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4. エネルギー・インフラ：太陽光廃棄等費用積立制度に関するガイドライン案の

公表

5. 労働法：これからの労働時間制度に関する検討会の開始について

6. 会社法：全国株懇連合会、定款モデル及び招集通知モデルの改正等を公表

7. 危機管理：ウイグルの問題を巡る米国の輸出入規制・制裁等の動向

8. 一般民事・債権管理：コロナ禍における中小企業に対する資金繰り支援と今後

の課題

9. M&A：東証、「公正な M&A の在り方に関する指針」公表後 2 年目の開示状況を

公表

10. キャピタル・マーケッツ：東証新市場区分への移行プロセスに関する留意点

11. 税務：OECD、デジタル課税ルールに関する大枠合意

12. 中国・アジア（中国）：「データ安全法」の公布

13. 新興国（中南米）：ブラジルにおける新しい公共入札法の成立

14. 国際訴訟・仲裁：東京オリンピックと JIDRC（日本国際紛争解決センター）

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 8 月号（Vol.92）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 2 年（2020 年）改正個人情報保護法のガイドライ

ン改正についての意見募集結果の公表

個人情報保護委員会は、2021 年 8 月 2 日に、令和 2 年（2020 年）改正個人情報保護

法に対応した、以下の 5 つのガイドライン改正についての意見募集結果を公表しました。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=240000

069&Mode=1 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=240000069&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=240000069&Mode=1
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これにより、2022 年 4 月 1 日に施行される改正個人情報保護法対応のための材料は

ほぼ出揃ったことになり（なお、個人情報保護委員会の Q&A の更新が今後行われる予

定です。）、各企業における対応準備が本格化することになります。 

・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編） 

・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編） 

・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義

務編） 

・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報

編） 

・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（認定個人情報保護団体編） 

 

改正されたガイドラインのポイントと意見募集への回答内容のポイントについては、

別途、後日データ・セキュリティ NEWSLETTER で取り上げる予定です。 

https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/data-security-nl/ 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：欧州委、垂直的協定一括適用免除規則と垂直的制限

ガイドラインの改定案を公表 

 

2021 年 7 月 9 日、欧州委員会（「欧州委」）は、垂直的協定一括適用免除規則（「VBER」）

と、VBER の解釈・適用についての指針を示す垂直的制限ガイドライン（「本ガイドラ

イン」）の改定案（「本改定案」）を公表しました。 

垂直的協定とは、取引段階を異にする事業者間（例：製造業者と販売業者）の合意に

基づく行為であって、取引対象となる商品又はサービスの購入・販売又は再販の条件に

関係するものをいいます。域内における事業者間の競争を阻害する垂直的協定は、EU

の競争法である EU 機能条約（「TFEU」）101 条 1 項により禁止されていますが、VBER

及び本ガイドラインは、当事者の市場シェアや垂直的協定の種類を指標として、

TFEU101 条 1 項の適用が免除される類型（セーフハーバー）を定めています。 

本改定案による変更は、主に、(1)適用免除の範囲を適切なものにするためのセーフ

ハーバーの見直し、(2)電子商取引及びオンラインプラットフォームの隆盛により変化し

たビジネス環境に即した指針のアップデート、(3)企業のコンプライアンスコスト削減の

ための VBER 及び本ガイドラインの簡素化・明確化を目的としています。 
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変更点のうち、セーフハーバーの見直しは実務への影響が大きいため、特に注目され

ます。本改定案では、垂直的協定に係るセーフハーバーに関し、大要、以下のような変

更が加えられています。 

① 二重流通（dual distribution）1の場面における供給事業者と販売事業者間の協定の

うち、一括適用免除の対象となる場合を限定 

② オンラインプラットフォーム事業者がプラットフォームを利用する小売全体に課

す同等性条項2について、一括適用免除対象から除外 

③ 供給者が販売事業者に一定の販売テリトリー・顧客グループを割り当てている場合

において、割当外の顧客に対する積極的販売の制限のうち、一括適用免除の対象と

なる範囲の柔軟化・明確化 

④ これまで一括適用免除の対象外とされていた、(a)供給事業者が、オンライン販売

をする販売事業者に対して、オフライン販売する事業者に対するよりも高い価格で

供給すること（二重価格）及び(b)供給事業者が、オンライン販売をする販売事業

者に対して、オフライン販売の場合と異なる基準や制限を課すことについて、一定

の条件の下で一括適用免除の対象となり得るよう変更 

欧州委は、2021 年 9 月 17 日まで本改定案に対するコメントを募集しており、当該コ

メント募集の終了後、現行の VBER が失効する 2022 年 5 月 31 日までに VBER 及び本

ガイドライン双方の改定が予定されています。 

本改定案のうち、特に上記の①②は、これまでセーフハーバーに該当するとして

TFEU101 条 1 項の適用免除とされていたものの範囲を狭める変更であって注意が必要

であり、欧州で取引を行う事業者においては、本改定案の動向を引き続き注視するとと

もに、実際に同内容での改定がなされた場合に備えて、現在の取引条項についてセーフ

ハーバー対象外となり得るものがないか、改めて見直しをしておくことが望ましいとい

えます。 

 

 
  

 
1 供給事業者が独立販売事業者に商品を卸すだけでなく、自らも販売事業者として活動しており独立販

売事業者と競争関係にもある状況をいう。 
2 オンラインプラットフォームの利用者が、競合するオンラインプラットフォームにおいて、より有利

な条件でエンドユーザーに商品・サービスを提供・販売・再販してはならないという義務を定めた条項。 
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4. エネルギー・インフラ：太陽光廃棄等費用積立制度に関するガイドラ

イン案の公表 

 

2021 年 7 月 16 日、太陽光廃棄等費用積立制度に関するガイドライン案が公表され、

パブコメ手続が開始されました3。同制度については、同年 6 月末に内部積立の認定基

準等に関するパブコメ結果が公表され4、再エネ特措法施行規則及び調達価格等告示の

改正規定が公布されたところですが、本ガイドライン案は、こうした改正規定の成立等

を受けて、同制度の実務的な運用面を定めることを目的としたものになります。本稿で

は、本ガイドライン案の内容のうち特に注目度の高い点の概要を取り上げます。 

(1) ガイドラインの位置づけ 

本ガイドラインは、太陽光廃棄等費用積立制度の適用を受ける発電事業者（認定事

業者）及び同事業者と特定契約を締結する電気事業者（買取義務者）に適用され、

事業計画策定ガイドラインと同様、認定事業者が本ガイドラインにおける遵守事項

に違反した場合には、再エネ特措法に基づく指導・助言、改善命令、認定の取消し

の対象となり得るものとされています。 

(2) プロファイ案件への内部積立の適用 

概ね 6 月末のパブコメ結果に沿った内容で適用要件や積立金の管理方法等につき

規定されているものと考えられます。特に本ガイドライン案では、内部積立に係る

（追加）認定を申請する際の必要書類等、これまでの議論をより実務面に引き付け

て具体化した内容が盛り込まれており、今後の対応準備との関係で注目されます。 

(3) 上場インフラファンドへの内部積立の適用 

上場インフラファンドの内部積立の利用可否については、6 月末のパブコメ結果を

含めこれまで具体的な要件等はペンディングとされてきたところですが、本ガイド

ライン案では、「投資法人と実際の認定事業者との間の契約全体の中で、両者が同

一の売電収入を原資に事業を行っていることを示す資金の流れ、賃借人からの契約

の解除の制限、発電設備や設置された土地の他目的使用の制限など、財務的・組織

的一体性を示す条項が確認できれば、投資法人を『厳格な財務的・組織的一体性の

認められる他法人』とみなす」旨が明記されました。 

(4) 保険・保証による内部積立 

同様に 6 月末のパブコメ結果では詳細が明らかにされていなかった内部積立にお

ける保険・保証の利用についても、本ガイドライン案において具体的な要件等が明

らかにされました。 

本ガイドライン案のパブコメ手続は 8 月 15 日が意見募集の締切日となっています。

今後の制度運用や制度の利便性に関わる実務的な内容が多く盛り込まれているところ

 

3 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620221016&Mo
de=0 
4 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=620121005&Mode=1 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620221016&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620221016&Mode=0
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ですので、関係する事業者においては、内容を検討の上、必要な準備・対応を行ってい

くことが有益と考えられます。 

 

 
 

5. 労働法：これからの労働時間制度に関する検討会の開始について 

 

2021 年 7 月 26 日、厚生労働省は、「これからの労働時間制度に関する検討会」（「本

検討会」）の第 1 回を開催しました。本検討会では、「裁量労働制の在り方」及び「その

他の労働時間制度の在り方」が検討事項とされ、第 1 回においては、裁量労働制に関す

る現状等について議論がなされました。 

そもそも裁量労働制は、専門業務型裁量労働制（労働基準法 38 条の 3）及び企画業

務型裁量労働制（労働基準法 38 条の 4）に分類され、前者は、業務の性質上、業務遂

行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる業務として、厚生労働省令及び大

臣告示で定められた専門的な業務に従事する労働者を対象とした制度、後者は、事業の

運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、

これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業

務に従事する労働者を対象とした制度です。 

裁量労働制は、時間配分や仕事の進め方を労働者の裁量に委ね、自律的で創造的に働

くことを可能とする制度であるものの、「企業における組織のフラット化や、事業活動

の中枢にあるホワイトカラー労働者の業務の複合化等に対応するとともに、対象労働者

の健康確保を図り、仕事の進め方や時間配分に関し、労働者が主体性をもって働けるよ

うにする」という制度の趣旨に適った対象業務の範囲や、労働者の裁量と健康を確保す

る方策等について課題があるとされており、本検討会においては、そのような課題を踏

まえつつ、裁量労働制その他の労働時間制度の検討がなされることとなります。 

本検討会により、より良い裁量労働制その他の労働時間制度のために、今後、裁量労

働制実態調査のデータ及びヒアリングによる裁量労働制の実態把握、裁量労働制に係る

個別の論点の検討、その他の柔軟で自律的な働き方を可能とする労働時間制度等に関す

る議論がなされることとなりますので、その動向には注視が必要となります。 

 

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 



 
 

   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. 

6 
 

 

 

6. 会社法：全国株懇連合会、定款モデル及び招集通知モデルの改正等

を公表 

 

2021 年 7 月 26 日、全国株懇連合会は、定款モデル及び招集通知モデルの改正等を公

表しました。これは、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

開催を可能とする、「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」）

が施行されたことに伴うものです。主な内容は、以下のとおりです。 

1. 定款モデルの改正について 

改正法 66 条 1 項に基づく定款の定めの一例として、招集に関する定款規定に、「当

会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。」との文言が

追記されました（改正後定款モデルでは、12 条 2 項として追記されています。）。 

2. 招集通知モデルの改正について 

バーチャルオンリー株主総会を開催する場合の招集通知記載例が公表されました。

主なポイントは、以下のとおりです。 

i. 改正法 66 条 1 項による読み替え後の会社法 298 条 1 項 1 号の記載について 

株主総会の開催場所に代えて、「場所の定めのない株主総会とします。」と記載

されています。 

ii. 本省令 4 条 1 号に定める各事項の記載について 

a.通信の方法に関する記載（本省令 4 条 1 号、3 条 2 号）や、b.郵送又はイン

ターネットにより事前に議決権を行使した株主が、バーチャルオンリー株主総

会において重複して議決権行使をした場合の対応（本省令 4 条 1 号、3 条 3 号）

に関する記載について、改正後招集通知モデルでは、「4.招集にあたっての決定

事項」の項目に追記されています。なお、b.については、バーチャルオンリー

株主総会のシステムで議決権行使がされた時点で事前の議決権行使の効力を失

わせる方法のほか、システムにアクセス（ログイン等）した時点で事前の議決

権行使の効力を失わせる扱いも考えられると言及されています。 

iii. 本省令 4 条 2 号、及び本省令 4 条 3 号に定める各事項の記載について 

a.株主がバーチャルオンリー株主総会の議事における情報の送受信をするため

に必要な事項（本省令 4 条 2 号）、b.通信の方法に係る障害に関する対策につい

ての方針の内容の概要（本省令 4 条 3 号、1 条 2 号）、及び c.インターネットを
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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の

内容の概要（本省令 4 条 3 号、1 条 3 号）について、改正後招集通知モデルで

は、一例として、a.～c.の項目ごとに分けて記載する方法が提案されています5。

このうち a.には、システムにアクセスするための株主ごとの ID 及びパスワー

ド等も含まれますが、これらは議決権行使書面に記載する想定で、招集通知へ

の記載は省略されています。また、b.に関連して、通信障害等によって議事に

著しい支障が生じる場合の議長による延期又は継続の決定に備え、延会又は継

続会が行われる場合の開催日時をあらかじめ記載することや、延期又は続行の

決定を議長に行わせる旨の決議を行う旨の文言を記載することも、一案とされ

ています。 

3. みなし定款に際しての備置定款への対応について 

改正法施行後 2 年間は、改正法 66 条 1 項に定める確認を受けた上場会社は、定款

の定めがあるとみなすことが可能です（改正法附則 3 条 1 項）。全国株懇連合会は、

その場合の対応について、本店に備置している定款を書き換えるのではなく、定款

の定めがあるとみなすことができる旨の説明文を備置定款と一緒に備え置く対応

をとることが考えられるとしています。 

バーチャルオンリー株主総会は、本年 6 月総会での実施企業はなく、実務の蓄積も未

了であるため、導入を検討する各社は、改正後の各モデル等も参照しつつ、対応を検討

することが有効と考えられます。 

 

＜参考資料＞ 

全国株懇連合会：「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う定款モデル

および招集通知モデルの改正について」（2021 年 7 月 26 日） 

http://www.kabukon.net/new/index.html 

 

 

 

7. 危機管理：ウイグルの問題を巡る米国の輸出入規制・制裁等の動向 

 

ビジネスと人権に関する問題、中でも、新疆ウイグル自治区（「自治区」）の問題（「ウ

イグル問題」）を巡る米国による制裁や輸出入規制等の動向は、目まぐるしく変わって

 
5 但し、改正後招集通知モデルでは、適切な項目立てをした上で実質的に当該事項を含む形で記載する

方法も考えられるとされています。 
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います。2021 年 7 月 13 日、米国国務省等は、新疆サプライチェーンビジネスアドバイ

ザリー（Xinjiang Supply Chain Business Advisory）と題する勧告（2020 年 7 月付け勧

告のアップデート）（「本勧告」）を公表しました。本勧告は、法的効力を持つものでは

ありませんが、自治区との関係を絶たない企業等に対して、米国法違反の高いリスクを

犯している可能性があると警告する等、米国がウイグル問題を引き続き強く注視してい

ることが読み取れます。 

米国は、近年、ウイグル問題に関して、1930 年米国関税法（Tariff Act of 1930）（「関

税法」）307 条に基づき、違反商品保留命令（Withhold Release Order, WRO）を積極的

に発出してきましたが（本勧告 21 頁参照）、直近でも、2021 年 6 月 23 日、太陽光パネ

ルの原料等を製造する中国企業からの輸入を一部差し止めるWROが発出されています。

また、関税法 307 条に関連し、2021 年 7 月 14 日、米国上院で、ウイグル強制労働防

止法（Uyghur Forced Labor Prevention Act）案が可決されました。今後、米国下院での

可決等を経て同法案が成立した場合、自治区で生産等されたすべての製品等が、関税法

307 条に基づく輸入禁止に該当すること等が推定されることになるため、米税関・国境

取締局（U.S. Customs and Border Protection）局長が例外を認める場合を除き、かかる

製品等は、一律に米国への輸入が禁じられることになります。日本企業のサプライ

チェーンにも大きな影響が出る可能性があり、当該法案の動向に注意が必要です。 

上記のような輸出入規制に加え、米国は、ウイグル問題に関連して一部の中国企業や

中国政府幹部等を経済制裁の対象とする等、様々な観点からの動きを強めており、これ

らの動向にも今後留意が必要です。 

近時、ウイグルやミャンマーの問題等が大きな注目を集めていますが、これらにとど

まらず、日本においても、昨年 10 月に策定されたビジネスと人権に関する国別行動計

画や ESG／SDGs の動き等を踏まえ、人権課題に対する取組みの重要性は急速に増し

てきています。一朝一夕には進まず時間を要する面もありますが、そうした平時の取組

みを着実に進めつつ、欧米の規制や制裁等の目まぐるしい変化等にも常に留意をしてお

くことが重要になってきているといえます。 

 

 
 

8. 一般民事・債権管理：コロナ禍における中小企業に対する資金繰り

支援と今後の課題 

 

経済産業省は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況や中小企業及び小規模事

業者の資金繰りの状況を踏まえ、日本政策金融公庫及び商工中金等による中小企業及び
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小規模事業者向け新型コロナ対策資本性劣後ローンについて、2021 年 7 月 1 日から貸

付限度額を 7.2 億円から 10 億円に引き上げました。資本性劣後ローンは、帳簿上では

債務に分類されますが、金融機関の貸出金の自己査定における債務者の財務状況の評価

をする際には自己資本の一部とみなされます。そのため、資本性劣後ローンにより資金

を調達したとしても、金融機関の自己査定との関係では自己資本比率の低下を防ぐこと

ができ、既存の金融機関との取引への影響を 小限に抑えることができます。2021 年 1

月以降、毎月 100 件以上新型コロナウイルス関連の倒産がある等6、いまだに資金繰り

に窮している企業が多いことから、貸付限度額の引き上げは資金繰り破綻回避のための

支援策として有用なものといえます。 

他方で、新型コロナウイルスの感染者数の増加は収まっていないものの、ワクチン接

種が進んでいることを踏まえると、企業としても新型コロナウイルスの収束後（ポスト

コロナ）を見据えた対応も検討する時期に来ているように思われます。上記の資本性劣

後ローンのみならず、コロナ禍においては、事業継続のために金融機関による積極的な

資金繰り支援がなされ、それにより多くの企業が救われました。もっとも、その結果、

過剰債務に陥ってしまった企業も多くあります。そういった企業も、ポストコロナにお

いては、抜本的な経営改善や財務体質の改善が課題となりますので、今後は、金融機関

やコンサルティング会社等のアドバイスも受けつつ、事業提携や資本提携といった方策

を検討していくニーズがより一層増えてくるものと思われます。 

 

 
 

9. M&A：東証、「公正な M&A の在り方に関する指針」公表後 2 年目の

開示状況を公表 

 

東証は、経済産業省が 2019 年 6 月 28 日付で策定・公表した「公正な M&A の在り方

に関する指針」（「本指針」）を踏まえ、2021 年 7 月 2 日、2020 年 7 月 1 日から 2021

年 6 月 30 日までに公表された MBO（13 件）及び支配株主による従属会社の買収（24

件）の計 37 件の開示状況について公表しました。東証は、2020 年 6 月 30 日にも、対

象期間を本指針公表から2020年6月30日までとする同様の集計結果を公表しており、

今般の集計結果は、昨年に続いて、本指針公表後 2 年目の開示状況を取りまとめたもの

です。 

今般の集計結果によれば、全 37 件において、①特別委員会の委員の適格性に関する

情報、②特別委員会の検討経緯（受領情報、審議）に関する情報、③特別委員会の設置

 
6 https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210712_01.html 
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時期、④特別委員会による取引条件交渉過程への関与、⑤特別委員会又は算定機関によ

る事業計画の確認状況が開示されております。また、MBO 事例 13 件においては、集計

対象とした開示事項である 10 項目のすべてが開示されております。これらを踏まえ、

昨年の集計結果との比較から、本指針に基づく充実した情報開示が実務に浸透している

との評価がなされています。 

MBO 及び支配株主による従属会社の買収に際しては、本指針及び今般の集計結果を

十分参照しつつ、開示内容を検討する必要があると考えられます。 

 

 

 

10. キャピタル・マーケッツ：東証新市場区分への移行プロセスに関す

る留意点 

 

2021 年 7 月 9 日、東京証券取引所（「東証」）は、2022 年 4 月の市場再編に向けて、

移行基準日（2021 年 6 月 30 日）における新市場区分の上場維持基準への適合状況を試

算し、その結果を各上場会社に一次判定として通知しました（「本通知」）。各上場会社

は、本通知の内容等を踏まえて、同年 9 月 1 日～12 月 30 日に新市場区分の選択申請を

行うことが求められています。 

本通知において、上場会社が選択を希望する市場区分についてその上場維持基準を満

たしていないとされた場合も、新市場区分の選択申請前に、上記移行基準日より直近の

基準日時点において上場維持基準を満たす場合等には、二次判定の申請を東証に対して

行うことができるとされています。 

また、新市場区分の選択申請前に、選択を希望する市場区分についてその上場維持基

準を満たしていない上場会社であっても、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた

計画書」を作成して適時開示する場合には、当該市場区分で選択申請を行うことができ

るとされています。当該計画書の内容は、上場維持基準の適合に向けた合理的なもので

ある必要があり、具体的には、本通知の内容をもとに、上場維持基準を満たしていない

基準及び具体的な数値を示した上で、これを満たすために必要と想定される計画期間、

上場維持基準の適合に向けた取組の基本方針、現状の課題及び具体的な取組の内容を記

載することが必要とされています。上場維持基準には流通株式時価総額や流動株式比率

等が含まれており、当該上場維持基準への適合のための手段として公募増資や売出し等

を行うことが考えられますが、計画書の内容にこれらを含める場合には、事前勧誘規制
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やインサイダー取引規制、フェア・ディスクロージャールール等の規制にも配慮する必

要があります。 

 

 
 

11. 税務：OECD、デジタル課税ルールに関する大枠合意 

 

2021 年 7 月 1 日、OECD 加盟国を含む 130 か国が、経済のデジタル化に対応した新

たな国際課税ルールの第 1 の柱（デジタル課税）及び第 2 の柱（ミニマムタックス）の

主な内容に関して、大枠合意に至りました。 

第1の柱の主な内容として、デジタル課税の対象となる企業は、世界全体で200億ユー

ロ超の売上高及び 10%超の利益率（税引前利益/売上高）を有する多国籍企業とされ、

将来的には一定の条件のもと、売上高の基準が 100 億ユーロに引き下げられる可能性が

明記されています。また、資源採掘業及び金融業が対象から除かれています。対象とな

る多国籍企業について、収益の 10%を超える部分が残余利益として定義され、そのうち

の 20%～30%の部分が市場国（原則として、当該市場国において 100 万ユーロ以上の

収益がある場合に限ります。）に配分されることとされています。 

第2の柱の主な内容として、(i)軽課税国に所在する子会社等に帰属する所得について、

親会社の所在する国・地域において、 低税率まで課税する所得合算ルール（Income 

Inclusion Rule）や、(ii)軽課税国に所在する関連企業への支払に関して、支払会社側で

の上乗せ課税をする軽課税支払ルール（Undertaxed Payment Rule）の基準となる 低

税率について少なくとも 15%以上とし、また、適用対象となるのは、グループ企業の年

間収益合計額が 7.5 億ユーロ超の多国籍企業とされています。 

上記枠組みについては、2021 年 10 月までに 終合意に至ることが目指されており、

今後の動向が注目されます。 

 

＜参考資料＞ 

Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the 

Digitalisation of the Economy 

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challen

ges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf  
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12. 中国・アジア（中国）：「データ安全法」の公布 

 

2021 年 6 月 10 日、全国人民代表大会常務委員会は、データ安全分野の基本法として

「データ安全法」（「本法」）を公布しました。本法は、2021 年 9 月 1 日から施行されま

す。データ収集・利用の拡大やデータ産業の発展が急速に進んだことを受け、国家の安

全保障の観点から規制をしつつ経済発展を図ることが目的とされています。 

本法は、中国国内における「データ取扱行為」に適用されるとされています。一方で、

「中国国外で行われるデータ取扱行為」により中国の国家安全、公共利益又は公民、組

織の合法的な権益を害した場合、「法に基づき責任を追及する」とされており、域外適

用に関する規定も設けられていますが（2 条）、具体的な適用方法は示されていません。 

本法では、データの安全及び規制に関して基本的な制度を定めました。そのうち、重

要なものとして、データの重要性等に基づき各データを種別級別に保護するデータ種別

級別保護制度（21 条）、国家安全に影響を与え又は与えるおそれがあるデータ活動に対

して国家安全審査を行うデータ安全審査制度（24 条）、及び輸出規制対象品目に該当す

るデータについては、国家安全・利益の維持及び国際義務の履行の観点から法に基づき

輸出規制を実施するデータ輸出規制制度（25 条）等が設けられています。 

また、データ処理者に対してはデータの安全保護義務が課されています。まず、デー

タ処理者は、データの安全管理制度を整備し、データ安全の教育研修の実施を手配し、

相応の技術措置その他の必要措置を取ることによって、データ安全を確保することが求

められています（27 条）。特に、重要データの取扱者は、データ安全の責任者及び管理

機構を明確にすること（27 条）、及び定期的にリスク評価を行い、その結果を関連主管

部門に報告することも求められています（30 条）。なお、公安機関及び国家安全機関が

国家安全の保護又は犯罪捜査のためにデータの徴求が必要な場合、厳格な手続きを経て

データの徴求を実施するものとし、関連組織及び個人はこれに協力しなければならない

とも規定されています（35 条）。 

本法は、データ安全分野の基本法として原則的な規定も多く、下位規則・ガイドライ

ンの整備も想定されているため、今後の実務上の運用や関連立法の動向について引き続

き注目する必要があります。 
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13. 新興国（中南米）：ブラジルにおける新しい公共入札法の成立 

 

2021 年 4 月 1 日、ブラジルで新しい公共入札法（Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Law No. 14.133）が公布・施行されました。新法の公布から 2 年間は、

旧法（Law No. 8.666）も継続して効力を有し、行政機関は、新法及び旧法のいずれか

を選択することができます。 

公共入札法は、ブラジルの行政機関（但し、国営企業を除きます。）が民間から物や

サービスの提供を受ける際の入札手続きや契約等を規律しています。新法では、公共入

札に関する既存の諸法制が統合されるとともに、保証金の増額や汚職防止等の新たな規

定により入札手続きや契約における法的安定性が高められています。 

新法では数々の新たな仕組みが導入されており、例えば、入札段階からの官民の対話

を通じて効率的に結論を導く入札方法として、競争的対話方式（diálogo competitivo）

が新たに導入されました。また、公共入札に関する紛争について、調停、紛争解決委員

会、仲裁等といった代替的な紛争解決手段が利用できることが明記され、柔軟かつ効率

的な紛争解決が確保されています。これらは現地における救済手続き等への懸念を軽減

し、法的安定性を高め得る重要な改正の一つであるといえます。 

今回の新しい公共入札法は、今後のブラジル政府調達市場への参入障壁を低める内容

であると考えられ、現地における事業展開を考える日本企業にとっても重要な法改正で

あると考えられます。 

 

 
 

パートナー 江口 拓哉 

 06-6377-9402（大阪） 
 takuya.eguchi@mhm-global.com 

パートナー 森 規光 

 +86-10-6590-9292（北京） 
 norimitsu.mori@mhm-global.com 

外国弁護士 崔 俊 
 03-6212-8368 

 jun.cui@mhm-global.com 

パートナー 梅津 英明 

 03-6212-8347 
 hideaki.umetsu@mhm-global.com 

アソシエイト 徐 由  
 03-5293-4867 

 yu.soh@mhm-global.com 

アソシエイト 小林 美智 
 03-5293-4922 

 misato.kobayashi@mhm-global.com 
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14. 国際訴訟・仲裁：東京オリンピックと JIDRC（日本国際紛争解決セ

ンター） 

 

現在東京オリンピックが開催されており、日本人選手の活躍が報じられています。国

別メダル数ランキング（金メダル数を基軸にするもの）において、日本が数日間トップ

を飾り、筆者にとっても信じ難い喜びでした。 

JIDRC（日本国際紛争解決センター）の東京施設が、この東京オリンピックにおいて

活用されています。東京施設は、虎ノ門の 新鋭オフィスビル内に、昨年 3 月にオープ

ンしたもので、世界トップレベルの機能を備えた、国際仲裁の審問（ヒアリング）等の

ための施設です。これが、東京オリンピックをめぐる紛争解決のため、現在活用されて

います。 

オリンピックをめぐる紛争は、スポーツ仲裁裁判所（Court of Arbitration for Sport。

「CAS」）において取り扱われます。その中には、出場資格やドーピング等、対象とな

る競技が行われる日までに解決しなければ実質的な救済が図れないものがあるため、オ

リンピック開催に際しては原則 24 時間以内で判断をするという、特別の迅速な手続き

が CAS によって用意されており、それが JIDRC の東京施設において行われています。 

東京施設はこのように、国際商事仲裁のヒアリング以外にも様々な手続きにおいて活

用可能です。オンライン会議システムが充実しているため、これを利用して海外にいる

関係者と手続きを進めることもできます。調停という、和解による解決を志向する手続

きにも利用できます。 

和解に関しては近時、著名仲裁機関である ICC（国際商業会議所）や ICSID（投資紛

争解決国際センター）等において、仲裁と調停の組み合わせのみならず、和解への仲裁

人の関わりの見直しといった、和解による解決に向けた制度をより強化する流れがあり

ます。これは日本の裁判実務に基づく知見が生かせる分野であり、日本の法務力の国際

舞台における活躍が期待されます。 

 

 

  

パートナー 関戸 麦 

 03-5223-7759 
 mugi.sekido@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  『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』 

視聴期間  2021 年 8 月 10 日（火）10:00～2021 年 9 月 8 日（水）17:00 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『これからの機関設計とコーポレート・ガバナンスを巡る実務～監 

査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の 

選択のポイント～』 

視聴期間  2021 年 8 月 17 日（火）10:00～2021 年 9 月 17 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  『デジタルマーケターズサミット 2021 Summer  「個人情報保護 

法改正で DMP 活用・プライバシーポリシーは、どう変わる？」』 

開催日時  2021 年 8 月 19 日（木）17:05～17:50 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社インプレス Web 担当者 Forum 

 

 セミナー  『第 4666 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「中国「反外国制裁 

法」のインパクトー現地事情に詳しい弁護士が今後の影響などを緊 

急解説！ー」』 

開催日時  2021 年 8 月 20 日（金）9:30～11:30 

講師    宇賀神 崇 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『Q&A で学ぶ中国「反外国制裁法」の影響と実務解説』 

開催日時  2021 年 8 月 25 日（水）14:00～16:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『任意の指名委員会・報酬委員会の導入実務と運営上の留意点  

～2021 年コーポレートガバナンス・コード改訂等を踏まえて～』 

視聴期間  2021 年 8 月 26 日（木）10:00～2021 年 10 月 26 日（火）17:00 

講師    渡辺 邦広 

主催    株式会社商事法務 

 

 



 
 

   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. 

16 
 

 セミナー  『STO（Security Token Offering）の法律と実務～ 新の法制度動 

向と実例を踏まえた具体的な手法・ストラクチャー～』 

開催日時  2021 年 8 月 26 日（木）10:00～12:00 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『第 4636 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「再生可能エネルギー 

への投資の 前線～再エネをめぐる政策動向、インフラファンド、 

サステナブルファイナンス～」』 

開催日時  2021 年 8 月 26 日（木）13:30～16:30 

講師    岡谷 茂樹、佐伯 優仁 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『データセンターに対する不動産投資実務～DD・契約実務を中心 

に解説～』 

開催日時  2021 年 8 月 27 日（金）13:30～16:30 

講師    蓮本 哲 

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     『新・会社法実務問題シリーズ/4 株主総会の準備事務と議事運営 

 （第 5 版）』（2021 年 6 月刊） 

  
出版社   株式会社中央経済社 

著者    宮谷 隆、奥山 健志（共著） 

 

 本     『2021 年版 年間労働判例命令要旨集』（2021 年 6 月刊） 

  
出版社   株式会社労務行政 

著者    五十嵐 充、芝村 佳奈、澤 和樹、原田 昂、平岡 優、山岡 孝太、 

 湯浅 哲、稲津 康太、奥田 敦貴、竹内 星七、宮本 雄太、 

 渡邉 悠介（共著） 



 
 

   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. 

17 
 

 本     『退職・再雇用・定年延長［初版］』（2021 年 6 月刊） 

  
出版社   株式会社労務行政 

著者    安倍 嘉一、宇賀神 崇、岡野 貴明、塚田 智宏、渡邉 悠介、関 志

保（共著） 

 

 本     『新・会社法実務問題シリーズ/5 機関設計・取締役・取締役会 

 （第 2 版）』（2021 年 7 月刊） 

  
出版社   株式会社中央経済社 

著者    渡辺 邦広、邉 英基 

 

 本     『法律実務のためのデジタル・フォレンジックとサイバーセキュリ 

 ティ』（2021 年 8 月刊） 

  
出版社   株式会社商事法務 

著者    蔦 大輔 

 

 論文    「コーポレートガバナンス・コードの改訂を踏まえた「コーポレー 

 ト・ガバナンスに関する報告書」の作成上の留意点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2268 

著者    芳川 雄磨 

 

 論文    「近時における公開買付けの新潮流(1) 親会社等による上場子会社 

 等の株式の売却事例の分析－自己株式取得・特別配当を用いる事例 

 を中心に－」 

掲載誌   資料版商事法務 No.447 

著者    内田 修平、坂㞍 健輔、増野 駿太、倉地 祐輔、松尾 博美 
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 論文    「不正・不祥事事案の再発防止策の類型化と分析 第 12 回・完 

 人材の育成および配置」 

掲載誌   資料版商事法務 No.447 

著者    山内 洋嗣、河西 和佳子 

 

 論文    「Q&A 金融サービス仲介業の制度と実務 〈第 6 回〉 監督規制、 

 行政処分、認定金融サービス仲介業協会、指定紛争解決機関（金融 

 ADR）、他の法令への影響に関する規定等」 

掲載誌   金融法務事情 No.2165 

著者    小田 大輔、渡辺 真菜、宮本 雄太（共著） 

 

 論文    「恒久的施設の意義」 

掲載誌   別冊ジュリスト租税判例百選[第 7 版] No.253 

著者    小山 浩 

 

 論文    「雑所得と損益通算の可否」 

掲載誌   別冊ジュリスト租税判例百選[第 7 版] No. 253 

著者    大石 篤史 

 

 論文    「インサイダー取引に関する留意点 ～ 新の動向を踏まえて～」 

掲載誌   月刊監査役 No.723 

著者    宮田 俊 

 

 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 14 回 法的に保護される個人の情報について」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 7 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 

 

 論文    「システムエンジニア（SE）への専門業務型裁量労働制の導入要 

 件と留意事項」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    上村 哲史、南谷 健太 

 

 論文    「バーチャル株主総会」 

掲載誌   月刊登記情報 716 号 

著者    白岩 直樹（共著） 
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 論文    「いわゆる「ターゲットダンピング」について～WTO 協定解釈の 

 到達点と限界～」 

掲載誌   RIETI Discussion Paper Series 21-J-034 

著者    宮岡 邦生 

 

 論文    「対談「薬局に求められる法令遵守体制」 法令遵守を重視する企 

 業風土の醸成が「一丁目一番地」」 

掲載誌   日本保険薬局協会会報誌「NPhA」 Vol.67 2021 Summer Issue 

著者    堀尾 貴将 

 

 論文    「製薬企業に求められる法令遵守体制」 

掲載誌   関西医薬品協会 会報 令和 3 年 6 月・第 869 号 

著者    堀尾 貴将 

 

 論文    「通商法の「 高裁」での 3 年間～国際法分野で法の支配を実現す 

 る醍醐味～」 

掲載誌   自由と正義 Vol.72 No.7 

著者    宮岡 邦生 

 

 論文    「Q&A人事担当者が知っておきたい フリーランスガイドライン」 

掲載誌   労務事情 2021 年 6 月 15 日号 

著者    荒井 太一、森田 茉莉子、上田 雅大 

 

 論文    「弁護士が精選！重要労働判例 - 第 282 回  国・中労委（学校法 

 人神奈川歯科大学）（休職中の労働者に対する復職拒否）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    澤 和樹 

 

 論文    「The challenges of standardising green bonds in Japan」 

掲載誌   IFLR 

著者    田井中 克之、宮田 俊、水本 真矢（共著） 

 

 論文    「The Legal 500: Litigation 4th Edition Country Comparative Guide  

 – Japan Chapter」 

掲載誌   The Legal 500: Litigation 4th Edition Country Comparative Guide 

著者    大野 志保、金丸 祐子、桑原 周太郎、田中 遼太郎 
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 論文    「Getting The Deal Through - Loans & Secured Financing 2022 –  

 Japan Chapter」 

掲載誌   Getting The Deal Through - Loans & Secured Financing 2022 

著者    青山 大樹、松田 悠希（共著） 

 

 論文    「Getting the Deal Through - Healthcare M&A 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Healthcare M&A 2021 

著者    末岡 晶子、浦岡 洋、徳田 安崇（共著） 

 

 論文    「Global rules on foreign direct investment - Japan Chapter」 

掲載誌   Global rules on foreign direct investment 

著者    佐藤 典仁、立川 聡（共著） 

 

 論文    「Global Legal Insights - Merger Control 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Merger Control 2021 10th Edition 

著者    藤田 知也、末正 拓（共著） 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Data Protection 2021  

 - Thailand Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Data Protection 2021 

著者    岡田 淳、プラーナット・ラオハパイロート 

 

 論文    「Global Legal Insights - Mergers & Acquisitions 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Mergers & Acquisitions 2021 

著者    東 陽介、近澤 諒（共著） 

 

 論文    「The Lending and Secured Finance Review 7th Edition 

  - Japan Chapter」 

掲載誌   The Lending and Secured Finance Review 7th Edition 

著者    青山 大樹、松田 悠希（共著） 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guide for Alternative Energy & Power  

 2021 - Japan Trends and Developments」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guide for Alternative Energy & Power 2021 

著者    小林 卓泰、岡谷 茂樹、村上 祐亮、野間 裕亘（共著） 
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 論文    「The International Investigations Review - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Investigations Review 11th Edition 

著者    藤津 康彦、塚田 智宏 

 

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

 【重要】当事務所または当事務所の弁護士・スタッフ名を騙った詐欺にご注意く

ださい 

当事務所名を騙り、権利侵害に係る通知文書を送っている事例が確認されました。

当事務所は、このような事件には一切関係がございません。 

当事務所または当事務所の弁護士・スタッフ名を名乗る者からのお心当たりのな

い連絡を受けた場合は、すぐには応じず、相手の身元を十分にご確認ください。

また、併せて下記連絡先までお知らせくださいますようお願い申し上げます。 

森・濱田松本法律事務所 

Tel: 03-5220-1800（総合案内）（9 時 00 分～17 時 00 分） 

E-mail: mhm_info@mhm-global.com 

 

 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 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

・Capital markets : Structured finance and securitisation 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 3 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

 

 田井中 克之 弁護士が IFLR Asia Future Leaders 2021 に選出されました 

International Financial Law Review （IFLR）による IFLR Asia Future Leaders 

2021 において、当事務所の田井中 克之 弁護士が日本のキャピタルマーケッツ

（Debt）の分野を代表する 1 人に選出されました。 

詳細は IFLR のウェブサイトに掲載されております。 
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 Chambers High Net Worth 2021 にて高い評価を得ました 

Chambers High Net Worth 2021 において、当事務所は日本における Private 

Wealth Law の分野で Band 1 にランクインし、大石篤史弁護士と酒井真弁護士が

高い評価を得ました。 

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

・Private Wealth Law (Band 1) 

 

弁護士 

JAPAN 

・Private Wealth Law 

大石 篤史 (Band 1) 

酒井 真 (Band 1) 

 

 井村 俊介 弁護士が入所しました 

（井村 俊介 弁護士からのご挨拶） 

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、森・濱田松本法律事務所にて執務させていただくことになりました、井

村 俊介と申します。 

2012 年に弁護士登録をして以来、曾我法律事務所にて、中国を中心とするクロ

スボーダー取引、M&A、訴訟・紛争解決、労務、危機管理、通商法、キャピタル・

マーケッツ等の案件を取り扱い、研鑽を積んでまいりました。また、2019 年に

は米国のコロンビア大学に留学し、卒業後は Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 法

律事務所のニューヨークオフィスにおいて執務を行い、現地子会社の契約及び会

社運営の実務について知見を深めてまいりました。 

今後は、森・濱田松本法律事務所の一員として、これまでの経験を活かすととも

に、より専門性を深め、クライアントの皆様のお役に立てるよう、 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。 
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 当事務所の弁護士が諸外国の近年の競争政策の動向収集及び今後の競争環境整

備に向けた比較分析に協力した経済産業省委託調査「令和 2 年度産業経済研究委

託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（近年の競争環境・競

争政策等の動向に関する調査）報告書（受託者：株式会社三菱総合研究所）が公

表されました 

当事務所の弁護士（高宮 雄介、後潟 伸吾、上田 優介）が、サステナビリティ

と競争政策、デジタルカルテルと競争政策、パーソナライズド・プライシングと

競争政策に関して、諸外国の近年の競争政策の動向収集及び今後の競争環境整備

に向けた比較分析に協力した経済産業省委託調査「令和 2 年度産業経済研究委託

事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（近年の競争環境・競争

政策等の動向に関する調査）報告書（受託者：株式会社三菱総合研究所）が公表

されました。 

 

 内田 貴 弁護士が文部科学省 原子力損害賠償紛争審査会 会長に就任しました 

 

 野村 修也 弁護士が文部科学省・学校法人ガバナンス改革会議委員に就任しまし

た 

 

 岡田 淳 弁護士が特許庁 工業所有権審議会 試験委員に就任しました 

 

 飯島 隆博 弁護士が慶應義塾大学法学研究科宇宙法研究センター・宇宙航空研究

開発機構（JAXA）「2021 年度 宇宙活動を規律する国際法規範の在り方に関す

る研究会」オブザーバーに就任しました 

 

 飯島 隆博 弁護士が慶應義塾大学法学研究科宇宙法研究センター・宇宙航空研究

開発機構（JAXA）「2021 年度 先端的な宇宙活動に関する法的課題研究会」メ

ンバーに就任しました 

 

（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 


