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1. はじめに

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、森・濱田松本法律事務所では、各分野の近時のリーガルニュースを集めて、

Client Alert 2021 年 4 月号（Vol.88）を作成いたしました。実務における一助となれば

幸いに存じます。
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2. 知的財産法：令和 2 年（2020 年）改正個人情報保護法の施行日決定、

政令・規則の公布 

 

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（政令

55 号）により、2020 年 6 月 12 日に公布された 2020 年（令和 2 年）改正個人情報保

護法は、既に 2020 年 12 月 12 日に施行された法定刑の引き上げ及び 2021 年 10 月 1

日に施行されるオプトアウトの経過措置を除き、2022 年 4 月 1 日に施行されることが

決まりました。 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210324_sekoukizitu.pdf 

2020 年（令和 2 年）改正個人情報保護法は、現在、国会において審議中のデジタル

社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案による 2021 年（令和 3 年）個

人情報保護法改正（個人情報保護制度の一元化）のうち、国レベルの改正（法律案 50

条）との同時施行が想定されます。 

2021 年（令和 3 年）個人情報保護法改正の概要は、以下のデータ・セキュリティ NEWS 

LETTER をご覧下さい。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047371/20210302-030458.pdf 

2020 年（令和 2 年）改正個人情報保護法に関する「個人情報の保護に関する法律施

行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令」及び「個人情報の保

護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」が 2021 年 3 月 24 日に公布されてお

り、その意見募集結果も公表されています。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=2400

00067&Mode=1 

上記の政令・規則では、漏えい等報告の報告対象と期限、仮名加工情報の加工基準、

個人関連情報の本人同意の確認方法・提供元における記録義務の項目、越境移転の同意

取得時に本人に提供すべき情報・移転元が講ずべき「必要な措置」の内容、保有個人デー

タに関する公表事項への安全管理措置の追加等について定めています。 

今後は、改正個人情報保護法に関するガイドライン案が 2021 年春に公表・意見募集

開始予定となっており、その内容は今後の実務に大きな影響があるため、注目されます。 

 

 

  

パートナー 小野寺 良文 

 03-5223-7769 
 yoshifumi.onodera@mhm-global.com 

パートナー 田中 浩之 

 03-6266-8597 
 hiroyuki.tanaka@mhm-global.com 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=240000067&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=240000067&Mode=1
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3. 競争法／独禁法①：公取委及び経産省、スタートアップとの事業連

携に関する指針の成案を公表 
 

2021 年 3 月 29 日、公取委及び経産省は、スタートアップ1と連携事業者2との間であ

るべき契約の姿・考え方を示すことを目的とする「スタートアップとの事業連携に関す

る指針」（「本指針」）を公表しました。本指針は、以前本レター（Client Alert 2020 年

12 月号（Vol.84））で紹介した「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」

（「本報告書」）の内容を踏まえて原案が作成されており、それに対するパブリックコメ

ントの結果を踏まえてこのたび成案となったものです。 

 

本指針は、NDA（秘密保持契約）、PoC（技術検証）契約、共同研究契約及びライセ

ンス契約の 4 つの契約を中心に、本報告書等で報告された問題事例を基に、問題が生じ

る背景要因を「i.スタートアップ側の法的リテラシーの不足」、「ii.オープンイノベーショ

ンに関するリテラシーの不足」、「iii.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを

推進する上で望ましくない慣習の存在」の 3 類型に分類し、問題となり得る点がどの背

景要因に起因しているかを分析の上、解決方針を示しています。本指針で示された、連

携事業者がスタートアップとの取引において留意すべき主な点は下表のとおりです。 

 

契約類型 
独占禁止法違反となり得るため、連携事業者として留意すべき

点 

NDA 

・NDA 未締結での、スタートアップに対する営業秘密の開示の要請

（優越的地位の濫用） 

・連携事業者に一方的に有利な NDA（片務的な NDA や契約期間が

短く自動更新されない NDA）の締結要請（優越的地位の濫用） 

・NDA に違反したスタートアップの営業秘密の盗用（競争者に対す

る取引妨害） 

PoC 契約 
・PoC の成果又は PoC のやり直しに対する必要な報酬の不払い（優

越的地位の濫用） 

共同研究契約 

・共同研究の成果に基づく知的財産権の連携事業者のみへ帰属させ

る契約の締結要請（優越的地位の濫用） 

・スタートアップが大部分を行った共同研究の成果に基づく知的財

産権を連携事業者のみ又はスタートアップ・連携事業者双方へ帰

属させる契約の締結要請（優越的地位の濫用） 

・スタートアップによる共同研究の成果物の利用等の不合理な制限

（排他条件付取引・拘束条件付取引） 

 
1 本指針では、スタートアップは、成長産業領域において事業活動を行う事業者のうち、①創業 10 年

程度であること、②未上場企業であることと定義されています。 
2 本指針では、スタートアップと事業連携を目的とする事業者と定義されています。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043695/20201207-015344.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00043695/20201207-015344.pdf
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ライセンス契約 

・スタートアップから連携事業者へのライセンスの無償提供の要請

（優越的地位の濫用） 

・スタートアップが開発した技術の特許出願の制限要請（優越的地

位の濫用） 

・スタートアップによる他の事業者等への販売の不合理な制限（排

他条件付取引・拘束条件付取引） 

 

本指針では、上表の独占禁止法上問題となり得る行為が生じないようにする対応策の

提案や、経済産業省と特許庁が策定したモデル契約書等の活用可能な政府文献等の紹介

もされています。なお、本指針で示されている上表の行為等については、これに該当す

るものが必ず独占禁止法違反になるわけではありません。本指針を硬直的に当てはめる

ことは、連携事業者がスタートアップとの連携に消極的になり、本指針の目的の一つで

あるオープンイノベーションの推進をかえって阻害しかねません。公取委は、パブリッ

クコメントを踏まえて、原案から成案にする上で、本指針の個別の考え方等を硬直的に

当てはめるのではなく、当事者が積み上げてきた案件の経緯や互いの背景等諸事情を十

分勘案して妥協点を協力して探ることがオープンイノベーションの実現に資するとい

う記載を追加しています。そのため、スタートアップも本指針を参照する際は、本指針

の事例がそのまま自社に適用できるとは限らない点には留意が必要です。 

本指針は、スタートアップ及び連携事業者ともに、現契約内容及び今後の取引内容の

適法性を検討するために参照すべき重要なものといえます。今後は本指針を参考に契約

交渉及び契約の見直しが行われることも予測されますので、本指針や本指針で示された

モデル契約書等を参考にすることで、スムーズな契約交渉が期待できます。他方で、各

事業者は、取引の相手方が本指針を踏まえて交渉してくることを前提に、あらかじめ自

社について独占禁止法上問題となる可能性を検討し、適切に対応する必要があります。 

 

4. 競争法／独禁法②：公取委及び中小企業庁、下請代金の支払手段に

関する通達の発出 
 

令和 3 年 3 月 31 日、公取委及び中小企業庁は、関係事業者団体に対し、下請代金の

支払手段に関し、以下の 3 点を要請する通達（「本通達」）を発出しました。 

① 下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとすること 

② (i)手形等により下請代金を支払う場合、当該手形等の現金化にかかる割引料等の

コスト（「本コスト」）については下請事業者の負担とならないよう親事業者と下

請事業者で十分協議して決定すること。(ii)当該協議を行う際、親事業者と下請

事業者の双方が本コストについて具体的に検討できるように、親事業者は、現金

で支払う場合の下請代金の額と手形等により支払う場合の下請代金の額及び本

コストを示すこと 

③ 下請代金の支払に係る手形のサイトについては、60 日以内とすること 
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公取委及び中小企業庁は、平成 28 年 12 月にも同様の通達（「旧通達」）を発出してい

ますが、②(ii)は、本通達で新たに追加されたものであり、また③については、旧通達で

は繊維業 90 日・その他の業種 120 日以内として段階的に 60 日以内に短縮するよう努

めるべきであるとされていたところ、本通達では当該記載は削除され、業種にかかわら

ず 60 日以内のサイトとするよう求められています。 

以上のとおり、本通達により、手形等により支払う場合のルールが厳格化することに

なります。旧通達では明確な期限が定められていませんでしたが、本通達では、上記①

～③のすべてについて「おおむね 3 年以内を目途として、可能な限り速やかに実施する

こと」が要請されており、目途とはいえ期限が明示されています。本通達を遵守するた

めには資金繰りのスケジュールを見直す必要があるため、下請事業者に対して手形等に

より支払っている親事業者は、遵守に向けて計画的に対応する必要があります。 

 

 
 

5. エネルギー・インフラ：風力発電に係る法アセスの見直しについて 
 

2021 年 3 月 25 日、「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり

方に関する検討会」が開催され、風力発電所に係る環境影響評価法（「法」）による環境

アセスメント（「法アセス」）の見直しにつき、報告書案が公表されました3。本稿では、

報告書案のうち特に注目される項目の概要をご紹介いたします。 

(1) 規模要件の引き上げ 

法アセスの対象事業の規模要件の引き上げについて、現行の環境影響評価法施行令

（「施行令」）を改正し、出力 5 万 kW 以上を第一種事業、出力 3.75 万 kW 以上 5 万

kW 未満を第二種事業とすることが提案されました。かかる規模要件の引き上げにつ

いては、法アセスの対象にならない規模の事業について適切な環境影響評価の実施、

必要なリードタイムの確保、事業分割等による「アセス逃れ」の防止措置、現行法下

で手続き中の案件を適切に取り扱うための措置が担保されるよう十分留意すべき旨

が併せて指摘されています。 

 

 

 
3 http://assess.env.go.jp/4_kentou/4-1_kentou/reportdetail.html?kid=23#shidai 

パートナー 宇都宮 秀樹 

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

シニア・アソシエイト 竹腰 沙織 
 03-6266-8903 

 saori.takekoshi@mhm-global.com 

アソシエイト 後潟 伸吾 

 092-739-8144（福岡） 

 shingo.ushirogata@mhm-global.com 
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(2) 制度的対応のあり方 

第一種事業の規模要件の引き上げとともに、継続して検討し迅速に措置すべき事項

として、①より柔軟なスクリーニングの導入と、②簡易なアセスメント手続きの導入

が示されています。 

①より幅広いスクリーニングの導入 

規模が大きいものでなくとも立地等により大きな環境影響が懸念される事業を適

切にアセス対象に含めるべく、より幅広いスクリーニングの導入が必要であるとされ、

かかる観点から、第二種事業の規模要件を例えば 1 万 kW 以上 5 万 kW 未満とするこ

とや、第二種事業の規模要件の下限値を設けないことについても今後検討していくこ

とが示唆されています。現行法上、第二種事業は第一種事業の 0.75 倍以上の規模を

有するものに限る旨規定されている（法 2 条 3 項、施行令 6 条）ため、第二種事業の

規模要件の下限値を 3.75 万 kW よりも低く設定し、又は下限値を設けないこととす

るためには、法若しくは施行令又はその両方の改正が必要となると考えられます。 

②簡易なアセスメント手続きの導入 

第二種事業より規模の小さな事業や、スクリーニングにより法アセスが不要と判断

された事業に対して、簡易なアセスメント手続きを導入することについても今後検討

していくことが示唆されました。簡易なアセスメントの手続きについては、例えば、

現行の法アセスの手続きを簡素化する方策の他、第二種事業において、その判定プロ

セスを通じて影響が想定される項目についてのみ環境影響評価を行うといった内容

の合理化が重要であるとの意見も紹介されています。 

(3) 現行制度の運用面のあり方 

現行制度の運用面につき、喫緊の課題として直ちに措置すべき事項として、法や条

例による環境影響評価制度の適正な運用に向けて取り組むべき事項と、地方自治体に

よる環境影響評価条例における風力発電所の取扱いについて取り組むべき事項が示

され、前者については①環境影響評価書の継続的公開等、②スコーピング機能の強化、

③事後調査の強化、④環境情報の提供とゾーニングの促進が、後者については①条例

の対象事業の追加、簡易な条例手続きの導入、条例改正検討時の考え方やデータの提

示、②広域の環境影響や希少種等に係る環境省の関与、が示されています。 

 

2012 年から風力発電も対象に含まれることになった法アセスの手続負担の軽減は、

風力発電業界が長きに亘って要望してきた点であり、脱炭素社会の実現に向けて再生可

能エネルギーの最大限の導入を目指す見地からは、早期の実現が望まれるところです。

もっとも、上記(2)のように法改正が必要となり得る内容も含まれ、更なる詳細は 2021

年度から有識者会合で議論を行うことが予定されていることから、今後の動向が注目さ

れます。 
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6. 労働法：「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラ

イン」及び「フリーランスとして安心して働ける環境を整

備するためのガイドライン」の策定について 
 

2021 年 3 月 25 日、厚生労働省は、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のため

のガイドライン」（「テレワークガイドライン」）を公表しました。 

テレワークガイドラインは、2018 年 2 月に公表された「情報通信技術を利用した事

業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定したものであり、使用

者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推

進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとっ

て留意すべき点、望ましい取組み等を明らかにしたものです。 

テレワークガイドラインにおいては、①テレワークの導入に際しての留意点、②労務

管理上の留意点、③テレワークのルールの策定と周知、④様々な労働時間制度の活用、

⑤テレワークにおける労働時間管理の工夫の観点から、詳細な記載がなされております。 

例えば、②労務管理上の留意点においては、テレワークに要する費用負担の取扱いに

ついて「個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々

であるため、労使のどちらがどのように負担するか等についてはあらかじめ労使で十分

に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておく

ことが望ましい。」との記載がなされております。また、④様々な労働時間制度の活用

においては、テレワークにおける労働時間管理の把握について「パソコンの使用時間の

記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認すること」や「労働者

の自己申告により把握すること」等による「労働時間の適正な把握のために使用者が講

ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえた適切な対応が求められることや、テレ

ワークに特有の事象として「中抜け時間」や「長時間労働対策」等に関する記載がなさ

れております。 

さらに、労使関係に関するガイドラインの動向として、2021 年 3 月 26 日、内閣官房、

公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省は、連名で「フリーランスとして安心して働

ける環境を整備するためのガイドライン」（「フリーランスガイドライン」）を公表しま

した。ガイドライン案時点の情報とはなりますが、フリーランスガイドラインの概要に

ついては、Client Alert 第 85 号にて記載しておりますので、併せてご参照ください。 

パートナー 小林 卓泰 

 03-5223-7768 
 takahiro.kobayashi@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 山路 諒 
 03-6213-8126 

 ryo.yamaji@mhm-global.com 

アソシエイト 中ノ瀬 遥 
 03-5293-4875 

 haruka.nakanose@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047132/20210112-123114.pdf
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テレワークガイドラインやフリーランスガイドラインにより、今後の労使関係に関す

る指針が示されておりますので、それぞれのガイドラインに即した柔軟な対応が求めら

れることとなります。 

 

 

 

7. 会社法／キャピタル・マーケッツ：金融庁、コーポレートガバナン

ス・コードの改訂案を公表 

 

2021 年 3 月 31 日、金融庁に設置されたスチュワードシップ・コード及びコーポレー

トガバナンス・コードのフォローアップ会議（「フォローアップ会議」）において、コー

ポレートガバナンス・コードの改訂案（「改訂 CG コード案」）が示されました。改訂の

内容は、多岐に亘りますが、プライム市場上場会社に対して一段高いガバナンスを目指

した取組みを求めている点に特徴があります。個別の改訂事項のうち主なものは、以下

のとおりです。 

1 取締役会の機能発揮 

 取締役会の機能発揮のため、取締役の知識・経験・能力と就任年数の適切な組み合わ

せの確保が不可欠という観点から、下記のとおり原則及び補充原則が改訂・追加されま

した。 

 プライム市場上場会社では、少なくとも 3 分の 1 以上（必要と考える場合は、過

半数）、その他の市場上場会社では 2 名以上（必要と考える場合は、3 分の 1 以上）

の独立社外取締役を選任すべき（原則 4-8） 

 プライム市場上場会社は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社であって、

独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合は、基本的に構成員の過

半数を独立社外取締役とする指名委員会・報酬委員会を設置し、委員会構成の独

立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべき（補充原則 4-10①） 

 取締役会は、経営戦略に照らして備えるべきスキル等の特定を行い、経営環境や

事業特性等に応じた形で取締役の有するスキル等の組み合わせ（いわゆる「スキ

ル・マトリックス」等）を開示すべき。また、独立社外取締役には、他社での経

営経験を有する者を含めるべき（補充原則 4-11①） 

 

 

 

パートナー 荒井 太一 

 03-5220-1853 
 taichi.arai@mhm-global.com 

アソシエイト 澤 和樹 
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2 企業の中核人材における多様性（ダイバーシティ）の確保 

 中核人材である管理職層において多様性が確保され、経験を積み取締役や経営陣に登

用される仕組みを構築することが企業の成長に極めて重要であるという観点から、下記

のとおり補充原則が追加されました。 

 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様

性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状

況を開示すべき（補充原則 2-4①） 

 多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて

開示すべき（同上） 

 

3 サステナビリティ（ESG 要素を含む中長期的な持続可能性）を巡る課題への取組み 

 中長期的な企業価値の向上に向けて、サステナビリティの課題への取組みの重要性が

高まっていることを受け、下記のとおり補充原則が改訂・追加されました。 

 気候変動や人権の尊重等の社会・環境問題への配慮等のサステナビリティを巡る

課題が、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題と認識し、

中長期的な企業価値向上の観点から、積極的・能動的に取り組むよう検討を深め

るべき（補充原則 2-3①） 

 経営戦略の開示に際し、サステナビリティについての取組みを開示し、人的資本

や知的財産への投資等についても、具体的に情報を開示・提供すべき（補充原則

3-1③） 

 プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動

等に与える影響について、データの収集・分析を行い、TCFD4等の枠組みに基づ

く開示の質と量の充実を図るべき（同上） 

 取締役会は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定

するとともに、人的資本・知的財産等の経営資源の配分や、事業ポートフォリオ

に関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行う

べき（補充原則 4-2②） 

 

 改訂 CG コード案では、上記の他、グループガバナンスの在り方に関する改訂や、監

査に対する信頼性の確保及び内部統制・リスク管理に関する改訂も行われています。改

訂 CG コードの適用時期は、東京証券取引所（「東証」）において検討される予定ですが、

フォローアップ会議は、2021 年 12 月までに、改訂 CG コードに沿った CG 報告書を提

出することが望ましいとする一方で、プライム市場上場会社のみに適用される原則等は、

準備期間等に鑑み、2022 年 4 月以降に開催される各社の株主総会の終了後速やかにこ

れらの原則等に関する事項について記載した同報告書を提出するよう求めることを提

 
4 金融安定理事会（FSB）により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース」を指す。企業等

に対して、気候変動がもたらす「リスク」及び「機会」の財務的影響に関する開示を提言している

（https://www.fsb-tcfd.org/）。 



 
 

   Client Alert 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

10 
 

案しています5。各社は、2022 年 4 月に予定される東証の市場区分の見直し後に選択す

る新市場区分も踏まえて、今後自社に適用される改訂 CG コードの原則及び補充原則を

把握し、対応の要否や対応時期を検討する必要があります（詳細は、Vol.87 も参照）。

特に、新たに特定の事項の開示が求められる項目については、その具体的な開示内容を

検討することが求められるため、十分な準備が必要となります。 

 

＜参考資料＞ 

金融庁：「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアッ

プ会議」（第 26 回）議事次第」（2021 年 3 月 31 日） 

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210331.html 

 

 
 

8. 危機管理：経済産業省「外国公務員贈賄防止に関する研究会 報告

書（案）」等に対する意見公募の開始 
 

経済産業省は、2021年 3月 23日、「外国公務員贈賄防止に関する研究会 報告書（案）」、

「外国公務員贈賄防止指針（改訂案）」、及び「外国公務員贈賄防止指針のてびき（案）」

に対する意見公募を開始しました。これらは、日本も締結している外国公務員贈賄防止

条約の実施状況等について、OECD 贈賄作業部会が、2019 年 7 月に日本に関するフェー

ズ 4 審査に係る報告書を公表したところ、当該報告書において複数の勧告がなされた等

の状況を踏まえ、経済産業省知的財産政策室が開催した「外国公務員贈賄防止に関する

研究会」における議論に基づいたものです。 

「外国公務員贈賄防止指針」は、経済産業省が、平成 16 年 5 月 26 日に、国際商取

引に関連する企業における外国公務員等に対する贈賄防止のための自主的・予防的アプ

 
5 フォローアップ会議「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂に

ついて（案）」（2021 年 3 月 31 日）https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210331/01.pdf 

パートナー 鈴木 克昌 
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ローチを支援することを目的として、策定・公表しましたが、今回見直しが検討されて

いる主要な事項は以下のとおりです。 

まず、OECD 贈賄作業部会による勧告を受けて、スモール・ファシリティ・ペイメン

ト（「SFP」）について、そのような支払自体が、不正競争防止法上の外国公務員贈賄罪

の構成要件である「営業上の不正の利益を得るため」の利益供与に該当し得ることから、

SFP を原則禁止とする旨社内規定に明記することが望ましい旨が明記されました。 

また、OECD 贈賄作業部会から勧告された箇所以外にも、①近年エージェント等の第

三者を通じた間接的な贈賄リスクが増していることを踏まえ、第三者を起用するに当た

り、契約前に行うデュー・デリジェンスの記載の追記、②近年 M&A を通じて海外企業

を子会社とする例が増えており、それに伴い、贈賄リスクも増えていることから、M&A

の留意点に係る記載の追記、③有事における対応の在り方として、社内調査等により賄

賂を外国公務員等に支払った可能性があることが判明した場合、企業の留意点として、

捜査機関への通報や自首と併せて検察官に対する合意制度（いわゆる日本版司法取引）

の適用の申し入れを検討することの追記が検討されています。 

一方、「外国公務員贈賄防止に関する研究会」では、上記以外にも、OECD 贈賄作業

部会からの勧告を受けて、①外国公務員贈賄罪における罰金刑の上限額の引き上げ、②

外国公務員贈賄罪の公訴時効期間の延長等、③外国人従業員に対する管轄権の拡大につ

いても議論されましたが、いずれも慎重な意見が多数を占めたとされています。 

また、今回、外国公務員贈賄罪等について、中小企業への周知を促進するために、中

小企業用に「外国公務員贈賄防止指針とパンレットの間の位置づけとなる資料」として、

「外国公務員贈賄防止指針のてびき（案）」も作成されており、外国公務員贈賄防止指

針等の基礎的な内容を把握する上で有益です。 

外国公務員贈賄防止規制は、アメリカを含む諸外国では活発に執行されており、また、

OECD の勧告等も踏まえて、日本においても取組みの強化が図られており、グローバル

で活動する日本企業にとっては、今後一層留意が必要となります。 
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9. 一般民事・債権管理：民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する中

間試案の公表 
 

法制審議会民事訴訟法（IT 化関係）部会は、令和 3 年 2 月 19 日、「民事訴訟法（IT

化関係）等の改正に関する中間試案」（「本中間試案」）及び「民事訴訟法（IT 化関係）

等の改正に関する中間試案の補足説明」を公表しました6。 

昨年より、裁判所の運用上の取組みとして、弁論準備手続期日等におけるウェブ会議

の利用が定着しつつありますが、本中案試案は、昨今のコロナ禍における感染症拡大防

止の要請も踏まえ、民事裁判手続の更なる IT 化による利便性の向上、ひいては民事裁

判手続がより公正充実かつ迅速に行われるようにするための制度や手続につき、具体的

な試案を提示するものです。 

本中間試案においては、①民事裁判手続の IT 化という文脈で主に議論されている「オ

ンライン化」の具体案（データのアップロード・ダウンロードによる書面提出・受領及

び電子メールアドレスに対する通知の具体的方法等）のみならず、②裁判が公正かつ適

正で充実した手続の下でより迅速に行われるようにするため、新たな訴訟手続の規律を

設けることに関する具体案等が提示されています。②に関しては、例えば、原告が新た

な訴訟手続によることを申述することによって審理期間を 6 ヶ月に短縮した手続を導

入するという案や、当事者双方の共同の申立てによって審理計画を定めることが義務付

けられた新たな訴訟手続が開始されるという案が示されています。このような案は、民

事裁判手続の迅速化を図るべく新たな訴訟手続が新設されるという点で、特に注目に値

する試案といえます。 

本中間試案で提示された案が実現された場合、今後の企業間訴訟のあり方にも大きな

影響を及ぼすことが想定されますので、民事裁判手続の IT 化については、今後もその

動向を注視する必要があります。 

 

 
 

10. M&A：インサイダー取引に関して業務提携等（重要事実）の決定時

期が争点となった裁判例 
 

東京地裁は、2021 年 1 月 26 日、X 社の取締役である原告が、その職務に関し、X 社

の業務執行を決定する機関が X 社と Y 社の業務上の提携を行うことについての決定を

した旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由なく、当該重要事実の公表より前に X

 
6 http://www.moj.go.jp/shingi1/minji07_00178.html 
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社株式を買い付けたとして、金融庁長官による課徴金 133 万円の納付命令（金融商品取

引法 185 条の 7 第 1 項）を取消す判決を下しました。 

本事案では、X 社と Y 社が、業務上の提携を行うことについての決定をした時期が争

点となりました。東京地裁は、「業務上の提携」の実現可能性があることが具体的に認

められることは要しないものの、「業務上の提携」として一般投資家の投資判断に影響

を及ぼす程度に具体的な内容を持つものでなければならないと解すべきとしています。 

その上で、東京地裁は、X 社及び Y 社間で秘密保持契約書が締結された時点で「業務

上の提携」があったかについて、当該秘密保持契約書が締結された際の打ち合わせでは、

業務提携の規模や内容に関する話がされた形跡は無く、一般投資家の投資判断に影響を

及ぼす程度に具体的な内容の決定がされたということはできないと判断し、業務上の提

携の決定を否定しています。 

本判決は、業務提携等を行う場合のインサイダー取引規制の実務に影響を与える可能

性がありますが、国は本判決に対して控訴を行っているようであり、控訴審の判決が注

目されます。 

 

 

 

11. キャピタル・マーケッツ：環境省「グリーンから始めるインパクト

評価ガイド」 
 

環境省は、2021 年 3 月 26 日、「グリーンから始めるインパクト評価ガイド」（「本評

価ガイド」）を公表しました。これは、2020 年 7 月に公表された「インパクトファイナ

ンスの基本的考え方」（「本基本的考え方」）を踏まえ、特にグリーン（環境）の側面に

焦点を当て、インパクトファイナンスを実践しようとする金融機関・投資家によるイン

パクト評価の取組みに資することを目的として、インパクト評価について国際的なイニ

シアティブ等を参考として考え方や手法を整理するものです。 

本基本的考え方・本評価ガイドにおいては、インパクトファイナンスとは、次の①な

いし④の要素すべてを満たすものをいうとされています。 

①投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブインパ

クトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面においてポジティブ

なインパクトを生み出す意図を持つもの 

②インパクトの評価及びモニタリングを行うもの 

③インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの 
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④中長期的な視点に基づき、個々の金融機関・投資家にとって適切なリスク・リター

ンを確保しようとするもの 

持続可能な社会・経済の基盤づくりを目的としたインパクトファイナンスは国際的な

潮流となっており、我が国においても既に実践が始まっています。インパクトファイナ

ンスの主流化のためには、投融資により環境・社会・経済に与えるインパクトを適切に

評価することが必要です。 

本評価ガイドにおいては、インパクト包括型（銀行ローン等のコーポレート・ファイ

ナンス、上場株式投資等）とインパクト特定型（プロジェクト・ファンド等）の各類型

について、(i)インパクトの特定、(ii)インパクトの事前評価、(iii)インパクトの事前評価

結果の分類、(iv)定期的なモニタリング、(v)情報開示の各段階に関して、基本的な手順

を解説するとともに、国際的なイニシアティブにより示されている既存のツールの特徴

と、インパクトの評価プロセスにおける活用方法が示されています。具体的には、(i)に

ついては、UNEP FI「インパクトレーダー」や「コーポレートインパクト分析ツール」

（インパクト包括型）、IMP「インパクトの 5 側面」（インパクト特定型）、(ii)について

は、GIIN「IRIS＋」、(iii)については、UNEP FI の考え方に基づく 3 分類（インパクト包

括型）、IMP が示す 5 分類（インパクト特定型）が紹介されています。また、金融機関・

投資家は、単にインパクトの測定（measurement）を行うだけでなく、目的に即して適

切な管理（management）を行うことが重要であることも示されています。 

今後、環境省においては、すべての機関投資家・金融機関等がすべてのアセットクラ

スにおいてインパクトファイナンスを実践することを最終的な目標として、投融資タイ

プ又は投資対象となる業種ごとの評価ガイド等の作成や普及に向けたインセンティブ

等の促進策の検討が予定されています。インパクト投資は、金融機関・投資家のみなら

ず、投融資の受け手となる企業にとっても自らのインパクトの創出や中長期的な企業価

値の向上に資するものであるため、各企業においても、ステークホルダーとの対話に当

たって、本基本的考え方・本評価ガイドを事業評価や情報開示を行うための参考とする

ことが望まれます。 
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12. 税務：外国子会社合算税制の適用可否が争われた事案に関する近時

の裁判例 
 

東京地裁（裁判長：清水知恵子裁判官）は、2021 年 3 月 16 日、外国子会社合算税制

に基づく課税の可否が争われた事案において、納税者敗訴の判決を言い渡しました。 

本判決は、金融機関である納税者が資金調達目的で設立したケイマン法に基づく各

SPC が、外国子会社合算税制の適用対象となる「特定外国子会社等」に該当するかに

ついて争われた事案です。法令上、特定外国子会社等に該当するかどうかは、判定対象

となる外国法人の各事業年度終了の時の現況によるとされているところ、本件では、各

SPC の事業年度終了時における納税者の保有株式等割合は 100%であったため、法令を

そのまま適用すれば、各 SPC は外国子会社合算税制の適用対象となります。 

そのため納税者は、大要①外国子会社合算税制は租税回避を防止するための制度で

あって、納税者はこのような目的を有していなかったことから、このような場合には外

国子会社合算税制を適用することはできないこと、及び②2005 年の租税特別措置法改

正は、算出される課税対象金額が、納税者が実際に特定外国子会社等から受領できる配

当等の額を超過してしまう「過剰包摂」を除去することを目的としており、本件ではこ

のような過剰包摂が生じるから、その限度で、租税特別措置法施行令は法律の委任の範

囲を超え違法・無効であることを理由に、そもそも本件では外国子会社合算税制が適用

されないと主張しました。しかしながら、本判決は、①租税回避目的の有無等は外国子

会社合算税制の要件とはされていないこと、及び②租税特別措置法施行令が法律の趣旨

目的に反しているとはいえないことを理由に、これらの納税者の主張を排斥しました。 

本判決に対しては納税者から控訴がされているため、控訴審においてどのような判断

がされるかが注目されます。 

 

 
 

13. 中国・アジア（ベトナム）：個人情報保護に関する政令案の公表 
 

ベトナムでは、現在、個人情報保護に関する包括的な法令は存在せず、民法や情報テ

クノロジー法、サイバー情報セキュリティ法等の様々な法令に個人情報保護に関する規

定が点在しているところ、2021 年 2 月 9 日、個人情報保護に関する政令案（Draft Decree 

on Personal Data Protection：「本政令案」）が公表されました。本政令案はパブリック

コメント等の手続を経て、同年 12 月 1 日の施行が予定されています。 
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本政令案では個人情報保護に関する重要な規制が多数定められていますが、特に実務

に影響を及ぼし得る規制として、センシティブ個人情報処理に関する登録義務（下記(2)）、

及びベトナム人の個人情報の域外移転に関する規制（下記(3)）を紹介します。 

 

(1) 個人情報の分類 

 

前提として、本政令案では、規制対象となる「個人情報」（個人に関する情報又は

特定の個人を識別し若しくは識別し得る情報）が「基礎個人情報」と「センシティブ

個人情報」の 2 種類に分類され、センシティブ個人情報に関してより厳格な規制が設

けられています。基礎個人情報は、氏名、誕生日、血液型、住所、ID カード番号等一

般的に個人を識別する情報とされているのに対し、センシティブ個人情報としてはよ

りプライバシーの度合いが高い情報が分類され、例として、政治的・宗教的意見、身

体・精神的健康状態、遺伝情報、身体的特徴、ジェンダー、犯罪歴、信用履歴等が含

まれます。 

 

(2) センシティブ個人情報に関する登録義務 

 

本政令案上、ベトナム国内外を問わず、個人情報の処理（収集・記録・分析・保存・

変更・開示・アクセスの付与・移転等）を行う機関・個人（「個人情報処理者」）は、

センシティブ個人情報の処理を行う場合、原則として、事前に公安省内に設置される

個人情報保護委員会（Personal Data Protection Commission）に登録することが義務

付けられることが予定されています。なお、例外として、センシティブ個人情報の処

理が規制違反の防止・捜査・調査等のために行われる場合等、一定の場合には登録が

不要とされています。 

 

(3) 個人情報の域外移転に関する規制 

 

本政令案上、ベトナム人の個人情報（センシティブ個人情報に限られません）をベ

トナム国外に移転するためには、個人情報の主体の同意と個人情報保護委員会の書面

による承諾の取得等の一定の要件を満たすことが必要とされています。 

なお、当該個人情報の主体の同意の形式についても本政令案で新たな規制が設けら

れ、沈黙や不回答による黙示の同意は認められず、書面により印刷・複製可能な形式

で取得することが求められます。 

 

以上のとおり、本政令案では、センシティブ個人情報の処理や個人情報の域外移転

に関して、個人情報保護委員会への登録や書面承諾の取得という新たな手続を導入す

ることが提案されており、例外要件も諸外国の法制と比べて厳格なように見受けられ

ることから、実務上、スムーズなデータ処理に支障が生じ得る等の懸念も指摘されて
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いるところです。本政令案はあくまでもドラフトであり、実務上の懸念も考慮してさ

らに内容が変更される可能性もあるため、引き続き、本政令案に関する議論の進捗・

内容を注視することが重要と思われます。 

 

 

14. 新興国（メキシコ）：電力産業法改正を巡る混乱とその経緯 
 

メキシコの電力産業法（Ley de la Industria Eléctrica）の改正法（「本改正法」）は、

一旦 2021 年 3 月 9 日に公布され、翌 10 日に施行されるに至ったものの、その後裁判

手続で争われ、同月 19 日、第二地方裁判所により差し止めを命じられています。メキ

シコ政府は今後、この判断を争う姿勢を示しています。 

本改正法は、国営企業である電力公社（Comisión Federal de Electricidad、「CFE」）

を優遇して市場における地位を強化する内容を含んでいます。具体的には、全国送電網

への配電の優先順位を見直す規定や CFE と独立系発電事業者との間で締結された電力

調達契約等の内容が見直される規定等が含まれます。本改正法については、メキシコ憲

法が保障する自由競争の原則に反することや、法的安定性を害すること、消費者の負担

が増加すること、国際協定に違反すること等を理由に、当初よりメキシコ連邦経済競争

委員会（Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE）、メキシコ競争力研

究所（Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO）、米国商工会議所等の団体から

強く反発されていました。 

メキシコでは、本改正法に先立つ「国家電力系統（SEN）の信頼性・安全性・継続性・

品質に関する政策」（Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el 

Sistema Eléctrico Nacional）が、最高裁により 2021 年 2 月 3 日に違憲と判断されてお

り、本改正に関しても現時点では見通しは不透明です。 

メキシコでの発電事業への参画や民間発電事業者への投資を行う日本企業にも大き

な影響を及ぼす可能性がありますので、本改正法の今後の動向を注視する必要がありま

す。 
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15. 国際訴訟・仲裁：仲裁法等の改正に関する中間試案の公表 
 

我が国の仲裁法は、1985 年の国際連合国際商取引法委員会（UNCITRAL）によるモ

デル法に準拠して 2003 年に制定されましたが、2006 年に UNCITRAL のモデル法が一

部改正されたものの（「改正モデル法」）、それに対応する規律整備が未了の状態でした。

また、国際的な調停による和解合意に関する国連条約、通称「シンガポール調停条約」

が 2018 年 12 月に採択され 2020 年 9 月に発効する等、国際調停の活性化に伴い、近時、

調停による和解合意に執行力を付与することへの期待と関心が高まっていました。 

このような情勢を受け、仲裁法等の改正につき審議を行っていた法務省法制審議会仲

裁法制部会は、2021 年 3 月 5 日、「仲裁法等の改正に関する中間試案」（以下「中間試

案」）を公表しました。中間試案における主要な改正項目は、以下のとおりです。 

 

 中間試案は、仲裁手続の係属中に証拠が廃棄されたり債務者が資産を散逸させる

ようなリスクへの対応として、仲裁廷が暫定保全措置を発することができる旨を

規定しました。さらに、そのような暫定保全措置に関する承認・執行の規律を、

改正モデル法に準拠して整備しました（なお、暫定保全措置の承認又は執行の拒

否事由は、基本的に仲裁判断の拒否事由と同内容とされています。）。現状では、

仲裁当事者は執行力が無いことを承知で（相手方の任意の履行を期待して）仲裁

廷に暫定措置の発令を求めるか、裁判所に対して保全処分の申立てをする選択肢

しかありませんでしたが、中間試案によれば仲裁廷が執行力を伴う暫定保全措置

を発令できることとなります。留意すべき点として、暫定保全措置の発令主体は

「仲裁廷」とされ、緊急仲裁人（emergency arbitrator）による暫定保全措置に

ついては規定されていません。多くの仲裁機関の仲裁規則において、緊急仲裁人

による暫定保全措置は仲裁廷を拘束せず、仲裁廷が当該措置を変更等することが

できるとされていること等を踏まえたものです。また、「暫定保全措置」の対象

に、一方当事者のみの手続による暫定保全措置（改正モデル法における予備保全

命令等）を含めるかについては、特に規律が設けられず、解釈に委ねることとさ

れました。なお、仲裁法制部会での議論においては、中間試案において予備保全
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命令について特に規律を設けなければ、その裏返しとして、一方当事者のみの手

続による暫定保全措置の発令は禁じられないと解される旨の意見があったとさ

れています。 

 仲裁合意の書面性について、書面要件を維持しつつ、口頭合意であってもその内

容が「何らかの方式で記録されているとき」は書面要件を充たすものとされまし

た。現行法では、電報、FAX、電磁的記録等、書面要件を充たすケースが限定列

挙されるに留まっていましたが、中間試案によれば、例えば音声による記録等も

含め、方式を問わず「記録されて」いれば書面要件を充たすこととなります。 

 仲裁関係事件手続の裁判所管轄について、当事者の合意による地方裁判所や、仲

裁地（一の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域が定められている場合）を管

轄する地方裁判所が専属管轄を有する旨の規律（仲裁法 5 条 1 項 1 号、2 号）は

維持しつつ、それらでは管轄が定まらず被申立人の普通裁判籍の所在地が基準と

なる場合（同 3 号）に、東京地裁及び大阪地裁にも競合管轄が認められました。

これは、事件の専門性の高さから、管轄の集中を目的とするものですが、十分な

事件処理体制の構築のためにはさらに管轄を集中させる規律を設けるべきとの

意見もあり、引き続き検討するとされています。 

 外国語資料（仲裁判断書や書証等）の訳文添付につき、裁判所が相当と認めると

きは、当事者の意見を聴いて、これを省略できることとされました。 

 調停については、近時の国際調停の活性化や、シンガポール調停条約への将来の

加盟の可能性等を踏まえ、調停による和解合意に対して裁判所による決定手続に

よって執行力を付与する規律が提案されました。但し、その適用範囲については

なお緒論があり、中間試案では、①国際性を有する事案のみを適用対象とする案、

②国内の事案も広く適用対象とする案、③国際性を有する事案に加えて ADR 法

の認証紛争解決手続を用いた国内の事案を含める案、の 3 案が併記されている

ため、今後の議論の展開が注目されます。 

 

今般の仲裁法等の改正は、仲裁及び調停について、当事者がより利用しやすい規律を

整えることのみならず、改正モデル法やシンガポール調停条約といった国際的な枠組み

を念頭に、我が国が国際競争力を持った紛争解決地として国際的に認知されるためにも

大きな意義を有するものといえます。仲裁法制部会での審議や中間試案の内容もそれを

しっかりと意識したものとなっており、今後の展開が注目されます。 

 

 

  

パートナー 辰野 嘉則 

 03-6266-8785 
 yoshinori.tatsuno@mhm-global.com 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『フィリピンにおける外資規制緩和の動き ～厳しい外資規制によ 

り阻まれていたフィリピン進出に変化の可能性～』 

視聴期間  2021 年 3 月 16 日（火）～2021 年 5 月 15 日（土） 

講師    園田 観希央 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『東証の新市場区分移行に向けた実務対応』 

視聴期間  2021 年 3 月 18 日（木）～2021 年 4 月 17 日（土） 

講師    熊谷 真和、石橋 誠之 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『エネルギー市場環境と事業再生のポイント』 

開催日時  2021 年 4 月 7 日（水）14:00～17:00 

講師    木山 二郎 

主催    株式会社 新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『2021 年定時株主総会における想定問答作成及び回答のポイント 

（4 月収録）』 

視聴期間  2021 年 4 月 20 日（火）10:00～2021 年 5 月 20 日（木）17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『フリーランス活用に潜むリスクと予防策』 

開催日時  2021 年 4 月 20 日（火）14:00～17:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『グローバル（欧米・アジア／BRICs）データ保護規制の要点比較 

と最新実務対応』 

開催日時  2021 年 4 月 21 日（水）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 

 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/74.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/74.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/73.html
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 セミナー  『第 4441 回 金融ファクシミリ新聞社セミナー「STO（Security  

Token Offering）の法律と実務～具体的なスキームと最新の事例を 

踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 4 月 21 日（水）9:30～11:30 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『第 4516 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL（債権・動産 

担保融資）と再生ファイナンスの実務上の留意点」』 

開催日時  2021 年 4 月 22 日（木）13:30～17:00 

講師    末廣 裕亮、松井 裕介 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『【オンライン】第三者提供規制を中心とした個人データの利活用 

規制対応の実務』 

開催日時  2021 年 4 月 23 日（金）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『プロジェクトファイナンスの実務～発電事業プロジェクトの最新動 

向とリスク分担のポイントを事業者・金融機関双方の視点で解説～』 

開催日時  2021 年 4 月 28 日（水）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

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

 本     『令和元年 改正会社法 -- 改正の経緯とポイント』（2021 年 2 月刊） 

  
出版社   株式会社有斐閣 

著者    石井 裕介、太子堂 厚子、奥山 健志、野村 修也、代 宗剛、 

根本 敏光、渡辺 邦広、近澤 諒、河島 勇太、小林 雄介、 

吉田 瑞穂、奥田 亮輔、中尾 匡利、樋口 隆明、桑原 周太郎、 

香川 絢奈、兼松 勇樹、水本 真矢、近藤 武尊（共著） 
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 本     『実務解説 薬機法』（2021 年 3 月刊） 

  
出版社   株式会社商事法務 

著者    堀尾 貴将 

 

 本     『会社・株主間契約の理論と実務 -- 合弁事業・資本提携・スター 

 トアップ投資』（2021 年 3 月刊） 

  
出版社   株式会社有斐閣 

著者    棚橋 元、石綿 学、戸嶋 浩二、内田 修平、塩田 尚也、松下 憲 

 近澤 諒、福田 剛、辻 純一、宮原 拓郎、川本 健、芝村 佳奈 

 保坂 泰貴（編著） 

 

 本     『会社補償 Q&A とモデル契約［初版］』（2021 年 3 月刊） 

  
出版社   株式会社商事法務 

著者    邉 英基 

 

 論文    「2021 年株主総会の実務対応（1）助言会社・機関投資家の議決権 

行使基準の動向」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2253 

著者    澤口 実、松下 憲、兼松 勇樹、南田 航太郎 

 

 論文    「ESG と商事法務（1）ESG と株主対応」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2255 

著者    近澤 諒 
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 論文    「WTO アンチダンピング等最新判例解説（68）ターゲットダンピ 

ングにおける「ゼロイング」適用の可否（再訪）」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.2 

著者    宮岡 邦生 

 

 論文    「不正・不祥事事案の再発防止策の類型化と分析 第 8 回 グロー 

バルガバナンス」 

掲載誌   資料版商事法務 No.443 

著者    山内 洋嗣、速水 悠 

 

 論文    「難解な契約への処方箋――基本から、誠実に」 

掲載誌   NBL No.1189 

著者    関戸 麦 

 

 論文    「改正薬機法（2021 年 8 月 1 日施行）を踏まえた実務対応（1）」 

掲載誌   NBL No.1190 

著者    堀尾 貴将、徳田 安崇（共著） 

 

 論文    「情報漏えい・サイバーセキュリティインシデント発生時の実務対 

応（2）」 

掲載誌   NBL No.1190 

著者    蔦 大輔 

 

 論文    「ケーススタディで考える不正競争防止法リスク（上）――外国公 

務員贈賄罪」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 4 月号 

著者    御代田 有恒 

 

 論文    「デジタルプラットフォーム取引透明化法の施行と今後の展望」 

掲載誌   月刊監査役 第 719 号 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「改正対応！「実務に役立つ」「対話で学ぶ」個人情報保護法の基礎 第 

10 回 個人データの漏えい時にはどう対応すべきなの？②」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 3 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇、松本 亮孝 
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 論文    「＜特集 改正会社法の要点と最新の企業実務＞令和 3 年 3 月 1 日施 

 行 改正会社法の要点」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 3 月号 

著者    邉 英基 

 

 論文    「特殊な業界における事業承継（第 9 回） 社会福祉法人における 

事業承継」 

掲載誌   税経通信 Vol.76 No.4 

著者    小山 浩、間所 光洋、鷹尾 征哉（共著） 

 

 論文    「暗号資産の法的性質と実務」 

掲載誌   金融・商事判例 No.1611（2021 年 3 月増刊号） 

著者    堀 天子（編著）、増田 雅史（著） 

 

 論文    「新規事業の立上げにおけるリーガルチェックの重要性とその実務」 

掲載誌   月刊 研究開発リーダー 2021 年 2 月号（第 179 号） 

著者    中野 玲也 

 

 論文    「我が国における支配権争奪戦の現状とあるべき姿」 

掲載誌   MARR (Mergers & Acquisitions Research Report) No.318 

著者    石綿 学（共著） 

 

 論文    「プラットフォームビジネスをめぐる法令等の最新動向」 

掲載誌   経営法友会リポート No.565 

著者    岡田 淳、中野 玲也、古市 啓 

 

 論文    「診療報酬債権の債権譲渡について真正譲渡性が否定された事例の 

分析と実務への影響－東京高決令和 2年 2月 14日を題材として－」 

掲載誌   SFJ Journal Vol.22 

著者    末廣 裕亮 

 

 論文    「サイバーセキュリティに関する情報共有の重要性」 

掲載誌   自由と正義 Vol.72 No.3 

著者    蔦 大輔 
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 論文    「弁護士が精選！重要労働判例 - 第 269 回 テヅカ（定年後に有 

期雇用契約を 2 回更新した者に対する更新拒絶の有効性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    山岡 孝太 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Data Protection & Privacy 2021  

- Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Data Protection & Privacy 2021 

著者    小野寺 良文、田中 浩之、嶋村 直登 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Cybersecurity 2021 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Cybersecurity 2021 

著者    小野寺 良文、田中 浩之、嶋村 直登（共著） 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Insurance &  

 Reinsurance 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Insurance &  

 Reinsurance 2021 

著者    吉田 和央 

 

 論文    「The Legal 500: Private Equity Country Comparative Guide 

  - Japan Chapter」 

掲載誌   The Legal 500: Private Equity Country Comparative Guide 

著者    東 陽介、鈴木 信彦（共著） 

 

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

 World Trademark Review 1000 - The World’s Leading Trademark Professionals 

2021 にて高い評価を得ました 

Law Business Research が発行する World Trademark Review 1000 - The World’

s Leading Trademark Professionals 2021 において、当事務所は日本を代表する

法律事務所（silver）として選ばれました。また、当事務所の以下の弁護士・弁

理士も各分野で高い評価を受けました。 

 

森・濱田松本法律事務所 

・Firms: enforcement and litigation (Silver) 

・Firms: prosecution and strategy (Silver) 
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弁護士・弁理士 

・Individuals: Enforcement and litigation (Silver) 

三好 豊 

・Individuals: Enforcement and litigation (Bronze) 

小野寺 良文 

・Individuals: Prosecution and strategy (Silver) 

田中 尚文 

 

 山本 健太 弁護士が入所しました 

（山本 健太 弁護士からのご挨拶） 

浅春の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、Chandler MHM にて執務させていただくことになりました、山本健太と

申します。 

私は 2014 年の弁護士登録後、国内法律事務所にて、人事労務案件や M&A を始

め、企業法務全般に従事して参りました。またその間、国内のインフラ精密機械

メーカーに 2 年間の出向をし、知財案件や国際取引にも数多く携わっております。

2019 年からはタイの SCL Nishimura(旧 Siam City Law Offices)にて、日系クライ

アントの皆様に、人事労務を始めとした企業法務全般のサービスを提供して参り

ました。 

Chandler MHM におきましても、これまでの経験を活かしつつ、さらに専門性を

高めることで、クライアントの皆様のお役に立てるよう最善を尽くす所存です。

皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し

上げます。 

 

 末長 祐 弁護士が入所しました 

（末長 祐 弁護士からのご挨拶） 

浅春の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、弁護士法人 森・濱田松本法律事務所（名古屋オフィス）にて執務させ

ていただくことになりました、末長 祐と申します。 

私は、2015 年の弁護士登録後、2 か所の国内法律事務所にて、コーポレート・

ガバナンスや M&A 案件を中心に、主に国内のクライアントの皆様のため、企業

法務全般に従事して参りました。また、弁護士登録後、政府系金融機関に 1 年間

の出向をし、ファイナンス業務にも従事しております。 

 

弁護士法人 森・濱田松本法律事務所におきましても、これまでの経験を活かし

ながら、ご依頼をいただく皆様のお役に立てるよう一層精進を重ね、職務に邁進

する所存です。皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろ

しくお願い申し上げます。 
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 蔦 大輔 弁護士が総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 IP ネットワーク

設備委員会 事故報告・検証制度等タスクフォース構成員に就任しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


