｅ

-

措置の概要
（対応策）

要望は，我が国の法令の内容
に対する誤解に基づくものであ
り，商法上，委任投票の効率的
な行使を阻害する規定は存在し
ない。

その他

管理コード

z0500066

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 外国株主による委任投票の促進
省

要望
管理番号

5122

要望事項
管理番号

51220163

27/27

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

米国

要望
事項番号

163

要望事項
（事項名）

外国株主による委任投票の促進

具体的
要望内容

企業統治を強化するため、金融庁並びに
法務省は、海外の受益所有者による委任
投票の効果的な行使の促進に向けて、代
理保管人及び国際的保管人による代理権
行使に関する商法上あるいはその他の規
則に必要な変更を加えることを検討す
る。

具体的事業の
実施内容

要望理由

大規模な機関投資家による株主権利の積
極的な行使は、企業業績の改善につなが
るより良い企業統治システムの発展のた
めに極めて重要である。米国は、年金基
金や信託基金による積極的な委任投票を
奨励するために、日本が既に講じてきた
諸施策を歓迎する。投資収益をさらに改
善するために、米国は日本が以下の措置
を講ずることを要請する。

その他
（特記事項）

