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2021 年 7 月号（Vol.91） 

1. はじめに

2. 知的財産法：令和 3 年著作権法改正法の成立

3. 競争法／独禁法：公取委、「データ市場に係る競争政策に関する検討会」報告

書を公表

4. エネルギー・インフラ：地球温暖化対策の推進に関する法律の改正について

5. 労働法：改正育児・介護休業法及び改正雇用保険法の公布について

6. 会社法：「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行

7. 危機管理：米国ホワイトハウス、腐敗防止に関するメモランダムを公表

8. 一般民事・債権管理：国土交通省・法務省、「残置物の処理等に関するモデル

契約条項」を策定

9. M&A：個人情報保護委員会、M&A を行う際の個人情報の利用に関して注意を

呼びかけ

10. キャピタル・マーケッツ：証券監視委、令和 2 年度版「金融商品取引法におけ

る課徴金事例集～不公正取引編～」を公表

11. 税務：国税庁、『税務行政のデジタル・トランスフォーメーション』を公表

12. 中国・アジア（インドネシア）：大統領令 2021 年第 49 号による外資規制の改

正

13. 新興国（南アフリカ）：競争当局が公共の利益を根拠として企業結合（株式譲

渡）の禁止を命じた初の事例

14. 国際訴訟・仲裁：シンガポールでサードパーティー・ファンディングの利用が

許容される紛争の範囲が拡大

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 7 月号（Vol.91）を作成いたしました。実務における一助となれば

幸いに存じます。

2. 知的財産法：令和 3 年著作権法改正法の成立

本年 5 月 26 日、著作権法の一部を改正する法律案（「令和 3 年著作権法改正法」）が

参議院で可決・成立し、6 月 2 日に公布されました。 

令和 3 年著作権法改正法では、以下、(1)図書館関係の権利制限規定の見直しと(2)放

送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に係る改正がなされまし

た。
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(1) 図書館関係の権利制限規定の見直しについて

従来から課題として指摘されていたところ、今般の新型コロナウイルス感染症の流行

に伴う図書館の休館等によって生じた、インターネットを通じた図書館資料へのアクセ

スに係るニーズに応えるものとして、以下の 2 項目の改正がなされました。

① 国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信

② 図書館等による図書館資料のメール送信等

(2) 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化について

放送番組のインターネット同時配信等を推進するに際して、これまで以上に迅速・円

滑な権利処理を可能とする必要があるとの観点から、視聴者・放送事業者・権利者の利

害を調整するものとして、以下の 5 項目の改正がなされました。 

① 放送に係る権利制限規定の拡充

・同時配信等も対象に追加する

② 許諾推定規定の創設

・放送番組での利用を認める契約を行う際、権利者が別段の意思表示をしていなけれ

ば、放送に加えて同時配信等での利用も許諾したと推定する

③ レコード・レコード実演の利用円滑化

・一定の要件を充たすレコード（音源）・レコード実演（音源に収録された歌唱・演

奏）の同時配信等での利用を補償金の支払いにより事前の許諾を不要とする

④ 映像実演の利用円滑化

・一定の要件を充たす映像実演（俳優の演技等）の同時配信等での利用を補償金の支

払いにより事前の許諾を不要とする

⑤ 協議不調の場合の裁定制度の拡充

・同時配信等も対象に追加する

特に、(2)の改正に関しては放送事業者を中心として、権利者との権利処理の実務に影

響を与える内容となりますので、留意が必要となります。

なお、(1)①は公布の日から 1 年を超えない範囲で政令で定める日、(1)②は公布の日

から 2 年を超えない範囲で政令で定める日、(2)は 2022 年 1 月 1 日からそれぞれ施行さ

れます。

パートナー 岡田 淳

 03-5220-1821

atsushi.okada@mhm-global.com

カウンセル 佐々木 奏

 03-6266-8510
susumu.sasaki@mhm-global.com
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3. 競争法／独禁法：公取委、「データ市場に係る競争政策に関する検討会」

報告書を公表

2021 年 6 月 25 日、公取委は、「データ市場に係る競争政策に関する検討会」報告書

（「本報告書」）を公表しました。ビッグデータをはじめとするデータの集積、加工、利

活用に関する競争法上の論点については、2017 年に「データと競争政策に関する検討

会」（データ検討会）において体系的な検討が行われ、その後、「デジタル・プラットフォー

ム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する

独占禁止法上の考え方」の策定や企業結合ガイドラインの改定のような公取委の運用指

針及び実際の案件における執行に反映されてきました。今般、データの流通や利活用が

サイバー空間から現実空間に広がり、様々な具体例が蓄積されてきたことを踏まえ、公

取委は「データ市場」に着目して検討会を開催し、報告書を取りまとめたものです。こ

こにいう「データ市場」とは、データに係る取引の場だけではなく、データを活用した

商品・サービスがユーザーに提供される場も含めたデータ流通の場とされています。

本報告書は、まず、データを「産業データ（事業者の事業活動等において生じるデー

タ）」と「パーソナルデータ（個人に関するデータ）」とに分けて競争政策上のポイント

を整理しています。産業データについては、データ取引に係る権利義務の明確化が重要

であることを踏まえつつ、データ取引に係る事業者の懸念に対応した仕組みを作ること

により、データの流通を活発にするための環境整備が重要であるとしています。パーソ

ナルデータについては、競争・データ保護・消費者保護という、所管省庁も分かれる 3

つの観点のバランスに留意して検討することが重要であるとしています。そして、それ

ぞれについて国内外における具体的な事例等を検討した上で、本報告書は、データの利

活用やそのための仕組みの構築等を検討するにあたり、競争政策の観点から望ましいと

考えられる事項として、以下の 6 つのポイントを挙げています。 

① できるだけ多くの関係者の参加を得て、各々のニーズを踏まえて仕組み構築等を検

討すること

② 事業者が積極的にデータを生成・集積等するためのインセンティブ確保に留意した

上で、データへの自由かつ容易なアクセスを確保すること

③ 事業者の取組を後押しすべき協調領域と競争を阻害する行為を規制すべき競争領

域のそれぞれにおいて政府等が取組を行うこと

④ スイッチングや並行利用をしやすくするためのデータポータビリティの確保や、コ

ストやイノベーションに配慮しつつ異なるシステム間でのインターオペラビリ

ティの確保に向けて検討すること

⑤ 事業者がより個人の安心・信頼を得られるような形でパーソナルデータの提供を受

けられるようにするため、プライバシーに対する懸念に対応すること

⑥ 仲介事業者、デジタル・プラットフォーム事業者に対するルールを検討すること（必

要に応じ、独占禁止法による事後規制の枠組みに加えた事前規制も含む規制のあり

方を検討すること）
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本報告書は、データ検討会が指摘した点、すなわちデータは複製が技術的に容易であ

り、一般的には排他的な占有が観念できず、また複数の者が利用してもその消費可能な

量が減少しないという非競合性を有しているため、効率性の観点から可能な限りデータ

は流通させることが望ましい一方で、データの集積・利活用それ自体は競争を促進しイ

ノベーションを生み出すものであることを踏まえ、イノベーションを阻害するような過

度な介入とはならないように留意がなされることも重要であるという点を踏襲し、上記

6 つのポイントも、その双方の観点が盛り込まれたものとなっております。 

本報告書は、データの流通や利活用に関する国内外の取組を具体的に紹介しているこ

と、今後、データの利活用やそのための仕組みの構築に係る政策立案において何らかの

形で反映される可能性があることから、業界を問わず一読の価値があるといえます。

4. エネルギー・インフラ：地球温暖化対策の推進に関する法律の改正に

ついて

2021 年 6 月 2 日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」（「改

正法」）が公布されました。改正法は、2050 年カーボンニュートラル宣言やゼロカーボ

ンシティを表明する自治体が増加したことを背景に、環境省設置の「地球温暖化対策の

推進に関する制度検討会」の取りまとめ内容1を受けて制定されたものです。主な改正

内容の概要は以下のとおりです2。 

(1) パリ協定・2050 年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設

パリ協定に定める目標（世界全体の気温上昇を 2℃より十分下回り、さらに 1.5℃

までに制限する努力を継続すること）を踏まえ、法の基本理念として、2050 年ま

での脱炭素社会の実現、環境の保全と経済・社会の発展の統合的推進、国・地方公

共団体・事業者等の関係者間の密接な連携等が明記されました（法 2 条の 2）。

1 http://www.env.go.jp/earth/torimatome.pdf
2 改正法による改正後の「地球温暖化対策の推進に関する法律」を以下「法」といいます。 

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) 地域の脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

市町村が地方公共団体実行計画を策定するにあたって、地域脱炭素化促進事業の目

標や促進区域等を定めることが努力義務とされました（法 21 条 5 項）3。そして、

当該地方公共団体実行計画が策定されている市町村において促進事業を行おうと

する事業者は、促進事業計画を作成し、当該市町村から当該地方公共団体実行計画

に適合していること等の認定（法 22 条の 2）を受けることで、温泉法・森林法・

農地法・自然公園法・河川法・廃棄物処理法の関係許認可等の取得・履践手続のワ

ンストップ化や、環境影響評価法の配慮書手続の省略といった特例を受けられるこ

とになりました（法 22 条の 5 から 22 条の 11 まで）。 

(3) 企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等

企業の温室効果ガス排出量の報告を、原則として事業所管大臣への電子システムに

よることとし、かつ、環境大臣及び経済産業大臣が事業所管大臣から通知された当

該情報を、事業所ごとの排出量情報等を含め遅滞なく公表するものとされ（法 29

条）、報告から公表までの期間の短縮や情報の電子システムでの公開が図られまし

た。また､地域地球温暖化防止活動推進センターの事務に事業者向けの温室効果ガ

スの排出量削減のための啓発･広報活動が明記されました（法 38 条 2 項 1 号）。

(4) 施行時期

施行時期は、上記(2)(3)の改正内容については公布日（2021 年 6 月 2 日）から 1

年以内の政令で定める日とされていますが、上記(1)等の一部の規定については、

公布日から施行されています（改正法附則 1 条）。

地球温暖化対策の動きは世界的に活発化している状況であり、今回の改正法の成立を

契機として、地域の再生可能エネルギーの活用等脱炭素化に向けた取組みがさらに活発

化していくことが見込まれます。現時点では、促進事業計画・認定制度の導入、温室効

果ガス排出量情報のデジタル化・オープン化については施行されておりませんので、関

係事業者においては、こうした議論を継続的にフォローし、有効活用や必要な対応の検

討を進めていくことが肝要であると考えられます。

3 「地方公共団体実行計画」は法 21 条 1 項に、「地域脱炭素化促進事業」は法 2 条 6 項に、それぞれ

詳細が規定されています。

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 福井 海

 03-5293-4882
kai.fukui@mhm-global.com
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5. 労働法：改正育児・介護休業法及び改正雇用保険法の公布について 

 

2021 年 6 月 9 日、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（「育児・介護休業法」）及び雇用保険法の一部を改正（「本改正」）する法律の

公布がなされました。 

本改正の概要や施行期日については、改正案の閣議決定・国会提出段階で、Client Alert

第 87 号として記載しております（以下では、Client Alert 第 87 号と同一の番号を付し

ております。）ので、あわせてご参照ください。 

育児・介護休業法について直近で施行されるものとして、2022 年 4 月 1 日に施行予

定の、②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対

する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得

要件の緩和が挙げられます。 

②では、事業者に対して、(a)育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整

備に関する措置、(b)妊娠・出産の申出をした労働者への個別の制度周知及び休業の取得

意向の確認のための措置をとることが義務付けられ、⑤では、労使協定を締結した場合

を除き、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き

雇用された期間が 1 年以上である者」であることという要件が廃止されることとなりま

す。 

本改正には、上記のほかにも、段階的ではありますが、事業者に対して、子の出生後

8 週間以内に 4 週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設すること

（①）や、常時雇用する労働者数が 1,000 人を超える場合には、育児休業の取得の状況

について公表すること（④）等を義務付ける内容が含まれております。 

本改正により、事業者による、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み

の創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確

認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置が必要となりま

すので、それぞれの施行時期に間に合うよう、社内での検討・準備を進める必要があり

ます。 

 

 

  

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 

 03-6212-8387 
 kazuki.sawa@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047576/20210305-120407.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047576/20210305-120407.pdf
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6. 会社法：「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が

施行 

 

2021 年 6 月 16 日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部（「改正

法」）、及び「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」（「本

省令」）が公布され、同日施行されました。現行会社法では、株主総会の招集にあたっ

て、「場所」を定める必要があるため（会社法 298 条 1 項）、物理的な会場を設けないバー

チャルオンリー株主総会の開催は難しいとされていますが、今回の改正法の施行により、

場所の定めのない株主総会（「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能とされまし

た。バーチャルオンリー株主総会の開催に必要な要件は、以下のとおりです。 

1. 上場会社であること 

2. 経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けること 

上場会社は、下記 3 の定款の定めの前提として、以下①～④に定める「省令要件」

に該当するかについて、経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受ける必要があ

ります（改正法 66 条 1 項、本省令 1 条各号）。 

① 通信の方法に関する事務の責任者を設置していること 

② 通信の方法に係る障害に関する対策についての方針を策定していること 

③ 通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益

の確保に配慮することについての方針を策定していること 

④ 株主名簿に記載・記録されている株主の数が 100 人以上であること 

3. 定款の定めがあること 

「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨の定款を定める必要があり

ますが（改正法 66 条 1 項）、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、施

行後 2 年間は、上記 2 に定める確認を受けた上場会社は、定款の定めがあるもの

とみなせることとされており、定款変更の株主総会決議を経ることなく、バーチャ

ルオンリー株主総会の開催が可能となります（改正法附則 3 条 1 項）4。 

4. 株主総会の招集決定時に「省令要件」に該当していること 

上記 2 の「確認」時点に加え、場所の定めのない株主総会の招集決定時にも、上

記 2①～④の「省令要件」に該当している必要があります（改正法 66 条 2 項括弧

書）。 

「省令要件」のうち、特に①～③の具体的な内容は、公表されている審査基準（産業

競争力強化法 66 条 1 項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る審査基準）

に定められています5。また、経済産業省が公表した「産業競争力強化法に基づく場所

の定めのない株主総会に関する Q&A」では、バーチャルオンリー株主総会の運営に関

 
4 但し、当該みなしの定款の定めに基づく場所の定めのない株主総会においては、「場所の定めのない

株主総会」とすることができる旨の定款の定めを設ける定款変更の決議を行うことはできません（改正

法附則 3 条 2 項）。 
5 例えば、①の責任者が取締役に限定されないことや、②の方針の具体例としてバーチャルオンリー株

主総会において、改正法 66 条 2 項で読み替える会社法 317 条括弧書の決議（延期・続行の決議）につ

いて諮ること、③の方針の具体例として書面による議決権行使を認めること等が挙げられています。 
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する論点や通信障害等の対応に関する解説が掲載されているため、導入を検討する企業

は、これらの公表資料も参照しつつ、検討を行う必要があります。なお、バーチャルオ

ンリー株主総会では、会社法の原則どおり、株主からの質問や動議を受け付ける必要が

あるとされています。バーチャルオンリー株主総会は、総会実務の蓄積がないため、導

入を検討する各社は、公表資料のほか、今後登場する先行導入事例の分析・検討も踏ま

え、念入りに対応を検討する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

経済産業省：「『産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律』の一部が施行されました」

（2021 年 6 月 16 日） 

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210616004/20210616004.html 

経済産業省：「場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）に関する制度」 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholder

s-meeting.html 

 

 

 

7. 危機管理：米国ホワイトハウス、腐敗防止に関するメモランダムを

公表 

 

2021 年 6 月 3 日、米国ホワイトハウスは、Memorandum on Establishing the Fight 

Against Corruption as a Core United States National Security Interest を公表しました。 

同メモランダムは、腐敗防止を国家安全保障上の中核的な問題と位置付けた上で、主

要な行政機関の機能を強化すること、腐敗に対抗する国内外の機関や民間の機能を強化

し協力関係を促進すること、腐敗の減少に意欲ある国に対する支援を強化すること等の

戦略を掲げ、司法省や国家安全保障局を含む 15 の省庁の代表者が参加して、200 日以

内に検討を行うよう指示しています。 

同メモランダムにより、米国ホワイトハウスが腐敗防止に強い関心を有していること

が明らかにされており、今後、上記の検討に基づき具体的なアクションが実施されてい

くものと考えられます。もとより日本企業においても米国海外腐敗行為防止法（FCPA）

等については留意する必要がありますが、今後、同メモランダムに基づいて、腐敗防止

に関する制度や運用がさらに厳格化される可能性も考えられることから、一層の注視が

必要と考えられます。 

パートナー 石井 裕介 

 03-5223-7737 
 yusuke.ishii@mhm-global.com 

アソシエイト 香川 絢奈 
 03-5220-1847 

 ayana.kagawa@mhm-global.com 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting.html
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8. 一般民事・債権管理：国土交通省・法務省、「残置物の処理等に関す

るモデル契約条項」を策定 

 

建物の賃貸借契約において、賃借人が賃貸借契約の存続中に死亡した場合には、原則

として賃借人としての地位や居室内に残された動産（残置物）の所有権は相続人に相続

されるため、相続人の有無や所在が明らかでない賃借人が死亡した場合、賃貸借契約の

解除や残置物の処理に関して困難が生じることがあります。高齢者の単身世帯が増加し

ている中、このような残置物の処理に関するリスクに不安を抱く賃貸人が、単身高齢者

に対する賃貸を躊躇し、その結果、単身の高齢者が居住用物件を賃借しようとしても借

りることができないという問題が生じていました。 

今般、このような問題に対処し、賃貸人の不安感を払拭して、単身高齢者の居住の安

定確保を図る観点から、国土交通省及び法務省において、「残置物の処理等に関するモ

デル契約条項」（「本モデル契約条項」）が策定されました。 

本モデル契約条項では、賃貸借契約の締結時に、賃借人と第三者（受任者）の間で、

①賃借人が賃貸借契約存続中に死亡した場合に賃貸借契約を終了させるための代理権

を受任者に授与する委任契約と、②賃貸借契約の終了後に残置物を物件から搬出して廃

棄する等の事務を委託する準委任契約とを併せて締結し、賃借人の死後、受任者に一定

の財産処分権を与えることで、賃借人の死亡時の契約関係の清算及び残置物の処理を安

定的に行うための枠組みが示されており、実務上参考になります。 

もっとも、本モデル契約条項は、相続人の有無や所在が明らかでない単身の高齢者等

との契約にあたって、残置物リスクを軽減し賃貸用建物の所有者の不安感を払拭するこ

とを目的とするものです。そのため、それ以外の残置物の処理に関するリスクが生じに

くいようなケース等では、個別の事案における具体的な事情によっては、消費者契約法

等に基づき契約が無効と判断される可能性もあり得るため、留意が必要です。本モデル

契約条項が、単身高齢者の居住の安定確保に繋がるとともに、不動産トラブルを未然に

防ぎ、既存住宅市場活性化に寄与することが期待されます。 

 

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 
 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

アソシエイト 山内 裕雅 
 03-6266-8547 

 hiromasa.yamauchi@mhm-global.com 
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9. M&A：個人情報保護委員会、M&A を行う際の個人情報の利用に関し

て注意を呼びかけ 

 

個人情報保護委員会は、事業者が合併や組織再編等を行うにあたり、対象事業のホー

ムページ等に記載している個人情報の利用目的を確認しなかったため、正しく利用目的

を通知・公表していない状態のまま個人情報を利用しているケースがあると注意喚起し

ています。 

個人情報取扱事業者が、合併、分社化、事業譲渡等により他の個人情報取扱事業者か

ら事業の承継をすることに伴って個人情報を取得し、当該個人情報に係る承継前の利用

目的の達成に必要な範囲内で取り扱う場合、目的外利用には該当せず、本人の同意取得

は不要とされています。他方で、当初の利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場

合は、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。 

個人情報保護委員会からは、特に、M&A に伴い事業内容に変更や追加が生じる場合

に、個人情報の取得時に特定し、通知・公表している利用目的が過不足ない内容となっ

ているか、通知・公表を行っているホームページや社内掲示等を確認するよう注意が促

されています。 

このように、M&A の実施にあたっては、個人情報の取扱いにも留意することが重要

となります。 

 

個人情報保護委員会「合併や組織再編等を行う事業者の方へ」（2021 年 6 月 23 日） 

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/gappei_soshikisaihen/ 

 

 

  

パートナー 大室 幸子 

 03-6212-8350 
 sachiko.omuro@mhm-global.com 

アソシエイト 髙倉 佑介 
 03-5220-1892 

 yusuke.takakura@mhm-global.com 

パートナー 大石 篤史 

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

アソシエイト 齋藤 悠輝 

 03-5220-1878 
 yuki.saito@mhm-global.com 
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10. キャピタル・マーケッツ：証券監視委、令和 2 年度版「金融商品取

引法における課徴金事例集～不公正取引

編～」を公表 

 

2021 年 6 月 24 日、証券取引等監視委員会は、令和 2 年度版の「金融商品取引法にお

ける課徴金事例集～不公正取引編～」を公表しました（「本事例集」）。これは、証券取

引等監視委員会が、2020 年 4 月から 2021 年 3 月までの間に、金融商品取引法違反と

なる不公正取引に関し課徴金納付命令の勧告を行った事案の概要を取りまとめ、事例と

して紹介したものです。個別の事案の記載については割愛しますが、2020 年度におけ

る課徴金勧告事案の特徴は、以下のとおりです。 

 インサイダー取引 

 上場会社の内部情報を知得できる立場にあったことを悪用し、インサイダー取

引規制違反が繰り返し行われた事案 

 重要事実について複数の伝達ルートが認められた事案 

 相場操縦 

 複数名の違反行為が認められた相場操縦事案 

 PTS（私設取引システム）も利用した相場操縦事案 

 違法な安定操作取引が行われたと認められた事案 

また、本事例集では、2020 年度のインサイダー取引規制違反の摘発事例について、

TOB、業務提携、新株等発行を重要事実とする事例の割合が多い旨報告されました。か

かる重要事実を決定する過程においては、社内における検討だけではなく、社外の様々

な関係者との契約締結・交渉を伴う場合が多く、重要事実等の決定から公表までの期間

が長期化する傾向があるため、より一層の情報管理が必要であると考えられます。 

さらに、本事例集においては、2020 年度の摘発事例における会社のインサイダー取

引管理態勢についても取りまとめられており、内部のインサイダー取引防止規程におい

て取引推奨規制についての記載がない会社、自社株売買に関し許可制を設けているもの

のその運用が適切・有効に機能していない会社、また、役職員への定期的な研修が実施

されていない会社が散見されたと指摘されています。かかる指摘も踏まえて、各上場会

社においては、インサイダー取引防止の内部規程や自社株売買の管理態勢、役職員への

周知方法等を適宜見直す必要があると考えられます。 

 

 
 

パートナー 鈴木 克昌 

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

シニア・アソシエイト 森田 理早 
 03-6213-8124 

 risa.morita@mhm-global.com 
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11. 税務：国税庁、『税務行政のデジタル・トランスフォーメーション』

を公表 

 

2021 年 6 月 11 日、国税庁は「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション － 税

務行政の将来像 2.0 －」（「税務行政の将来像 2.0」）を公表しました。これは、昨年 12

月 25 日に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が閣議決定されたことを受

け、2017 年 6 月に公表された「税務行政の将来像」を改定し、税務行政のデジタル・

トランスフォーメーションに取り組む方針を明確にしたものです。 

税務行政の将来像 2.0 では、従前の①納税者の利便性の向上と②課税・徴収の効率化・

高度化という 2 本の柱を維持しつつ、③これらを実現するためのインフラ整備について

も言及されています。 

まず①納税者の利便性の向上としては、例えば各種申請・届出の簡素化として、e-Tax

の画面から必要な手続を選択し、必要事項をチェックするだけで届出等が完了すると

いった構想や、e-Tax 上で申請や届出、納税の状況が確認できるとする構想、タックス

アンサーの改善やプッシュ型の情報提供を行う構想が注目されます。 

次に②課税・徴収の効率化・高度化の取り組み状況としては、マイナンバーや法人番

号を利用した申告データのマッチングによる自動チェック、税務照会や税務調査におけ

るオンライン化（税務調査のリモート化も含む）等が挙げられています。 

後に③インフラ整備については基本的に人材育成や内部事務に関係するものが中

心ではあるものの、関係機関との連携によるワンスオンリー（一度提出した情報を二度

提出させないこと）やワンストップの実現へ向けた取組みの推進は、納税者にも影響し

得るものと考えられます。 

特に①及び②に関しては、納税者の納税事務負担の大幅な軽減に繋がるものでもある

ことから、今後の動向が注目されます。これらのすべてが実現するとは限らないものの、

①については工程表も記載されており、こうした施策の実現が期待されます。 

 

＜参考資料＞ 

「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション － 税務行政の将来像 2.0 －」（国税

庁 HP） 

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation/pdf/syouraizo2_r030

6.pdf 

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（首相官邸 HP） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou1.pdf 

 

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation/pdf/syouraizo2_r0306.pdf
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation/pdf/syouraizo2_r0306.pdf
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12. 中国・アジア（インドネシア）：大統領令 2021 年第 49 号による外資

規制の改正 

 

インドネシアでは、2021 年 5 月 25 日、大統領令 2021 年第 49 号（「本大統領令」）

が公布・施行されました（なお、公表日は同年 6 月 4 日です。）。本大統領令は、本レター

第 87 号でご紹介した、同年 3 月 4 日に施行された投資事業分野に関する大統領令 2021

年第 10 号（「大統領令 10 号」）を改正するものです。 

本大統領令は、大統領令 10 号において酒類産業への投資規制が緩和されたように見

受けられた際、イスラム宗教団体からの強い反発があり、大統領が上記規制緩和の撤回

を表明したことを受けて制定されたものであり、その前文において酒類産業への投資制

限、監督強化が施行の目的と謳われています。しかし、酒類産業についての規制だけで

なく、その他の外資規制の変更も複数含まれていますので、以下簡単にご紹介します（な

お、投資禁止事業分野、条件付投資事業分野又は中小零細企業留保事業分野等として法

令上規定されていない事業分野は、国内資本会社及び外国資本会社に開放されている

（つまり外資 100%も可能）という大きな枠組み自体は特段変更されていません。）。 

①優先投資事業分野（245 業種から 246 業種） 

本大統領令により、ガスコンロ製造業（インドネシア標準産業分類コード（KBLI 番

号）27450）が優先投資事業分野に新たに追加されています。 

②条件付投資事業分野（46 業種から 37 業種） 

本大統領令により、クーリエ事業及び防衛産業（戦車製造等）が条件付投資事業分野

に新たに追加されています（クーリエ事業については大統領令 10 号において外資 100%

とすることが可能であったのに対して、外資 49%までに制限され規制が厳格化されてお

り、一方防衛産業についてはもともと投資禁止事業だったのが、外資 49%まで可能とさ

れています）。また、郵便事業、民間テレビ・ラジオ放送局事業が条件付投資事業分野

から除外されており、外資 100%とすることも可能となっています。 

③中小零細企業留保事業分野 

(a) 中小零細企業に留保されている事業（51 業種から 60 業種） 

例えば、大統領令 10 号により外資 100%とすることが可能とされていた E-Retail 事

業（飲食料、医薬品、化粧品、服飾類、日常生活品等のオンライン小売）が、本大統領

令により中小零細企業に留保されている事業（つまり、外資企業の参入が認められない

事業）に新たに追加されています。 

(b) パートナーシップ事業（38 業種から 46 業種） 

パートナー 大石 篤史 

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

アソシエイト 安部 慶彦 

 03-6213-8161 
 yoshihiko.abe@mhm-global.com 
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例えば、本大統領令では、乳製品加工等の新たな事業分野がパートナーシップ事業に

追加されています。 

 

 

 

13. 新興国（南アフリカ）：競争当局が公共の利益を根拠として企業結合

（株式譲渡）の禁止を命じた初の事例 

 

南アフリカにおいて競争法上の一定の基準を満たす企業結合を実行する場合、競争委

員会（Competition Commission）に対し事前届出を行い、競争委員会（又は大規模な企

業結合の場合には競争裁判所（Competition Tribunal））の承認を取得する必要がありま

す。 

同国の競争法の大きな特徴として、一般的な考慮要素である当該企業結合に伴う競争

制限的効果の有無に関する審査に加えて、当該企業結合が「公共の利益」（Public Interest）

の観点から正当化できるか否かという観点からの審査が行われる点が挙げられます。 

審査対象の企業結合の「公共の利益」への適合性の判断に際して考慮される要素とし

ては、①特定の産業又は地域、②雇用、③国内産業の国際市場における競争力に与える

影響に加えて、近時、2018 年改正法（2019 年 7 月施行）により、④「歴史的に差別さ

れてきた者」（Historically Disadvantaged Persons。「HDP」）が支配する中小企業の市

場競争力や、⑤市場における企業に対する所有権の分配、とりわけ HDP 及びワーカー

の所有水準の向上の促進に与える影響が考慮要素として追加されました。HDP とは、

アパルトヘイト政策の下、人種差別を受けてきた黒人その他有色人種等を指します。 

今般、かかる公共の利益を根拠として企業結合の禁止を命じられた初の事例が公表さ

れました。本件取引は、買主である ECP Africa（アフリカにおける投資を専門とするプ

ライベート・エクイティ・ファンド）が、売主である Grand Parade Investments（南ア

フリカの上場会社であり HDP の地位強化を目的とする投資会社）から、Burger King 

South Africa 等を対象企業として株式取得により買収することを目的とするものでした。 

2021 年 6 月 1 日、競争委員会は、本件取引による競争制限効果は認められないとし

つつ、本件取引が実行された場合、対象企業の株主構成に占める HDP の比率が 68%か

ら 0%に減少するという点を問題視し、本件取引が HDP の企業に対する所有比率の増

パートナー 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

アソシエイト 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 

アソシエイト シャハブ 咲季 

 03-6212-8389（東京） 

 zaki.shahab@mhm-global.com 
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進という公共の利益（上記⑤）を阻害すると判断し、本件取引の禁止を命じる決定を公

表しました。 

今回の競争委員会の決定は、競争法制限効果が認められない企業結合について、公共

の利益のみを理由として禁止された初の事例として注目されており、南アフリカにおけ

る M&A においては、対象企業の株主構成に含まれる HDP の有無・割合を確認の上、

取引の成否に与える影響を事前に検証しておくことの重要性を改めて示すものとして、

実務上重要な意義を持つものと考えられます。 

もっとも、本決定に対しては、HDP の割合が減少するという事実のみを理由として

企業結合を禁止するのは過度な政府干渉ではないか、特に、今回のケースのように HDP

の持分比率が高い企業に対する M&A の可能性が事実上閉ざされ、HDP による投資・事

業の売却機会を奪うことになり結果として法の趣旨にも合致しないではないかといっ

た批判も強く、本決定に対する競争裁判所等への不服申立てによって異なる判断が下さ

れる可能性も指摘されており、本件の今後の動向にも注視が必要です。 

 

 
 

14. 国際訴訟・仲裁：シンガポールでサードパーティー・ファンディン

グの利用が許容される紛争の範囲が拡大 

 

2021 年 6 月 28 日から、シンガポールでサードパーティー・ファンディングの利用が

許容される紛争の範囲が拡大されます。 

サードパーティー・ファンディングとは、紛争の当事者以外の者が、紛争当事者に対

して、紛争の遂行に必要な費用を支払い、その代わりに当該紛争の結果、得られる金員

の一部を得るものです。紛争遂行のための資金が手元にない又は別の用途に使いたいと

いう要請があるものの、戦えば相手方から支払を受けることが出来る見込みのある紛争

を抱えている当事者に利用されており、近時、アジアにおける紛争においても利用が拡

大しています。 

シンガポールでは、2017 年の法改正により、シンガポールで行われる国際仲裁手続

き、それに関連する裁判及び調停手続きにのみ、サードパーティー・ファンディングの

利用が認められてきました。 

カウンセル 佐藤 貴哉 
 03-6266-8543 

 takaya.sato@mhm-global.com 

アソシエイト 筑井 翔太 
 03-6212-8394 

 shota.tsukui@mhm-global.com 

アソシエイト 西村 良 
 03-5293-4878 

 makoto.nishimura@mhm-global.com 
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今回の改正では①国際仲裁手続きに加えて、②国内仲裁手続き、③シンガポール国際

裁判所における裁判手続き（及び②③に関連する裁判及び調停手続き）においてもサー

ドパーティー・ファンディングの利用が認められることとなりました。 

シンガポール法務省は、法改正の背景の 1 つに、コロナ禍における紛争案件の数の増

大を挙げています。コロナ禍で資金繰りが厳しくなったものの、法的手続きで勝訴する

見込みのある紛争を抱える当事者にとっては、サードパーティー・ファンディングの利

用は非常に有用なものと思われます。アジアでビジネスを行う日系企業にとっても有用

な選択肢となるほか、相手方がサードパーティー・ファンディングを利用して紛争を提

起してくることも今後増えそうです。 

 

 

 

  

パートナー 眞鍋 佳奈 

 +65-6593-9762（シンガポール） 

03-5220-1829（東京） 

 kana.manabe@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  『＜対話形式で分かりやすく解説＞STO（Security Token Offering） 

の法律・実務ショートセミナー（30 分×全 3 回シリーズ）～第 3 回  

社債・株式の STO～』 

視聴期間  2021 年 6 月 17 日（木）～2021 年 7 月 7 日（水） 

講師    石橋 誠之、寺井 勝哉 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『 良執行のあり方等に関するタスクフォース報告書～主要ポイン 

トを 30 分で解説～』 

視聴期間  2021 年 6 月 22 日（火）～2021 年 7 月 21 日（水） 

講師    宮田 俊 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『コロナ禍で雇用を維持する賃金等労働条件の検討と見直し～賃金・ 

手当の変更、テレワーク導入、就業時間短縮等に伴う法的リスク～』 

開催日時  2021 年 7 月 8 日（木）14:00～15:45 

講師    西本 良輔 

主催    大阪商工会議所・大阪弁護士会・日本弁護士連合会 

 

 セミナー  『新任役員セミナー【コーポレート・ガバナンスの基本編】～会社 

法、CG コード等を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの目的・ 

意義を理解する～』 

視聴期間  2021 年 7 月 13 日（火）10:00～2021 年 8 月 13 日（金）17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『第 4604 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ 

イナンスの実務～発電所プロジェクトの 新実務動向や法改正の 

影響も踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 7 月 15 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『香港ビジネスの法務労務リスク』 

開催日時  2021 年 7 月 19 日（月）13:30～16:30 

講師    宇賀神 崇 

主催    株式会社金融財務研究会 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/170.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/170.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/170.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/173.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/173.html
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 セミナー  『スタートアップ投資と M&A の基礎と実践 ―優先株式、コンバー 

ティブル・エクイティから新制度の株式交付の活用方法まで―』 

開催日時  2021 年 7 月 26 日（月）9:30～11:30 

講師    飯島 隆博 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『株主代表訴訟、役員責任追及訴訟の 新動向～企業不祥事の予 

防・対応を視野に入れる～』 

視聴期間  2021 年 7 月 27 日（火）10:00～2021 年 8 月 27 日（金）17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点』 

視聴期間  2021 年 7 月 27 日（火）10:00～2021 年 8 月 27 日（金）17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『監査等委員会設置会社への移行とガバナンス向上のための設計・ 

運営上の留意点』 

視聴期間  2021 年 7 月 29 日（木）10:00～2021 年 8 月 30 日（月）7:00 

講師    渡辺 邦広 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『M&A におけるデータ・コンプライアンスの 新実務～データ保 

護規制の世界的な動向が M&A 実務に与える影響や実務上の留意点 

などを解説～』 

開催日時  2021 年 7 月 30 日（金）13:30～16:30 

講師    石川 大輝、毛阪 大佑 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『第 4619 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「上場会社によるエ 

クイティ・ファイナンスの基礎と実務ポイント～コロナ禍・アク

ティビスト活動等の 新動向を踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 8 月 2 日（月）13:30～15:30 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 
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 セミナー  『【有料 WEB セミナー】対話と事例で学ぶ新任担当者のための株 

主総会実務の要点 ～法的根拠を整理して With コロナの実務にも 

対応できる基本を身に付ける～』 

視聴期間  2021 年 8 月 4 日（水）10:00～2021 年 10 月 6 日（水）17:00 

講師    李 政潤 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『米国 SPAC の実務と日本での SPAC の活用』 

開催日時  2021 年 8 月 5 日（木）9:30～11:30 

講師    熊谷 真和、二村 佑 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

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

 論文    「ESG と商事法務（補遺）エクソン・モービルにおける ESG アク 

 ティビズムとその教訓」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2265 

著者    近澤 諒 

 

 論文    「英国の新しい投資規制「国家安全保障・投資法」の概要と M&A 

 実務上の留意点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2265 

著者    西岡 研太 

 

 論文    「中国 新法律事情（252）中国の「ネットワーク取引監督管理規 

 制」について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.6 

著者    鈴木 幹太、張 超、塩崎 耕平（共著） 

 

 論文    「不正・不祥事事案の再発防止策の類型化と分析 第 11 回 財務 

 会計」 

掲載誌   資料版商事法務 446 号 

著者    澤口 実、金丸 由美、田野口 瑛（共著） 

 

 論文    「改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の構築と運用―― 

 消費者庁が 2021 年 4 月に公表した指針案も踏まえて――」 

掲載誌   資料版商事法務 446 号 

著者    山田 徹、西本 良輔、奥田 敦貴 
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 論文    「自動運転と新しいモビリティの法制度の現状と今後の見通し」 

掲載誌   NBL No.1195 

著者    佐藤 典仁 

 

 論文    「Q&A 金融サービス仲介業の制度と実務 〈第 5 回〉 その他の行 

 為規制等 ―金銭等の預託の禁止、商号使用、標識掲示、法定帳簿 

 に関する規定等―」 

掲載誌   金融法務事情 No.2163 

著者    小田 大輔、渡辺 真菜、宮本 雄太（共著） 

 

 論文    「「ハイブリッド型バーチャル株主総会」実施企業の 終チェック 

 ポイント」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 7 月号 

著者    近澤 諒 

 

 論文    「法律事務所の図書担当と弁護士が教える リーガル・リサーチ基 

 本の㋖ 第1回 リーガル・リサーチの対象資料／パブリック・デー 

 タベース」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 8 月号 

著者    中村 智子 

 

 論文    「保証人の合併」 

掲載誌   ジュリスト No.1559 

著者    内田 貴 

 

 論文    「新・改正会社法セミナー 令和元年・平成 26 年改正の検討  

 企業集団 内部統制等」 

掲載誌   ジュリスト No.1559 

著者    澤口 実 

 

 論文    「令和 2 年改正個人情報保護法の施行に向けた実務対応」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.33 No.792 

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 13 回 個人関連情報について②」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 6 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇、松本 亮孝 
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 論文    「＜Robotics 法律相談室第 71 回＞EU の AI に関する包括規制案の 

 内容とは」 

掲載誌   日経 Robotics 2021 年 7 月号 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文    「社債・株式をトークンとして扱う第三者対抗要件に留意が必要  

 STO の実現に向けた第 1 歩の踏み出し方（上）」 

掲載誌   日経 FinTech 2021 年 5 月号 

著者    石橋 誠之、寺井 勝哉（共著） 

 

 論文    「非居住者・外国人に対する役務提供に係る消費税について」 

掲載誌   週刊税務通信 No.3658 

著者    小山 浩 

 

 論文    「一歩進んだ再建局面における M&A～私的整理・法的整理におけ 

 る M&A のポイント～」 

掲載誌   MARR (Mergers & Acquisitions Research Report) No.320 

著者    石田 渉 

 

 論文    「不動産・インフラ投資と ESG」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.61 

著者    佐伯 優仁、山本 義人、村田 陽祐 

 

 論文    「不動産セキュリティトークン・オファリング（STO） スキーム 

 検討と金商法規制の概要」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.61 

著者    石橋 誠之、内津 冬樹（共著） 

 

 論文    「知財人材の副業・兼業」 

掲載誌   IP ジャーナル 17 号 

著者    荒井 太一、西本 良輔 

 

 論文    「医薬品医療機器等法改正―課徴金制度の導入―」 

掲載誌   医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス Vol.52 No.5 

著者    堀尾 貴将 
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 論文    「緊急解説！令和 2 年改正個人情報保護法ガイドライン（案）のポ 

 イント」 

掲載誌   PLAZMA 

著者    田中 浩之 

 

 論文    「弁護士が精選！重要労働判例 - 第 279 回 多摩市（病気休職者 

 に対する月 1 回の産業医面談の不実施）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    山田 輝 

 

 論文    「Awaiting the arrival of SPACs in Japan」 

掲載誌   IFLR 

著者    鈴木 克昌、熊谷 真和、二村 佑 

 

 論文    「Japan: APPI changes to come」 

掲載誌   OneTrust DataGuidance 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「Practice Guides Japan M&A - Corporate Governance Issues  

 around M&A in Japan」 

掲載誌   Practice Guides Japan M&A 

著者    山内 洋嗣、石川 大輝、御代田 有恒、笠間 周子（共著） 

 

 論文    「Global Legal Insights - Employment & Labour Law 2021 

  - Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Employment & Labour Law 2021 

著者    金丸 祐子 

 

 論文    「The Labour and Employment Disputes Review - Japan Chapter」 

掲載誌   The Labour and Employment Disputes Review 4th Edition 

著者    荒井 太一、原田 昂（共著） 

 

 論文    「Japan - Cookies & Similar Technologies」 

掲載誌   OneTrust DataGuidance 2021 年度版 

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

 IFLR1000’s 31st edition にて高い評価を得ました 

IFLR1000’s 31st edition において、当事務所および当事務所のバンコクオフィス

が以下の分野で高い評価を得ました。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Banking 

・Project finance 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 1 

・Banking and finance 

 

 Benchmark Litigation Asia-Pacific Awards 2021 にて受賞しました 

Eunromoney による Benchmark Litigation Asia-Pacific Awards 2021 において、当

事務所は Firm of the Year-Japan を受賞しました。 

詳細は Benchmark Litigation のウェブサイトに掲載されております。 

 

 IP STARS 2021 において高い評価を得ました 

Managing Intellectual Property が発行する IP STARS 2021 において、当事務所及

び当事務所の弁護士が以下の分野において高い評価を得ました。 

 

分野 

JAPAN 

Patent contentious - domestic firms (Tier2) 

Trade mark contentious - domestic firms (Recommended) 

 

弁護士 

JAPAN 

Patent star: 三好 豊、小野寺 良文 

Trade mark star: 小野寺 良文 

 

 経済産業省産業組織課が公表した『「攻めの経営」を促す役員報酬－企業の持続

的成長のためのインセンティブプラン導入の手引－』の改訂に、当事務所の弁護

士が関与しました 

2021 年 6 月 7 日付、経済産業省産業組織課が公表した『「攻めの経営」を促す役
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員報酬－企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引－』の改訂

に、当事務所の弁護士（石綿 学、石井 裕介、奥山 健志、酒井 真、渡辺 邦広、

小山 浩、邉 英基、松村 謙太郎、緒方 航）が関与しました。 

 

 当事務所の弁護士及び税理士が財務省委託調査「配当に対する二重課税調整及び

株式の譲渡損益に対する課税に関する調査」において報告書を提出しました 

財務省が委託調査として実施した「配当に対する二重課税調整及び株式の譲渡損

益に対する課税に関する調査」において、当事務所の弁護士及び税理士（栗原 宏

幸、山田 彰宏、山川 佳子、原田 昂）が、欧米及びアジア諸国における配当に

対する二重課税調整及び株式の譲渡損益に対する課税に関する調査を行い、当該

調査結果をまとめた報告書を財務省に提出しました。 

 

 当事務所は、社会課題の解決と持続的な経営の両立を目指す「ゼブラ企業」の増

加と成長支援を実行する新会社の立ち上げをアドバイスしました 

石田 幹人 弁護士、飯島 隆博 弁護士は、社会課題の解決と持続的な経営の両立

を目指す「ゼブラ企業」の増加と成長支援を実行する株式会社 Zebras and 

Company（以下 Z&C）の発足に際し、そのリーガル・カウンセルを務めました。 

 

「Zebra」は、「Unicorn startups」への行き過ぎた期待などへのリアクションと

して 2016 年に米国西海岸で生まれた概念です。Z&C の創業者 3 名は、「Zebra」

という概念を推進する団体 Zebras Unite の東京チャプターとして Tokyo Zebras 

Unite を 2019 年より運営し、「ゼブラ企業」という考え方の啓蒙、浸透を行って

きました。 

 

このたび、Z&C が約 1 億円の資金を調達し、本格的に営業を開始するに際し、

当事務所は資金調達スキームを含め創業に際しての法的アドバイスを行いまし

た。Z&C は、今回の新会社設立により、啓蒙だけではなく、実事業として社会課

題解決と持続的な経営を両立する「ゼブラ経営」の社会実装を目指すとのことで

あり、当事務所としても、社会課題解決のための様々な手法を引き続き支援する

所存です。 

 

 三好 豊 弁護士が国際サッカー連盟（FIFA）ガバナンス監査コンプライアンス委

員会 委員に選任されました 

 

 増島 雅和 弁護士が経済産業省・特許庁 産業構造審議会臨時委員 知的財産分

科会委員に就任しました 
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 増島 雅和 弁護士が東京都「令和 3 年度 西新宿エリアにおけるスマートポール

の面的設置、運用及び検証事業審査会」委員に就任しました 

 

 梅津 英明 弁護士が日本弁護士連合会 国際活動・国際戦略に関する協議会 委員

に就任しました 

 

 御代田 有恒 弁護士が日本弁護士連合会 国際活動・国際戦略に関する協議会 幹

事に就任しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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 


