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1. はじめに

2. 知的財産法：文化庁・総務省「放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用

に関するガイドライン」を公表

3. 競争法／独禁法：経産省、標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方

に関する研究会の中間整理報告書を公表

4. エネルギー・インフラ：風力発電に係る法アセスの規模要件の改正に関するパ

ブリックコメントの開始

5. 労働法：過労死認定基準及び過労死等防止対策大綱の見直しについて

6. 会社法：東証、上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・

報酬委員会の設置状況を公表

7. 危機管理：「公益通報者保護法第 11 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき事業者

がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」

の公表

8. 一般民事・債権管理：「民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する追加試案」

に関する意見募集

9. M&A：中小企業庁、M&A 支援機関に係る登録制度を創設

10. キャピタル・マーケッツ：証券監視委、令和 3 年度版開示検査事例集を公表

11. 税務：経産省、「デジタル経済下における国際課税研究会」中間報告書を公表

12. 中国・アジア（中国）：「個人情報保護法」の公布

13. 新興国（ロシア）：外国 IT 企業の拠点設立義務等に関する規制

14. 国際訴訟・仲裁：日本商事仲裁協会（JCAA）仲裁規則の改正等について

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 9 月号（Vol.93）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：文化庁・総務省「放送同時配信等の許諾の推定規定の解

釈・運用に関するガイドライン」を公表 

本年 8 月 25 日、文化庁著作権課及び総務省情報通信作品振興課は「放送同時配信等

の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」（「本ガイドライン」）を策定し

て、公表しました。
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令和 3 年著作権法改正法では、著作権法 63 条 5 項として、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、放送に加えてインター

ネット同時配信等での利用も許諾したと推定する規定（「許諾推定規定」）が新設されま

した。許諾推定規定により、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一方で、権利者からは、当該規定に

より不利な条件での契約を強いられるのではないかとの懸念が示されております。その

ため、本ガイドラインは、その運用に当たって、権利者の懸念を払拭しつつ、放送事業

者が著作物等を安定的に利用することを可能とし、視聴者の利便性に資するよう、許諾

推定規定についての解釈・運用の指針を示すことを目的として策定されました。

本ガイドラインでは、許諾推定規定の運用に際して、放送事業者と権利者側の留意事

項に分けて整理がなされております。

このうち、(1)放送事業者側に求められる条件・留意事項としては、法令上のルールの

ほか、「利用の許諾の際に放送のみを行う（放送同時配信等を実施しない）旨を明示し

ていないこと。なお、単に放送を行う旨を伝えただけでは、放送のみを行う（放送同時

配信等を実施しない）旨を明示したことに当たらないこと。」という解釈上のルールが

挙げられております。

(2)権利者側に求められる条件・留意事項としては、「別段の意思表示」に関して、法

令上のルールのほか、「書面で契約を行う場合、「別段の意思表示」も書面で行うこと。

仮に、書面によらない契約を行う場合でも、事後的なトラブルを回避する観点から「別

段の意思表示」の内容を明確に記録に残したうえで当事者で共有することが望ましいこ

と。」という運用上のルールや「「別段の意思表示」は、放送同時配信等を拒否する旨の

意思表示のほか、放送同時配信等を行うに当たっての条件等を伝える意思表示が含まれ

ること。」という解釈上のルールが挙げられております。

放送事業者及び権利者のいずれの立場からも本ガイドラインを踏まえた権利処理を

行う必要があり、その内容には留意する必要があります。

＜参考資料＞

「放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドラインの公表について」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/kyodaku/93341101.html 

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：経産省、標準必須特許のライセンスを巡る取引環境

の在り方に関する研究会の中間整理報告書を公表

2021 年 7 月 26 日、経産省は、標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に

関する研究会（「本研究会」）の中間整理報告書（「本報告書」）を公表しました。

標準必須特許（「SEP」）1のライセンスに関しては、近年、経産省や特許庁が様々な

検討を重ね、その成果を公表してきましたが、IoT の進展等により、エレクトロニクス

業界の枠を超えた異業種間のライセンスを含めて SEP のライセンス取引が今後一層増

加すると見込まれます。本研究会は、このような状況の下、SEP の円滑なライセンス交

渉の方法及び同交渉にかかる紛争の解決手段を日本法の枠組みの中で検討することを

目的として開催され、本報告書はその中間整理として公表されました。本報告書の概要

は、以下のとおりです。

(1) 交渉過程に関する当事者間での情報提供等のルールの必要性の有無等

SEP の利用の可否や利用条件は市場における競争を大きく左右し得るため、公正取引

委員会は 2016 年に「知的財産権の利用に関する独占禁止法上の指針」を一部改定し、

FRAND 宣言2された標準必須特許の権利者が、FRAND 条件でライセンスを受ける意思

を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起すること等が独禁法

上問題となり得ることを明記しています。また、こうした行為は、特許法の目的である

産業の発展を阻害し得るため、裁判例上、権利の濫用として制限されることもあります。

いずれの場合においても、SEP のライセンスについて当事者間で誠実な交渉が行われた

か否かが重要な判断要素となります。

本報告書では、ライセンシー側のサプライチェーンにおける交渉主体、ライセンス条

件、誠実な交渉態度等、ライセンス交渉過程における主要な論点について、実効性や透

明性・予見可能性のあるルールづくりに向けて詳細に検討されています。

(2) パテントプールに関連する行為の独禁法上の問題点

本報告書では、SEP のパテントプールの形成やパテントプールを通じたライセンスに

ついて、独禁法上問題となり得る行為とその評価を下表のように整理しています。

No 行為態様
○：独禁法上問題なし

×：独禁法上問題となる可能性あり

1 
パテントプールを必須特許のみで構成する

こと
○

2 
パテントプールを必須特許以外の特許も含

む形で構成すること

△

（独禁法上問題となるかは総合判

断）

3 特定の規格策定時に、パテントプールを通じ ○

1 本報告書では、「標準規格で規定された機能等を実現する上で必須となる特許」と定義されている。 
2 標準化機関に対し、公正、妥当かつ無差別な（FRAND）条件でライセンスする用意がある意思を文書

で明らかにすること。
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No 行為態様
○：独禁法上問題なし

×：独禁法上問題となる可能性あり

てライセンスすることを事前に取り決める

こと

（但し、対象が必須特許に限られ、

他に当該特許の自由な利用が妨げら

れないことが前提）

4 
パテントプールを通す以外の方法でのライ

センスを認めないこと
×

5 

パテントプールに集まる情報を、製品の生

産・販売数量・価格等について相互に制限を

課すために用いること

×

6 
合理的理由のない差別的なライセンス条件

の設定

×

（競争に直接かつ重大な影響を及ぼ

す場合）

7 
ライセンス実施者が規格技術等の研究開発

を行うことの制限
×

8 

ライセンス実施者が行う規格技術の改良・応

用の成果をプールに加えるように義務付け

ること

×3 

9 

ライセンス実施者が特許の有効性を争う場

合にはプール参加者が共同で契約を解除す

る旨を取り決める

×4 

10 
ライセンス実施者が自らの特許等について

権利行使を行わないよう義務付けること
×5 

(3) SEP に関する共同交渉における独禁法上の論点

複数のライセンシー側企業が共同して SEP のライセンスについて交渉することに関

し、本報告書は、独禁法上の論点とそれに対する評価を下表のように整理しています。 

No 行為態様 独禁法上の評価

1 

複数の実施者が権利者から

SEP ライセンスを受ける際

に共同交渉をすること

共同交渉した実施者らのSEPライセンスのシェアは

高まるが、ライセンスを受けないという選択肢がな

い以上、市場シェアにかかわらず、市場支配力は生

じないのではないかと思われる。しかし、共同交渉

に参加していない実施者を排除しないよう、共同交

渉への合理的な参加条件の設定や個別交渉の自由の

3 但し、当該成果が SEP となる場合に限ってプールのライセンスを義務付けることは、通常独禁法条問

題とならない。
4 但し、無効審判請求をされた権利者のみが契約を解除することは、通常、独禁法上問題とならない。 
5 但し、SEP である場合に限って、プールへのライセンスを義務付けることは、通常、独禁法上問題と

ならない。
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No 行為態様 独禁法上の評価 

確保が必要 

2 

SEP ライセンスについてラ

イセンス料相当額の販売価

格の共通化が生じること 

製品価格に占めるライセンス料の割合が小さけれ

ば、競争に与える影響は小さいと思われる。しかし、

実施者間での製品価格などの共有に繋がる情報の遮

断措置が必要 

3 

複数の企業が特許庁に対し

共同で必須性判定の請求を

すること 

市場支配力の発生に繋がらないこと及び重要な競争

手段に係る意思決定の一体化ではないと考えられる

こと等から、価格情報など競争上重要な情報の共有

が行われないのであれば、協調的な行動に繋がる可

能性も低く、独禁法上の懸念は小さいのではないか

と思われる 

 

今後、経産省では、本報告書を踏まえ、具体的なルールづくりに向けた検討が進めら

れると思われます。本研究会では、独禁法や権利濫用といった事後規制の枠組みに加え、

事前規制の可能性についても検討が行われていたところであり、今後のルールづくりに

向けた動きは、日本におけるSEPのライセンス実務への影響も大きいと思われるため、

SEP の権利者・実施者ともに引き続き注視が必要といえます。 

 

 
 

4. エネルギー・インフラ：風力発電に係る法アセスの規模要件の改正に

関するパブリックコメントの開始 

 

2021 年 8 月 13 日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令（「本政令」）に関す

るパブコメ手続が開始されました6。本政令は、「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」が同年 3 月に取りまとめた報告書7を受け、

風力発電所に係る環境影響評価法による環境アセスメント（「法アセス」）の規模要件を

引き上げる改正を行うものとなります。 

 
6 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195210015&Mo
de=0 
7 当該報告書の概要については、Client Alert 2021 年 4 月号（Vol.88）をご参照ください。 

パートナー 宇都宮 秀樹 

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

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 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195210015&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195210015&Mode=0
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047820/20210405-013436.pdf
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(1) 規模要件の引き上げ 

公表された概要資料によれば、本政令では、風力発電所に係る法アセスの第一種

事業・第二種事業の各規模要件を以下のとおり改正することとされています。 

 現行 改正後 

第一種事業 1 万 kW 以上 5 万 kW 以上 

第二種事業 7,500kW 以上 

1 万 kW 未満 

3 万 7,500kW 以上 

5 万 kW 未満 

(2) 施行日と経過措置 

公表された概要資料によれば、本政令は 2021 年 10 月 31 日施行予定とされてい

ます。もっとも、環境アセスメント制度は環境影響評価法と環境影響評価条例が一

体となって形成・運用されており、法の規模要件の引き上げを踏まえ、地域の特性

に応じて条例による適切な手当が講じられることが期待されることから、本政令の

施行日から 2022 年 9 月 30 日までの期間を条例整備までの「移行期間」と位置づ

け、以下の経過措置を設けることとされています。 

① 施行日前に法アセス手続を開始済みの事業（7,500kW 以上 5 万 kW 未満） 

当該事業が新たに条例による環境アセスメント（「条例アセス」）の対象とな

ると、条例アセス手続を最初からやり直す必要が生じ、事業計画の手戻りが

生じることから、施行日以後も改正前の法令を適用し、引き続き法アセス手

続を実施することとされています。 

② 施行日前に法アセス手続を開始していない事業（7,500kW 以上 3 万 7,500kW

未満）であって、移行期間中に着工する場合 

当該事業については、適切な条例の手当が整備される前に着工されることに

より地域における環境保全上の支障が生じるおそれ等が懸念されることから、

以下の対応を要するものとされています。 

(i) 所定の事項を経済産業大臣に届け出て、法アセス手続の要否につき、都

道府県知事の意見を踏まえた経済産業大臣の判定を受けなければならな

い（義務）。※かかる判定を受けずに、経済産業大臣に通知して法アセス

手続を開始することも可能。 

(ii) 法アセスが必要との判定結果を受けた場合（又は※の通知を行った場合）、

法アセスの対象事業とみなして環境影響評価法及び電気事業法を適用

（方法書以降の法アセス手続を行うこととなる。）。 

③ 施行日前に法アセス手続を開始していない事業（7,500kW 以上 3 万 7,500kW

未満）であって、移行期間後に着工する場合 

当該事業については、条例アセスが不要なものとして事業準備が進められて

いる場合は、新たに条例アセスの対象となった時点において同手続を開始す

る必要が生じ、事業計画の手戻りが生じることから、以下の対応とされてい

ます。 
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(i) 所定の事項を経済産業大臣に届け出て、法アセス手続の要否につき、都

道府県知事の意見を踏まえた経済産業大臣の判定を受けることができる

（任意）。※かかる判定を受けずに、経済産業大臣に通知して法アセス手

続を開始することも可能。 

(ii) 法アセスが必要との判定結果を受けた場合（又は※の通知を行った場合）、

法アセスの対象事業とみなして環境影響評価法及び電気事業法を適用

（方法書以降の法アセス手続を行うこととなる。）。 

本政令については、上記(1)の規模要件の引き上げ自体は従前から議論されてきた内容

であるものの、上記(2)の施行日や経過措置の具体的な案は今般初めて正式に公表された

ものとなります。今後着工を予定する該当規模の案件にとっては、今後の開発スケ

ジュール等に直結する重要な問題と考えられますので、関係する事業者においては、内

容を検討の上、対応を行っていくことが必要です。 

 

 
 

5. 労働法：過労死認定基準及び過労死等防止対策大綱の見直しについて 

 

2021 年 7 月 16 日、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会（「本検討会」）

により、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等（「脳・心臓

疾患」）についての労災認定の基礎となる「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起

因するものを除く。）の認定基準」（「過労死認定基準」）に関する報告書（「本報告書」）

が公表されました。本検討会は、過労死認定基準の改正から約 20 年が経過する中で、

働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、過労死認定基準について、最

新の医学的知見を踏まえた検証を行うことを目的として 2020 年 6 月頃から全 13 回に

わたって開催されました。 

過労死認定基準では、「発症前 1 ヶ月間に 100 時間」、「2～6 ヶ月平均で月 80 時間」

といういわゆる過労死ラインが主要な判断基準となっておりましたが、本報告書では、

過労死ラインに達しない場合であってもこれに近い時間外労働があり、労働時間以外の

「業務の負荷要因」が認められる場合（「業務の負荷要因」としては、インターバルが

短い勤務や身体的負担を伴う業務等が挙げられます。）は、過労死ラインに達した場合

と同等に労災認定されることが適当である旨記載されております。 

厚生労働省は、本報告書が公表された 2021 年 7 月 16 日、本報告書を受け、速やか

に過労死認定基準を改正し、業務により脳・心臓疾患を発症された方に対して、適正な
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労働補償を行う旨公表しておりますので、過労死認定基準の変更について、今後も注視

する必要があります。 

また、2021 年 7 月 30 日、過労死等の防止のための対策を定めた「過労死等の防止の

ための対策に関する大綱」（「過労死等防止対策大綱」）の変更が閣議決定され、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の

取組を進めることや新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについ

て、ガイドラインの周知等により、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと等

が過労死等防止対策大綱に規定されることになりました。 

上記の過労死認定基準や過労死等防止対策大綱の変更により、過労死等に関するルー

ルが変わることになりますので、事業者としては変更後のルールにも対応できるような

労働環境を整える必要があります。 

 

 

 

6. 会社法：東証、上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指

名委員会・報酬委員会の設置状況を公表 

 

2021 年 8 月 2 日、東証は、独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・報酬委員会

の設置状況に係る集計（「本集計」）を公表しました。本集計は、2021 年 7 月 14 日まで

に上場会社が提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書に基づくものです。 

1. 独立社外取締役の選任状況について 

市場第一部上場会社における 2 名以上の独立社外取締役を選任する会社の比率は

97.0%、独立社外取締役が全取締役の 3 分の 1 以上を占める会社の比率は、前年

より 14 ポイント程度上昇し 70%を超えました。一方、独立社外取締役が過半数

を占める会社の比率は、依然として 7%程度の低い水準に留まります。2021 年 6

月に公表された改訂版コーポレートガバナンス・コード（「改訂コード」）におい

て、プライム市場上場会社は、少なくとも 3 分の 1 以上（その他の上場会社は 2

名以上）の独立社外取締役を選任すべきとされた（改訂コード原則 4-8 第 1 文）

とおり、市場第一部上場会社では、独立社外取締役の選任が相当程度進んでいる

ものと思われます。もっとも、改訂コードでは、過半数の独立社外取締役を選任

することが必要と考えるプライム市場上場会社（その他の上場会社においては少

なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える会社）は、

十分な人数の独立社外取締役を選任すべきとされましたが（改訂コード原則 4-8
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第 2 文）、この点を踏まえた対応は必ずしもはかばかしくないように思われます。

併せて改訂された、投資家と企業の対話ガイドライン（「改訂対話ガイドライン」）

では、「必要な資質を有する独立社外取締役が、十分な人数選任されているか。」

との点に加えて、「必要に応じて独立社外取締役を取締役会議長に選任することな

ども含め、取締役会が経営に対する監督の実効性を確保しているか。」についての

対話が期待されています（改訂対話ガイドライン 3-8）。各社においては、改訂対

話ガイドラインが示すこれらの点について投資家との対話を進めるとともに、自

社の独立社外取締役の選任方針について、検討を深める必要があります。 

2. 指名委員会・報酬委員会の設置状況について 

市場第一部上場会社における指名委員会（法定又は任意）を設置する会社の比率、

及び報酬委員会（法定又は任意）を設置する会社の比率は、いずれも 65%を超え

ました。また、社外取締役が任意の委員会の過半数を占める会社の比率は、指名

委員会、報酬委員会のいずれも 70%を超えました。一方で、任意の委員会の委員

長が社外取締役である会社の比率は、指名委員会、報酬委員会のいずれも半数程

度に留まりました。改訂コードでは、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プライム市場上場

会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることが基本とされま

したが（補充原則 4-10①）、パブリックコメントでは、例えば、各委員会の構成

員について、社外取締役と社内取締役が半数ずつだとしても、各委員会の委員長

が社外取締役の場合には、コンプライと扱う余地があると説明されています。特

に、市場再編後のプライム市場への申請を検討している各社は、独立社外取締役

の選任状況に加え、各委員会の構成や委員長の属性についても、検討を深める必

要があります。 

 

現在、市場再編後の上場市場の判定が進められていますが、各社は、市場再編後に自

社が所属する新市場区分も見通しながら、独立社外取締役の選任状況や指名委員会及び

報酬委員会の設置状況等について、検討を行うことが求められます。 

 

＜参考資料＞ 

東証：「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・報酬委員会の設

置状況」（2021 年 8 月 2 日） 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210802-01.html 

東証：「改訂コーポレートガバナンス・コードの公表」（2021 年 6 月 11 日） 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html 
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7. 危機管理：「公益通報者保護法第 11 条第 1 項及び第 2 項の規定に基

づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効

な実施を図るために必要な指針」の公表 

 

2021 年 8 月 20 日、消費者庁は、「公益通報者保護法第 11 条第 1 項及び第 2 項の規

定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要

な指針」を公表しました。 

同指針は、2020 年 6 月 12 日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律に

よる改正後の公益通報者保護法（「新法」）11 条 1 項に規定する公益通報対応業務従事

者（「従事者」）の定め及び同条 2 項に規定する内部公益通報対応体制の整備等に関し、

同条 4 項に基づいて定める指針です。 

本指針において規定されている事項のうち、主なものは以下のとおりです。 

I 従事者の定め（新法 11 条 1 項関係） 

事業者は、「内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益

通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事

項を伝達される者」を、従事者として定める必要があります。また、事業者は、従

事者を定める際には、書面により指定をする等、従事者の地位に就くことが従事者

となる者自身に明らかとなる方法により定める必要があります。 

II 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置（新法 11 条 2 項関係） 

1 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備（本指針 4 条 1 項） 

事業者は、内部公益通報受付窓口を設置し、内部公益通報の調査・是正措置をとる

部署及び責任者を明確に定める必要があります。また、組織の長その他幹部に関係

する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる必要がありま

す。 

事業者は、内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由が

ある場合を除いて、必要な調査を実施する必要があり、法令違反行為が明らかになっ

た場合の是正措置及び事後の是正措置の状況確認等を行う必要があります。加えて、

公益通報対応業務において、関係者の関与を排除し、利益相反の排除措置を講じる

必要があります。 

2 公益通報者を保護する体制の整備（本指針 4 条 2 項） 

① 不利益な取扱いの防止に関する措置 
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事業者は、公益通報者への不利益な取扱いの防止措置をとるとともに、公益通

報者の不利益な取扱いの有無を把握する措置や適切な救済・回復の措置、不利

益な取扱いを行った者に対する懲戒処分等の適切な措置をとる必要があります。 

② 範囲外共有等の防止に関する措置 

事業者は、公益通報者を特定させる事項の必要最低限の範囲を超える共有や通

報者の探索について、防止措置とともに、適切な救済・回復の措置、これらの

行為を行った者に対する懲戒処分等の適切な措置をとる必要があります。 

3 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置（本指針 4 条 3 項） 

事業者は、内部公益通報対応体制等について、役職員及び退職者に対して教育・周

知し、同体制の仕組み等に関する質問・相談に対応する必要があります。また、事

業者は、書面により内部公益通報を受けた場合、是正措置をとったときはその旨を、

また、通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘

密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、内部公益通報

を行った者に通知する必要があります。加えて、事業者は、内部通報や内部通報対

応体制等に関して、記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への

開示に関する措置をとり、また、本指針で求められる事項に関する内部規程を策定

し、かかる規程に基づき運用する必要もあります。 

 

また、消費者庁は、本指針に対するパブリックコメントに対する回答も公表しました。

同回答では、以下の考え方が示されています。 

(i) 公益通報者を特定させる事項は、公益通報をした人物が誰であるか認識することが

できる事項をいい、公益通報者の氏名、社員番号等のように当該人物に固有の事項

を伝達される場合が典型例ではあるが、性別等の一般的な属性であっても、当該属

性と他の事項とを照合されることにより、排他的に特定の人物が公益通報者である

と判断できる場合には、公益通報者を特定させる事項に該当します。 

(ii) 子会社や関連会社において、企業グループ共通の窓口を自社の内部公益通報受付窓

口とするためには、その旨を子会社や関連会社自身の内部規程等においてあらかじ

め定める必要があり、また、当該窓口を経由した公益通報対応業務に関する子会社

や関連会社の責任者を、子会社や関連会社自身において明確に定める必要がありま

す。 

 

消費者庁は、本指針の公表に際して、新法は 2022 年 6 月までに施行されると公表し

ております。また、消費者庁は、本指針の解説も公表する予定です。事業者においては、

本指針に加えて、同指針の解説に係る動向についても注視した上で、新法に基づく体制

の整備等を進める必要があります。 

 



 
 

   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. 

12 
 

 
 

8. 一般民事・債権管理：「民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する追

加試案」に関する意見募集 

 

法制審議会民事訴訟法（IT 化関係）部会は、2021 年 8 月 10 日、「民事訴訟法（IT 化

関係）等の改正に関する追加試案」（「本追加試案」）及び「民事訴訟法（IT 化関係）等

の改正に関する追加試案の補足説明」を公表し、意見募集手続を開始いたしました。 

本追加試案は、2021 年 2 月 19 日に取りまとめられた「民事訴訟法（IT 化関係）等

の改正に関する中間試案」（「中間試案」）において、訴訟記録中の犯罪等の被害者の情

報が記載された部分について、一定の範囲で、第三者のみならず相手方にも閲覧するこ

とができないようにする規律を設ける考え方が示されたことを受けて、被害者の氏名等

を相手方に秘匿することができる民事訴訟制度について、改めて意見募集の手続に付し

た上で審議を行うのが相当であるとされたため、2021 年 7 月 30 日に取りまとめられた

ものです（中間試案の概要については、Client Alert 2021 年 4 月号（Vol.88）もご参照

ください。）。 

現行法上、訴状には、原告及びその法定代理人を記載しなければならないものとされ

ており（民事訴訟法 133 条 2 項 1 号）、具体的には、通常、原告及びその法定代理人の

氏名又は名称及び住所が記載されることになります（民事訴訟規則 2 条参照）。そのた

め、例えば、犯罪等の被害者が加害者に氏名や住所を知られることをおそれ、加害者に

対して損害賠償を請求する訴えを提起することをためらうことがあるとの指摘があり

ました。本追加試案では、原告又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を

生ずるおそれがあることの疎明がある場合には、原告の申立てにより、裁判所の決定で、

原告又はその法定代理人を原告以外の者には秘匿措置をとることができる旨の規律の

創設を提案するものです。本追加試案では、同様の趣旨で、送達場所等、調査嘱託、証

人尋問の申出及び判決書における秘匿措置も提案されています。 

本追加試案で提示された案が実現された場合、犯罪等の被害者のプライバシー保護の

観点が民事訴訟の実務に取り入れられることになります。中間試案及び追加試案に関す

る議論の状況も含めて、民事裁判手続の改正（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。 
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9. M&A：中小企業庁、M&A 支援機関に係る登録制度を創設 

 

中小企業庁は、2021 年 8 月 2 日、M&A 支援機関のうち FA 業務又は仲介業務を行う

者を対象とする登録制度を創設する旨を公表し、8 月 24 日、登録申請受付を開始しま

した。 

中小企業庁による M&A 支援機関の活用に係る費用の補助は、あらかじめ登録された

M&A 支援機関の提供する支援に係るもののみが対象となります。 

登録要件としては、中小 M&A ガイドラインの遵守を宣言すること、FA・仲介業者に

おいて定める料金表（料金を定めた規程類等）を提出すること等が定められています。

また、登録後の M&A 支援機関は、自社の HP で中小 M&A ガイドラインを遵守している

ことについての宣言を掲載する等、一定の対応をとらなければならないこととされてい

ます。なお、登録 FA・仲介業者は中小企業庁の HP で公表されます。 

登録制度により、中小企業の M&A がより一層促進されることが期待されます。 

 

 

10. キャピタル・マーケッツ：証券監視委、令和 3 年度版開示検査事例

集を公表 

 

2021 年 7 月 30 日、証券取引等監視委員会は、令和 3 年度版の開示検査事例集を公表

しました（「本事例集」。本事例集は、証券取引等監視委員会による開示検査の最近の取

組みや開示検査によって判明した開示規制違反の内容、その背景・原因及び是正策等の

概要を取りまとめたものです。）。 

本事例集では、令和 2 事務年度（令和 2 年 7 月～令和 3 年 6 月）においては、売上

原価の過少計上等の不正な会計処理による過大な当期純利益の計上、子会社の不正な会

計処理による有価証券報告書等についての虚偽記載等があったことが報告されていま

す。 
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これらの虚偽記載等の背景には、特定の経営陣・担当者への権限集中、内部統制・内

部監査の不備、コンプライアンス意識の欠如、子会社に対する監督機能の不備等がある

と分析されています。特に、近時、海外子会社を舞台にした会計不正が発覚しているこ

とから、親会社である上場会社の海外子会社に対する管理体制の甘さが指摘されており、

上場会社においては、改めて、当該管理の重要性について認識した上で、子会社に対す

る実効性のあるガバナンス体制を構築する必要があります。 

また、本事例集では、「関連当事者との取引に関する注記」の不記載の事例について

の報告もされています。当該事例では、関連当事者である取締役に対して会社が多額の

送金を行っていたにもかかわらず、当該送金について関連当事者の取引として連結財務

諸表に注記していなかったというものです。関連当事者取引については、常に上場会社

等と関連当事者が対等な立場で行われているとは限らず、また、上場会社等の財政状態

や経営成績に影響を及ぼしていることもあり得るため、投資家の投資判断に重要な影響

を及ぼすと考えられることから、その開示が求められています。上場会社の開示担当者

においては、かかる開示が求められている理由を十分に認識した上で、適正な財務報告

及び開示を行う必要があります。 

 

 
 

11. 税務：経産省、「デジタル経済下における国際課税研究会」中間報告

書を公表 

 

2021 年 8 月 19 日、経済産業省は、「デジタル経済下における国際課税研究会」での

議論を取りまとめた中間報告書を公表しました。 

まず、第 1 の柱（市場国への新たな課税権の配分）に関し、OECD では、デジタル経

済の発展に伴い、物理的拠点の有無によらず、市場国に新たな課税権を付与する仕組み

が議論されてきましたが、中間報告書では、デジタル経済下におけるその他の対処すべ

き課題についても言及しています。すなわち、我が国は、外国企業の日本子会社による

外国親会社への利子の支払及び当該支払の損金算入による課税ベースの浸食を防止す

るため、過少資本税制や過大支払利子税制を導入しています。他方で、デジタル経済に

おいては、データや無形資産に係るロイヤルティの親会社への支払が著しく大きくなっ

ていく可能性が高いことから、外国企業の日本子会社に対して、利子以外の損金算入支

払を制限する措置を検討することが望ましいとされています。 

また、第 2 の柱（世界最低税率課税）に関し、OECD では、軽課税国への利益移転の

防止等を目的に、各国がグループ企業の最終親会社に対して世界共通の最低限の税負担
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を課す制度について議論が進められてきました。しかし、かかる税制は、外国子会社の

外国での収益に対し追加的な課税を親会社に対して行う点において、既に我が国に導入

されている外国子会社合算税制と共通する部分も多いといえます。中間報告書では、両

税制の重複の回避や実務負担軽減の観点から、既存の外国子会社合算税制の簡素化が望

ましいとの見解が示されています。 

今後「デジタル経済下における国際課税研究会」においてどのような議論がなされ、

国内法にどのような影響を及ぼすのか、引き続き動向を注視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

「デジタル経済下における国際課税研究会」中間報告書（概要） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/international_taxation/pdf/20210819_1.pdf 

「デジタル経済下における国際課税研究会」中間報告書（本文） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/international_taxation/pdf/20210819_2.pdf 

 

 
 

12. 中国・アジア（中国）：「個人情報保護法」の公布 

 

2021 年 8 月 20 日、全国人民代表大会常務委員会は、個人情報保護分野の基本法とし

て「個人情報保護法」（「本法」）を公布しました。本法は、2021 年 11 月 1 日から施行

されます。これまで個人情報保護に関する規制は、2017 年から施行されているネット

ワーク安全法と、ガイドラインである個人情報安全規範に基づいて行われてきましたが、

本法によって、個人情報保護規制がより強化されることになります。 

本法は、中国国内における自然人の個人情報の取扱行為に適用されるとされています。

一方で、中国国外における中国国内の自然人の個人情報の取扱行為についても、その目

的が、(i)中国国内の自然人に対する製品又は役務の提供、又は(ii)中国国内の自然人の行

為の分析・評価である場合は本法を適用するという、域外適用に関する規定も設けられ

ています（3 条）。そして、本法が域外適用される中国国外の事業者に対しては、個人情

報保護に関する事務の処理のために、中国国内において専門機構の設置又は代表の指定

が義務付けられ、かつ当局に届出を行わなければならないとされている点に注意が必要

です（53 条）。 

また、本法では、個人情報の取扱いに関する基本規則を定めています。特に、個人情

報取扱者が個人情報を取り扱う前提条件として、個人の同意の取得以外に、個人の同意

の取得を必要としないその他の合法事由も定めています（13 条）。また、本法では、個
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人の同意に基づく個人情報の取扱いにおいて、同意は、個人が十分に事情を知ったうえ

で自らの意思により明確になさなければならないと規定し（14 条）、個人の同意撤回権、

個人情報取扱者の告知義務等が設けられています（15 条、17 条）。 

さらに、本法では、個人情報の越境提供の規則を定めており、個人情報取扱者は、業

務等の必要により、中国国外に個人情報を提供する必要が確実にある場合に備えていな

ければならない条件を定めています（38 条）。また、重要情報インフラの運営者及び個

人情報取扱量が国のネットワーク情報部門の定める数量に達している個人情報取扱者

は、中国国内において収集した個人情報及び生成される個人情報を、国内で保存しなけ

ればならず、国外に提供する必要が確実にある場合は、国のネットワーク情報部門が行

う安全評価に合格しなければならないとされています（40 条）。 

その他本法では、機微な個人情報の取扱い、国家機関による個人情報の取扱い、個人

情報取扱者の義務、及び本法に違反した場合の法律責任等についても規定しています。 

本法は、個人情報保護分野の基本法として原則的な規定も多く、詳細な解釈を要する

内容も複数あり、関連細則等の整備も想定されますので、関連法令の公布や今後の動向

を引き続き注目する必要があります。 

 

 

 

13. 新興国（ロシア）：外国 IT 企業の拠点設立義務等に関する規制 

 

2021 年 7 月 1 日、ロシア連邦法 236-FZ 号「ロシア連邦における情報通信ネットワー

ク『インターネット』分野における外国事業体の活動に関する連邦法」（「本法」）が成

立し、その一部が同日より施行されました。本法により、外国 IT 企業は、2022 年 1 月

以降はロシアに拠点を有する義務を負う等、新たな規制の対象となる可能性があります。 

本法は、①一日当たりのロシア人利用者の数が 50 万人を超える外国 IT 企業のうち、

ロシア語その他のロシア国民の言語により情報を発信し、ロシア人消費者を対象とする

広告を配信し、ロシア人利用者に関する情報を処理し、又はロシアの法人・個人から金

銭を受け取るもの、並びに②特にロシア人利用者に利用されるウェブサイトをホストす

るホスティングプロバイダー、ロシア人利用者向けの広告を配信するために設計された

ウェブサイトの管理者又はロシア人利用者を含む利用者間のメッセージの交換を提供

するウェブサイトの管理者である外国 IT企業のうち、ロシアのインターネット及びデー
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タプライバシー分野の規制当局である Roskomnadzor により指定を受けた企業に適用

されます。 

外国 IT 企業が上記要件を満たして本法の適用を受ける場合、当該企業は本法施行日

以降、ロシア人利用者向けのオンラインの問い合わせフォームを設け、Roskomnadzor

に国家機関との連絡用のアカウントを開設し、また Roskomnadzor が指定したユーザー

数の測定プログラムをインストールする必要があることに加え、2022 年 1 月以降には

ロシアに支店、駐在員事務所若しくは子会社を設立した上で、ロシアの個人及び法人と

の窓口対応を担わせ、ロシアの裁判所その他の公的機関において当該企業を代表させ、

ロシアの裁判所や自治体が行った決定を実行させ、違法な情報へのアクセスを防止する

等の対策を担わせる等の義務を負います。また、本法及び関連法令上の義務違反があっ

た場合は、当該外国 IT 企業の運営に係るウェブサイト等のブロッキングを含む、

Roskomnadzor の広範な裁量に基づく制裁を受ける可能性があります。 

本法については、適用の対象となる企業の範囲並びに実務上どのような制裁が課され

るかが現時点で必ずしも明確でないため、本法の実務上の運用等の今後の動向を注視す

る必要があります。 

 

 
 

14. 国際訴訟・仲裁：日本商事仲裁協会（JCAA）仲裁規則の改正等につ

いて 

 

日本商事仲裁協会（JCAA）は、(1)商事仲裁規則及びインタラクティブ仲裁規則の下

における迅速仲裁手続の適用対象事件を拡大するために紛争金額の上限を引き上げる

旨の改正、(2)仲裁人選任規則の新設、(3)管理料金規定の改正を行い、2021 年 7 月 1 日

に、これらを施行しました。これらの改正等の概要は、以下のとおりです。 

特に迅速仲裁手続に関する改正は、JCAA 仲裁を利用する企業にとって手続の選択肢

を広げるものであり、事案の性質等に応じて、より柔軟な手続の選択が可能となること

が期待されます。 

(1) 迅速仲裁手続の改正 

過去 10 年間に JCAA において終結した仲裁事件において、仲裁廷成立から仲裁判断

までの平均所要期間は約 12.8 ヶ月であり、迅速仲裁手続における平均所要期間は 3.5 ヶ

月とされています。但し、迅速仲裁手続は、旧規則下においては、原則として紛争金額
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が 5,000 万円未満の事件に適用されることとなっており、過去 10 年間の件数は 139 件

中 22 件とそれほど多くなく、JCAA における仲裁手続をさらに迅速化させることによ

り、企業にとっての利便性を高め、紛争解決コストを抑制することが求められていまし

た。そのため、今回の改正により、商事仲裁規則及びインタラクティブ仲裁規則の下に

おける迅速仲裁手続の適用対象事件を拡大するために、紛争金額の上限が引き上げられ

ました。 

新迅速手続は、紛争金額が 3 億円以下の事件に利用することが可能となります。但し、

当事者が合意した場合のほか、迅速手続を適用することが明らかに不適当な場合には、

JCAA の決定により不適用を決定することができ、また、手続の途中でも、事案の複雑

性等により、迅速手続を継続することがもはや適当でなくなった場合には通常手続に移

行することが可能とされています。 

新迅速手続を用いる場合、仲裁廷は、その成立から 6 ヶ月以内（紛争金額が 5,000 万

円以下の場合には 3 ヶ月以内）に仲裁判断をするよう努めなければならないとされてい

ます。 

(2) 仲裁人選任規則の制定 

アドホック仲裁を行う合意の一部として、仲裁人選任を仲裁機関に委託する合意をす

ることがあり、また、仲裁機関 A の仲裁規則による仲裁を合意しつつも、仲裁人選任に

ついては仲裁機関 B に委託する合意をすることもあります。このように、仲裁手続とは

別に仲裁人選任業務を行う場合の規則がこれまで JCAA にはなかったことから、かかる

場合に適用される規則を整備する目的で、仲裁人選任規則が新設されました。 

(3) 管理料金規定の改正 

少額事件についても仲裁による解決が管理料金の点で不合理とならないようにする

ため、商事仲裁規則、インタラクティブ仲裁規則及び UNCITRAL 仲裁管理規則の管理

料金に関する規定が改正されました。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『＜危機管理連続セミナー（全 5 回シリーズ）＞再発防止策からみ 

る不正・不祥事の予防法 第 1 回「予算・ノルマ・インセンティブ」』 

視聴期間  2021 年 8 月 10 日（火）～2021 年 11 月 4 日（木） 

講師    宮田 俊、新井 朗司 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『＜危機管理連続セミナー（全 5 回シリーズ）＞再発防止策からみ 

る不正・不祥事の予防法 第 2 回「取引関係・取引先の管理」』 

視聴期間  2021 年 8 月 24 日（火）～2021 年 11 月 4 日（木） 

講師    木山 二郎、村田 昇洋 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『コーポレートガバナンス・コード改訂の概要と実務対応 第 3 回』 

開催日時  2021 年 9 月 9 日（木）10:00～2021 年 10 月 8 日（金）17:00 

講師    内田 修平 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『一歩進んだ再建局面（私的整理・法的整理）における M&A 成功の 

秘訣 ～近時の事例・業態別の実務ポイントを盛り込んだ要点解説～』 

開催日時  2021 年 9 月 15 日（水）15:30～17:00 

講師    石田 渉 

主催    株式会社レコフデータ 

 

 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』 

開催日時  2021 年 9 月 17 日（金）13:00～16:00 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『第 4694 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「データ漏えい・イ 

ンシデント対応の最前線-プライバシー・セキュリティの法律実務 

を具体事例を交えて解説・議論-」』 

開催日時  2021 年 9 月 28 日（火）13:30～16:30 

講師    蔦 大輔 

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  『海外グループガバナンス・海外コンプライアンスの実務 ～「ビジネ 

スと人権」や新型コロナウイルス等の最新対応も含めて～』 

開催日時  2021 年 9 月 30 日（木）10:00～2021 年 12 月 1 日（水）17:00 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『インサイダー取引最新事例と規制動向並びに効果的なインサイ 

ダー取引防止体制構築 ―元証券取引等監視委員会調査官が近時裁 

判例・課徴金事例を交え解説―』 

開催日時  2021 年 10 月 1 日（金）9:30～11:30 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『第 4667 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「「ESG アクティビ 

ズム」の台頭と企業の対応策－株主対策ご担当などの業務に資する 

べく－」』 

開催日時  2021 年 10 月 5 日（火）9:30～11:30 

講師    近澤 諒 

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 

 本     『事業再生の基礎・法律』（2021 年 8 月刊） 

  
出版社   株式会社 銀行研修社 

著者    石田 渉（共著） 

 

 本     『ソフトウェア開発委託契約―交渉過程からみえるレビューのポイ 

 ント』（2021 年 7 月刊） 

  
出版社   株式会社中央経済社 

著者    上村 哲史、田中 浩之、辰野 嘉則 
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 論文    「産業競争力強化法に基づく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）に関する制度の解説」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2269 

著者    白岩 直樹 

 

 論文    「＜株主総会白書50周年座談会＞株主総会の変遷と今後の展望〔上〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2270 

著者    澤口 実 

 

 論文    「中国最新法律事情（253）中国の「反外国制裁法」について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.8 

著者    鈴木 幹太、沈 暘 

 

 論文    「機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析〔2021 年版〕」 

掲載誌   別冊商事法務 463 号 

著者    澤口 実、松下 憲、藏田 彩香、長尾 勇志、渡邉 悠介、伊奈 拓哉、 

 城戸 賢仁、中村 太智、福澤 寛人（共著） 

 

 論文    「サステナビリティへの取組みと独禁法・競争法―諸外国及び日本 

 の動向を踏まえた企業の事業活動への示唆」 

掲載誌   NBL No.1200 

著者    高宮 雄介 

 

 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 2 回 法令・判例・文献商用データベースのサービスと機能」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 9 月号 

著者    中村 智子（図書担当） 

 

 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3回 新聞雑誌記事・企業情報・企業適時開示データベー

スのサービスと機能」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 10 月号 

著者    中村 智子（図書担当） 

 

 論文    「自動配送ロボットの実用化に向けた法的課題と検討」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 10 月号 

著者    秋田 顕精 
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 論文    「「サステナビリティ」をめぐる改訂 CG コード原則の解説と課題 

 への取組み」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 10 月号 

著者    宮田 俊 

 

 論文    「2021 年 6 月 4 日採択 欧州新 SCC の概説とデータ移転に係る 

    実務対応」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 10 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇 

 

 論文    「デジタル改革関連法の概要」 

掲載誌   月刊監査役 No.724 

著者    佐々木 奏 

 

 論文    「新しい裁判手続を創設！プロバイダ責任制限法の改正」 

掲載誌   企業会計 Vol.73 No.9 

著者    佐々木 奏 

 

 論文    「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 

 法の改正について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.33 No.9 

著者    近澤 諒、川本 健（共著） 

 

 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 15 回 2021 年個人情報保護法改正（官民一元化等）について」 

掲載誌   田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 

著者    会社法務 A2Z 2021 年 8 月号 

 

 論文    「専門家の立会いと記録内容の精査を 裁判実務から見た質問応答 

 記録書」 

掲載誌   税務弘報 Vol.69 No.9 

著者    小山 浩 

 

 論文    「＜Robotics 法律相談室第 73 回＞無人自動運転移動サービス実現 

 に向けた道交法改正の方向性はどのようなものか」 

掲載誌   日経 Robotics 2021 年 9 月号 

著者    佐藤 典仁、塩崎 耕平 
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 論文    「資産金融型 STO の留意点 現行法で可能なスキームも STO の実 

 現に向けた第 1 歩の踏み出し方（下）」 

掲載誌   日経 FinTech 2021 年 7 月号 

著者    石橋 誠之、寺井 勝哉（共著） 

 

 論文    「【解説】所有者不明土地対策 1／共有制度を見直し［民法改正］」 

掲載誌   日経不動産マーケット情報 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、西條 景、 

 満木 瑛子、吉田 達彦（共著） 

 

 論文    「【解説】所有者不明土地対策 2／相続登記を義務化［不動産登記 

 法改正］」 

掲載誌   日経不動産マーケット情報 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、西條 景、 

 満木 瑛子、吉田 達彦（共著） 

 

 論文    「【解説】所有者不明土地対策 3／不要な土地を国庫に［相続土地 

 国庫帰属法など］」 

掲載誌   日経不動産マーケット情報 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、西條 景、 

 満木 瑛子、吉田 達彦（共著） 

 

 論文    「民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）の改正等」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.62 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、西條 景、 

 吉田 達彦（共著） 

 

 論文    「公正性担保措置の検証とあるべき姿」 

掲載誌   法律時報 2021 年 8 月号 

著者    石綿 学、金村 公樹 

 

 論文    「International Comparative Legal Guide to: International Arbitration  

 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: International Arbitration  

 2021 18th Edition 

著者    金丸 祐子、辰野 嘉則 
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 論文    「The International Comparative Legal Guide - Shipping Law 2021 

  - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide - Shipping Law 2021  

 Ninth Edition 

著者    小山 浩、濱 史子 

 

 論文    「The International Comparative Legal Guide - Vertical Agreements  

 and Dominant Firms 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide - Vertical Agreements  

 and Dominant Firms 2021 Fifth Edition 

著者    高宮 雄介、後潟 伸吾、佐藤 真澄（共著） 

 

 論文    「Getting the Deal Through – Technology Disputes - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through – Technology Disputes 

著者    田中 浩之、増田 雅史、松本 亮孝 

 

 論文    「Privacy Laws & Digital Advertising: Multi-jurisdictional Overview  

 and Implications - CJPP Japan Data Guidance」 

掲載誌   Interactive Advertising Bureau 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「Getting The Deal Through - Occupational Health & Safety 

  - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting The Deal Through - Occupational Health & Safety 

著者    荒井 太一、森田 茉莉子、上田 雅大、西村 良、小坂 翔子 

 

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 

当事務所と当事務所の弁護士が以下のとおり高い評価を受けております。当事務

所のバンコクオフィス、ヤンゴンオフィス及びシンガポールオフィスにおいても

下記の分野と各オフィスに所属する弁護士が上位グループにランキングされ、高

い評価を受けております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Banking 

・Capital markets : Debt 
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・Capital markets : Equity 

・Capital markets : Structured finance and securitisation 

・M&A 

・Private equity 

・Project development 

・Project finance 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 1 

・Banking and finance 

・Project development 

Tier 2 

・M&A 

・Restructuring and insolvency 

Tier 3 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

 

MYANMAR (Myanmar Legal MHM) 

Tier 2 

・Financial and corporate 

Tier 3 

・Project development 

 

弁護士 

Practice Area 

JAPAN 

・Banking 

Market Leader: 佐藤 正謙 

Highly Regarded Lawyer: 諏訪 昇、小澤 絵里子、小林 卓泰、武川 丈士、 

青山 大樹、根本 敏光 

Notable Practitioner: 竹野 康造、丸茂 彰、植田 利文 

・Capital markets 

Highly Regarded: 武川 丈士 

・Capital markets -Debt 

Highly Regarded: 箱田 英子、安部 健介、鈴木 克昌 

Notable Practitioner: 藤津 康彦 

Rising Star Partner: 田井中 克之 
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・Capital markets -Equity 

Highly Regarded: 安部 健介、鈴木 克昌、尾本 太郎 

Rising Star: 天野 園子、繁多 行成 

Rising Star Partner: 佐伯 優仁 

・Capital markets -Structured finance and securitisation 

Market Leader: 佐藤 正謙 

Highly Regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、小林 卓泰、江平 享、根本 敏光 

・Capital markets -REIT 

Highly Regarded: 尾本 太郎、根本 敏光 

・Energy & Infrastructure 

Highly Regarded: 小林 卓泰、武川 丈士 

・Investment funds 

Notable Practitioner: 三浦 健 

・M&A 

Highly Regarded: 河井 聡、棚橋 元、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、 

根本 敏光 

Notable Practitioner: 丸茂 彰、戸嶋 浩二、篠原 倫太郎、内田 修平、林 宏和、

熊谷 真和、関口 健一、塩田 尚也 

・Private equity 

Highly Regarded: 棚橋 元、石綿 学 

Notable Practitioner: 林 宏和 

・Project development 

Highly Regarded: 小林 卓泰 

・Project finance 

Highly Regarded: 小林 卓泰、武川 丈士 

Rising Star Partner: 末廣 裕亮 

・Restructuring & Insolvency 

Highly Regarded: 棚橋 元 

 

SINGAPORE 

・Capital markets - Debt 

Highly Regarded: トニー・グランディ 

・Capital markets - Equity 

Highly Regarded: トニー・グランディ 
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THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・Banking 

Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

Highly Regarded Lawyer: ジョセフ・ティスティウォン、 

プラーニー・クリンラット、スパトラー・サターポンナーノン 

・Banking and finance 

Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

・Capital markets 

Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

Rising Star Partner: タナナン・タマキァット 

・Energy and infrastructure 

Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

・Project development 

Highly Regarded: ジョセフ・ティスティウォン 

・Project finance 

Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

Highly Regarded: ジョセフ・ティスティウォン、プラーニー・クリンラット、

スパトラー・サターポンナーノン 

・M&A 

Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Restructuring & Insolvency 

Rising Star: スパルーク・ラグサリゴーン 

 

MYANMAR (Myanmar Legal MHM) 

・Energy and infrastructure 

Highly Regarded: キンチョー・チー 

・Project development 

Highly Regarded: キンチョー・チー 

・M&A 

Highly Regarded: キンチョー・チー 

 

Industory Sector 

JAPAN 

・Automotive 

Highly Regarded: 箱田 英子、江平 享 

・Banking 

Highly Regarded: 諏訪 昇 

・Energy 
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Highly Regarded: 小林 卓泰、武川 丈士 

・Financial services 

Highly Regarded: 諏訪 昇、箱田 英子 

・Insurance 

Highly Regarded: 河井 聡、江平 享 

Notable Practitioner: 藤津 康彦 

Rising Star Partner: 田井中 克之 

・Industrials and manufacturing 

Highly Regarded: 箱田 英子 

・Investment management 

Notable Practitioner: 三浦 健 

・Pharmaceuticals & Life Sciences 

Highly Regarded: 棚橋 元、諏訪 昇、河井 聡 

・Real estate 

Highly Regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、尾本 太郎、江平 享、根本 敏光 

Notable Practitioner: 藤津 康彦 

Rising Star Partner: 田井中 克之 

・Technology & Telecommunications 

Highly Regarded: 棚橋 元 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・Automotive 

Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Energy 

Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、 

プラーニー・クリンラット、スパトラー・サターポンナーノン 

・Oil and gas 

Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

・Natural resources 

Highly Regarded: スパトラー・サターポンナーノン 

・Real estate 

Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、 

プラーニー・クリンラット 

・Utilities 

Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 
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MYANMAR (Myanmar Legal MHM) 

・Energy 

Highly Regarded: キンチョー・チー 

 

 Asia Business Law Journal にて当事務所の 13 名の弁護士が Japan’s Top 100 

Lawyers 2021 に選ばれました 

Asia Business Law Journal 誌において同誌の独自調査により、当事務所の以下

13 名の弁護士が Japan's Top 100 Lawyers 2021 に選ばれました。 

・佐藤 正謙: Structured Finance; Real Estate; Project Finance; Infrastructure & 

Energy; M&A; Private Equity 

・三浦 健: Finance; Regulatory; Regulated Transactions; Infrastructure & Energy; 

Private Equity 

・藤原  総一郎 : Bankruptcy & Restructuring; M&A; Corporate Governance; 

Corporate & Commercial Disputes 

・棚橋  元 : M&A; Private Equity; Venture Capital; Corporate Governance; 

Information Technology 

・高谷 知佐子: Labour & Employment; Litigation; M&A 

・石綿 学: M&A; Private Equity; Corporate Governance; Risk Management; 

Securities 

・大石 篤史: M&A; Taxation; Wealth Management 

・小澤 絵里子: Real Estate; Banking & Finance; Structured Finance; Investment 

Funds 

・小林 卓泰: Banking & Finance; Power & Energy; Project Finance; Securitisation 

& Structured Finance 

・鈴木 克昌: Capital Markets; Inbound Investment; Litigation; M&A; Technology, 

Media and Telecommunications 

・尾本  太郎 : Aviation; Banking & Finance; Capital Markets; Corporate & 

Commercial; Real Estate 

・江平 享: Banking & Finance; Capital Markets; Compliance; Private Equity, 

Venture Capital & Funds; Securitisation & Structured Finance 

・大西  信治 : Capital Markets; Inbound Investment; Outbound Investment; 

Investment Funds 

 

 Who’s Who Legal: Competition 2021 にて高い評価を得ました 

Who’s Who Legal: Competition 2021 において、伊藤 憲二 弁護士、宇都宮 秀樹 

弁護士、加賀美 有人 弁護士、眞鍋 佳奈 弁護士及び高宮 雄介 弁護士が Global 

Leader に選ばれました。 

詳細は Who’s Who Legal のウェブサイトに掲載されております。 
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 増島 雅和 弁護士が内閣府 プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの

実装に関する検討会委員に就任しました 

 

 関戸 麦 弁護士が日本仲裁人協会 国際仲裁・ADR 委員会共同委員長に就任し

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 


