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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 10 月号（Vol.94）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：個人情報保護委員会の Q&A の更新

個人情報保護委員会は、2020 年（令和 2 年）改正個人情報保護法の 2022 年 4 月 1

日の全面施行後の「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関する

Q&A」を 2021 年 9 月 10 日に公表しました。この Q&A は、改正の全面施行日である
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2022 年 4 月 1 日に効力が発生します。改正に関する事項の Q&A が新規に追加されたほ

か、改正に関わらない Q&A の更新も行われており、実務上有用です。「令和 3 年 9 月更

新」というキーワードで検索すると今回追加・更新された Q&A がピックアップ可能で

す。 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2109_APPI_QA_4ejj3t.pdf 

また、個人情報保護委員会は、2021 年 9 月 30 日に、「事業者の皆様の関心が高く、

同法施行前より適用が可能な」「一部の項目については、個人情報の有用性に配慮しつ

つ、個人の権利利益を保護する観点から」改正を待たずに、現行法の Q&A を「先んじ

て」更新すると発表しました。 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2109_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf 

これにより、上記発表文書でまとめられている Q&A については、2021 年 9 月 30 日

付で、Q&A の更新が効力を生じています。 

特に、Q2-1 の利用目的の特定に関する Q&A については、改正ガイドラインで追記さ

れた、いわゆる「プロファイリング」を行う場合の利用目的の具体化に関するものとなっ

ており、プライバシーポリシーの利用目的の記載方法に影響を与えるため注意が必要で

す。他にも、カメラ画像関係と委託の限界に関する Q&A 更新が含まれており、これら

も実務上重要なものであるといえます。 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：豪州競争・消費者委員会、企業結合審査の変更に関

する議論の開始 

 

2021 年 8 月末、豪州競争・消費者委員会（「ACCC」）は、今後、企業結合審査の変

更（「本変更」）に関する議論を進めていくことを公表しました。 

本変更は、主に、①任意届出制から義務的な事前届出制への変更、②競争への影響を

評価する基準の改定（競争制限があることの立証基準の軽減や立証責任の当事会社への

転換を含む）、③大規模なデジタルプラットフォーマーに適用される審査ルールの策定

の 3 点で構成されています。 

① 任意届出制から義務的な事前届出制への変更 

現在、豪州では、企業結合計画の事前届出は、義務ではなく任意（企業結合後の関連

市場シェアが 20%超となる場合は届出推奨）とされています。ACCC は、届出の有無

にかかわらず企業結合審査を行うことができ、競争を実質的に制限すると認定した企業
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結合については、その差止めや無効宣告等を裁判所に求めることができます。そのため、

計画されている企業結合が豪州市場の競争に実質的な影響を及ぼすと考えられる場合

は、任意の届出を行うことが一般的です。ACCC が正式な審査を行う場合には、審査期

間が 12 週間から長い場合で 30 週間程度となることもあり、また、ACCC は近時、外

国企業間の M&A にも積極的に介入する姿勢を見せているため、任意届出制の下でも軽

視できない当局となっています。 

ACCC は、本変更で、豪州の企業結合届出に関し、他の多くの法域と同様、一定の届

出基準（どのような基準が採用されるかについては現時点では示されていません。）を

満たす企業結合には事前届出を行う義務を課し、ACCC が当該計画を審査の上クリアラ

ンスを出した場合にのみ企業結合を実行可能とするという制度に変更することを提案

しています。 

② 競争への影響を評価する基準の改定 

ACCC は、競争への影響を評価する基準の改定に関し、以下のような重要な点を含む

変更を提案しています。 

i 現在は、ACCC が企業結合に競争の実質的制限のおそれがあることを立証し

た場合に初めて当該企業結合の差止等を求められることになっているところ、

本変更後は、ACCC が競争の実質的制限がないということに納得した場合に

のみクリアランスが出され企業結合の実行が可能となるようにすること 

ii 企業結合が禁止される要件である競争の実質的制限の「おそれ」の解釈とし

て、これまでの「実際の可能性」から「リモートではない可能性」へ変更し、

競争の実質的制限のおそれを認定する基準を引き下げること 

iii 企業結合の当事者が「実質的な市場支配力」を有する場合、それ以上の立証

を必要とせずに当該企業結合により競争が実質的に減殺されると推定するこ

と 

③ 大規模なデジタルプラットフォーマーに適用される審査ルールの策定 

ACCC は、大規模なプラットフォーマーによる企業結合は、多くの場合、競争に与え

る影響の予見が容易ではないこと等から、通常とは異なる特別な審査ルールを適用する

ことを提案しています。当該提案によれば、(i) 豪州における会社の規模・サービスの

範囲、(ii) 他の事業者と消費者との交流・関係をコントロールできる「ゲートウェイ」

に該当するかどうか、(iii) 市場における地位等を考慮して、当該特別ルールが適用され

る企業を選定し、対象となる企業結合については、事前届出が必要となる基準や競争の

実質的制限のおそれを認定する基準を通常の企業結合より引き下げること等が検討さ

れています。 

ACCC が提案した本変更は、議論が開始されたばかりであり、実際に法改正が行われ

るまでには長い時間がかかると想定されますが、一定の基準の下で事前届出が義務とな

り、審査基準が厳格化するということになれば、M&A 実務へのインパクトも大きくな

る可能性があります。そのため、豪州に一定の接点を有する企業においては、今後の
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M&A の検討の際に、豪州における企業結合規制の見直しに係る議論の進展を確認して

おくことが有用と思われます。 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：オフサイト型コーポレートPPA での利用を念

頭に置いた、自己託送要件の改正に関するパ

ブコメ手続の開始 

 

 2021 年 9 月 28 日、いわゆるオフサイト型コーポレート PPA1での利用を念頭に置い

た、電気事業法施行規則（「施行規則」）の一部改正及び「自己託送に係る指針」（「本指

針」）の全部改正に関するパブコメ手続が開始されました2。 

電力・ガス基本政策小委員会（「小委員会」）において、いわゆるコーポレート PPA

は、(a)オンサイト型 PPA、(b)オフサイト型 PPA（社内融通）、(c)オフサイト型 PPA（グ

ループ内融通）、(d)オフサイト型 PPA（他社（グループ外）融通）の 4 類型に分類の上

議論されてきましたが、現行の電気事業法では、電気供給者と需要家が「密接な関係」

（2 条 1 項 5 号）を有しない(d)の類型については、（自己託送を利用できないため）小

売供給に該当し小売電気事業の登録等が必要と解されています。小委員会では、カーボ

ンニュートラル社会の実現に向けて同類型の利用ニーズが高まっていること等を踏ま

え、一定の場合には同類型での自己託送の利用を可能とする方向で検討が進められてき

ました3。今回の改正は、かかる検討を受け、(d)の類型での利用を念頭に自己託送の要

件を改正するものとなります。 

 

(1) 小委員会における議論の概要 

小委員会では、(d)の類型が現行の FIT 法上再エネ賦課金の支払い対象外となる

ことや、需要家と再エネ発電事業者の間に契約関係を生じさせるものであることを

踏まえ、同類型の課題として、公平性の確保、公正競争の確保及び需要家保護が指

 
1 本稿では、需要家が直接（主に）再エネ発電事業者との間で電力受給契約（Power Purchase Agreement）

を締結し、送配電ネットワークを通じて電気の供給を受けることを指しています。 

2 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620121023&Mo
de=0  
3 小委員会での議論の詳細は、小委員会第 31 回の資料 4、第 36 回の資料 6 等をご参照ください。 
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摘されていました。そして、これらに対応するために求めるべき要件として、

(i)FIT・FIP 制度の適用を受けない電源であること、(ii)需要家の要請により、当該

需要家の需要に応ずるための専用電源として新設する脱炭素電源であること、(iii)

需要家の利益を阻害するおそれがないことが認められる組合型の電気の取引であ

ること、が事務局より提案され、議論されました。また、併せて、事業規律の確保・

小規模電源の全体像の把握といった課題も指摘されていました。 

 

(2) 改正案における自己託送要件の概要 

本指針の改正案では、上記の「密接な関係」が認められる場合として施行規則 2

条(3)号に新設4された規定に対応する形で、4 頁目枠内の「(6)」において、以下の

場合に「密接な関係」が認められる旨が解説されています。 

供給者と相手方が共同して組合を設立する場合であって、次に掲げる要件にすべて

該当する場合 

① 当該組合の組合契約書において、当該組合が長期にわたり存続する旨が明ら

かになっていること 

② 当該組合の組合員名簿等に当該供給者及び当該相手方の氏名又は名称が記載

されていること 

③ 当該組合契約書において電気料金の決定の方法及び当該供給者と当該相手方

における送配電設備の工事費用の負担の方法が明らかになっていること、そ

の内容が特定の組合員に対して不当な差別的取扱いをするものでないことが

認められること、その他組合契約書の内容等により当該供給者が当該相手方

の利益を阻害するおそれがないと認められること 

④ 当該組合の組合員が新設した、自ら維持し、及び運用する FIT 法 2 条 3 項に

規定する再生可能エネルギー発電設備（同条 5 項に規定する認定発電設備を

除く。）その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製

造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備に

よる電気の取引であること 

このうち、④の「同条 5 項に規定する認定発電設備を除く」との部分は上記(1)

の(i)の要件に対応し、④のその他の点（及び、施行規則改正案 2 条 3 号の「当該組

合員の需要に応じるための専用の設備」との点）が上記(1)の(ii)の要件に対応する

ものと考えられます。また、①～③は上記(1)の(iii)の要件に対応し、これをより具

体化したものと考えられます。 

なお、本指針の改正案では、（上記要件には含まれていないものの）事業規律の

確保という小委員会での課題の指摘を踏まえ、上記要件により自己託送制度を利用

する場合は、例えば、FIT 法及びその関連法令で求められる柵塀等の設置や地域住

民とのコミュニケーション努力などを実施することが「重要と考えられる」旨が記

 
4 また、これに伴い、電気事業法 2 条 1 項 5 号ロの「密接な関係を有する者の需要」として施行規則 3

条 1 項 3 号が新設されています。 
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載されています。また、本改正案には盛り込まれていないものの、小委員会では、

再エネ賦課金に関する公平性の確保に関し、こうした新たな取引形態の広がりや実

態・ニーズを把握しつつ、「必要に応じ、賦課金の負担の在り方については、関係

審議会で検討していく」ことが提案されていたところであり、この点の動向には留

意が必要と考えられます。 

 

本改正案のパブコメ手続は 10 月 27 日が意見募集の締切日となっています。本改正案

は、近時の再エネ導入拡大・脱炭素化の加速を背景としたニーズの高まりを踏まえ、国

内における他者融通のオフサイト型 PPA の本格導入に道を開くものであり、今後の当

該取引における法的整理の基礎となるものと考えられます。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重要と考えられます。 

 

 

 

5. 労働法：過労死認定基準の改正について 

 

2021年 9月 14日、厚生労働省は、長時間労働等に起因する過労死の労災認定に当たっ

て判断基準となる「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」（「旧過労死認定基準」）の改正（本改正）を行い、新たな認定基準として「血

管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」

（「新過労死認定基準」）を、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知

しました。 

本改正は、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会による 2021 年 7 月 16

日付の報告書（「本報告書」）を受けたものとなりますが、本報告書の概要等については

Client Alert 2021 年 9 月号（Vol.93）にて記載しておりますので、併せてご参照くださ

い。 

本改正により、業務の過重性の評価における長期間の過重業務について、旧過労死認

定基準での基準（時間外労働について「発症前 1 ヶ月間に 100 時間」、「2～6 ヶ月平均

で月 80 時間」）に加えて、当該基準に満たない場合であっても、これに近い時間外労働

が認められ、さらに一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との

関連性が強いと評価できることが明確化されました。 
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 03-6213-8126 

 ryo.yamaji@mhm-global.com 

アソシエイト 木村 空人 
 03-5293-4851 

 hiroto.kimura@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049974/20210906-021404.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049974/20210906-021404.pdf
mailto:takahiro.kobayashi@mhm-global.com
mailto:ryo.yamaji@mhm-global.com
mailto:hiroto.kimura@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. 

7 
 

また、労働時間以外の負荷要因の見直しもなされており、旧過労死認定基準に規定さ

れていた拘束時間が長い業務、出張の多い業務等に加え、勤務間インターバルが短い勤

務、身体的負荷を伴う業務等が新たに規定されました。 

さらに、業務の過重性の評価における短期間の過重業務について、発症前概ね 1 週間

に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行う等過度の長時間労働が認められる場合

等が例示され、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合が明確化されました。 

加えて、対象疾病に重篤な心不全が追加され、対象疾病の範囲が広くなりました。 

今後は、労災認定が新過労死認定基準に基づいて行われることはもちろんのこと、企

業の安全配慮義務違反が争点となる訴訟についても、同基準を参考に業務起因性が判断

されることになります。これを機に、不測の事態が生じることのないよう、労務管理体

制について改めて確認する必要があります。 

 

 

 

6. 会社法：知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する

検討会、改訂 CG コードを踏まえた対応に関する提言を開

示 

 

2021 年 9 月 24 日、首相官邸の知財戦略本部に設置された知財投資・活用戦略の有効

な開示及びガバナンスに関する検討会（「検討会」）は、「今後の知財・無形資産の投資・

活用戦略の構築に向けた取組について～改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえ

たコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて～」（「本提言」）を公表しました。

本提言は、日本企業の競争力の強化等において、知財・無形財産の投資・活用を促すこ

とが重要であるとの認識の下、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」）を踏まえて、上場会社に今後求められる対応についてまと

めたものです。 

改訂コードでは、上場会社は、「知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・

経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべき」（補

充原則 3-1③）とされ、また、取締役会は、「知的財産への投資等の重要性に鑑み、…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である。」（補充原則 4-2②）とされています。本提

言では、知財投資等に関する開示や取締役会による実効的な監督をいかに進めるのか、

また前提となる知財・無形資産の投資・活用の現状を整理し、それらを戦略的にいかに

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 
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実施していくかについての今後の計画や検討方針を説明することが提案されています。

具体的には、以下の①ないし④のプロセスに沿った検討が提案されました。 

 

① 自社のビジネスモデルの強みとなる知財・無形資産の把握・分析 

自社のビジネスモデルを検証し、知財・無形資産がなぜ必要なのか、どのような

知財・無形資産が競争力の強みになっているのか、現在及び将来のキャッシュフ

ロー創出にどのようにつながるのかについて把握・分析することが求められます。 

② 知財・無形資産を活用したサステナブルなビジネスモデルの検討 

知財・無形資産の活用によるサステナブルな企業価値の向上について、投資家・

金融機関に説得力ある説明をする観点から、従前のビジネスモデルがサステナブ

ルかどうかを分析し、将来のビジネスモデルを検討することが求められます。 

③ 競争優位を支える知財・無形資産の維持・強化に向けた戦略に向けた構築 

将来の競争優位・差別化を支える知財・無形資産の維持・強化に向けた戦略を構

築することが期待され、投資や自社の知財・無形資産を守るための方策について

検討することが求められます。また、投資家・金融機関への説得的説明の観点か

ら、客観的な説明や定量的な KPI に補強されたロジックの構築も求められます。 

④ 戦略を着実に実行するガバナンス体制の構築 

①ないし③と並行して、知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・実行に向けて、

社内に持続的に企業価値を高める方向で規律付けられるガバナンスの仕組みを

構築し、適切に機能させることが求められます。 

 

検討会は、企業の知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスの構築の在り

方に関するガイドラインを、本年中を目途に策定するとしています。上場会社は、改訂

コードに沿ったコーポレート・ガバナンス報告書を提出する際に、本検討会が策定する

ガイドラインも参照しつつ、上記プロセスを進めることが有用と考えられます。 

 

＜参考資料＞ 

知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会：「今後の知財・無形資産

の投資・活用戦略の構築に向けた取組について～改訂コーポレートガバナンス・コードを踏

まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて～」（2021 年 9 月 24 日） 

corporate_governance.pdf (kantei.go.jp) 

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 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/corporate_governance.pdf
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html
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7. 危機管理：「消費者契約に関する検討会」報告書の公表 

 

2021 年 9 月、消費者契約法（「法」）の改正について実務的な観点からの検討を深化

させるために消費者庁において開催されていた「消費者契約に関する検討会」が報告書

を公表しました。 

同報告書の主な内容は、以下のとおりです。 

I 消費者の取消権について 

法は、事業者の一定の行為により消費者が誤認し又は困惑した場合等における消費

者の取消権を定めているところ、以下の規定を新たに設けることが検討されていま

す。 

1 困惑類型の脱法防止規定 

法 4 条 3 項は、事業者の一定の行為により消費者が困惑し、契約を締結した場合

における取消権を定めています。このうち、不退去（1 号）、退去妨害（2 号）、契

約前の義務実施（7 号）及び契約前活動の損失補償請求（8 号）の規定に列挙され

た行為に形式的に該当しないものであっても、実質的に同程度の不当性を有する

行為について、脱法防止規定を設けることが考えられるとされています。 

2 消費者の心理状態に着目した規定 

事業者が、正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対し

て働きかけることにより、一般的・平均的な消費者であれば契約を締結しないと

いう判断をすることが妨げられることとなる状況を作出し、消費者の意思決定が

歪められた場合における消費者の取消権を設けることが考えられるとされていま

す。 

3 消費者の判断力に着目した規定 

判断力の著しく低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容

の契約を締結した場合における消費者の取消権を定めることが考えられるとされ

ています。 

II 「平均的な損害」について 

法 9 条 1 号は、違約金条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、

同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき「平均的な損害」の額を超える部分を無

効とすることを定めています。もっとも、違約金条項に関するトラブルは依然とし

て多発しており、主に以下の対応が検討されています。 

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 

mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
mailto:ayana.kagawa@mhmjapan.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. 

10 
 

1 「平均的な損害の額」の考慮要素の列挙 

「平均的な損害」を算定する際の主要な考慮要素として、商品、権利、役務等の

対価、解除の時期、契約の性質、契約の代替可能性、費用の回復可能性等を列挙

することにより「平均的な損害」の明確化を図ることが考えられるとされていま

す。 

2 立証責任の負担を軽減する特則の導入 

「平均的な損害」の額に関する違約金条項の効力に係る訴訟において、事業者が、

相手方が主張する「平均的な損害」の額を否認するときは、その事業者は自己の

主張する「平均的な損害」の額とその算定根拠を明らかにしなければならないこ

ととする規定、いわゆる積極否認の特則の規定を設けることが考えられるとされ

ています。 

III 不当条項等について 

事業者の損害賠償責任の範囲についてサルベージ条項（ある条項が強行法規に反し

全部無効となる場合に、その条項の効力を強行法規によって無効とされない範囲に

限定する趣旨の契約条項）が用いられる場合、消費者の事業者に対する損害賠償責

任の追及を抑制する可能性があることから、事業者の損害賠償責任の範囲を軽過失

の場合に一部免除する旨の契約条項は、明示的に定めなければ効力を有さないこと

とする規定を設けることが考えられるとされています。また、法 10 条は、①法令中

の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消

費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、②民法 1 条 2 項に規定する基本

原則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としているところ、「所有権

等を放棄するものとみなす条項」「消費者の解除権の行使を制限する条項」について、

上記①の要件に該当するものとして例示することが考えられるとされています。 

 

同報告書の内容がいずれも今後の改正法に盛り込まれるとは限りませんが、消費者の

利益を損なうような取引に対する世間の非難の声はますます高まっており、レピュテー

ションリスクにも一層配意する必要があります。消費者庁は、同報告書を受けて、消費

者契約法の改正に向けた作業を進めるものと思われ、今後の改正の動向について注視す

る必要があります。 

 

 

  

パートナー 藤津 康彦 
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8. 一般民事・債権管理：「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法

律」の施行が債権管理実務に与える影響 

 

「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 2021 年 8 月 2 日に施行

されました。改正内容は多岐に亘りますが、債権管理実務に影響を与える事業再生 ADR

（私的整理）に関する改正として、以下のような内容が含まれております。 

まず、本改正により、事業再生 ADR から法的整理に移行する際、裁判所が、事業再

生 ADR において手続実施者が和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、監督委

員の選任をするとの考慮規定が設けられました。事業再生 ADR に携わり債務者を取り

巻く状況について把握している手続実施者が、その後の法的整理手続においてもそのま

ま監督委員として選任される蓋然性が高まったことにより、事業再生 ADR から法的整

理へのスムーズな移行が図られることが期待されています。 

また、事業再生 ADR において債権総額の 5 分の 3 以上に当たる債権を有する債権者

が事業再生計画に同意した場合であって、事業再生 ADR の第三者機関が再生計画にお

ける債権カットの必要性を確認したときは、当該事業再生 ADR が不調に終わり簡易再

生に移行する際、裁判所は当該再生計画の債権の減額について事業再生 ADR で確認さ

れている事実を考慮して簡易再生の開始決定の判断を行うこととなりました。すなわち、

事業再生 ADR が成立せず法的整理に移行した場合であっても、事業再生 ADR 段階での

確認を裁判所が考慮することになるため、事業再生 ADR と同様（あるいはそれに近い

内容）の再生計画に基づき、円滑に簡易再生の決定がなされる可能性が高まることにな

ります。 

加えて、対象事業者に対して債権を有する金融機関は、事業再生 ADR の手続に協力

する努力義務を負うことになりました。事業再生 ADR は、手続実施者が和解の仲介を

実施する民間紛争解決手続であり、手続に参加しないことも認められていますが、事業

再生 ADR への不合理な不参加や離脱は、事業再生 ADR による事業再生の大きな支障と

なり得ます。本改正は、事業再生 ADR の手続にできるだけ多くの金融機関が参加する

ことで、事業再生 ADR の実効性を高めることを目的としています。 

本改正が債権管理実務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＞ 

「『産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律』の制度概要」（経済産業省 HP） 

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210616004/20210616004-2.pdf 
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9. M&A：スクイーズアウトを目的とする株式併合につき、株式平等原

則の違反や著しく不公正な決議の該当性等が争点となった裁

判例（札幌地判令和 3 年 6 月 11 日） 

 

札幌地裁は、原告である少数株主 X が、被告 Y 社における株式の併合に係る臨時株

主総会決議（「本決議」）が違法であるとして無効確認を求め、また、特別利害関係人に

よる議決権行使がされ「著しく不当な決議」があったとして本決議の取消を求めた事案

について判決を行いました。 

裁判所は、①少数株主の締め出し（スクイーズアウト）を目的とする株式の併合が株

主平等原則に違反するかという争点につき、株式の併合により少数株主が株主の地位を

失う結果が生じることは会社法が予定する事態であり、全株式につき一律の割合で併合

の対象としていれば、株式平等原則に違反しないと判断しました。 

また、本裁判では、②Y 社代表者は X を締め出す目的を有しており、本決議が「著し

く不当な決議」に該当し、取消事由があるかが争点となりました。裁判所は、会社経営

の転換期を迎えた Y 社において、意思決定を円滑かつ迅速に進めるため、X を株主から

排除し、安定株主による会社支配権を確立することを目的に株式の併合が行われたと認

定した上で、かかる目的自体は、単に Y 社代表者の個人的な感情に基づいて行われたも

のということはできないから、「正当な事業目的でないとまではいえない」として、「著

しく不当な決議」には当たらないと判断しました。 

本裁判例は下級審の判決ですが、株式併合はスクイーズアウトの手法として広く利用

されているところ、株式の併合に係る株主総会決議の無効事由や取消事由について判断

を行ったものとして、M&A 実務において参考になると思われます。 

 

 

  

パートナー 片桐 大 

 03-6266-8774 

 dai.katagiri@mhm-global.com 

アソシエイト 原田 昂 

 03-6266-8512 
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パートナー 大石 篤史 
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10. キャピタル・マーケッツ：金融審議会、ディスクロージャーワーキ

ング・グループ第 1 回会議を開催 

 

2021 年 9 月 2 日、金融審議会はディスクロージャーワーキング・グループ第 1 回会

議を開催しました。 

同会議では、近年、企業を取り巻く経済社会情勢に、企業経営におけるサステナビリ

ティの重視や、コロナ後の企業の変革に向けたコーポレートガバナンスの議論の進展等

といった変化があることを踏まえ、投資家の投資判断に必要な情報を適時に分かりやす

く提供し、企業と投資家との間の建設的な対話に資する企業情報の開示の在り方につい

て幅広く検討することとされています。 

具体的には、(1)サステナビリティに関しては、①気候変動開示をめぐる国際的な動向

を踏まえた取組み、人的資本への投資に関する開示の充実、企業の人材の多様性の確保

等に関する開示の在り方の検討、(2)コーポレートガバナンスに関しては、①取締役会等

の活動状況（開催頻度、個人別出席率、前年度の具体的な検討事項等）の開示、②政策

保有株式に関する開示の充実、③監査役会の活動状況等の開示等、監査に対する信頼性

確保のための取組み、(3)その他の個別課題として、①IT の活用（タブレット端末での

閲覧等への対応、縦覧期間の延長）、②投資判断や対話の観点からの重要な契約に係る

開示の推進、③英文開示の促進、④適時開示のタイミング等）が主要な論点として挙げ

られています。 

金融審議会における議論によって、今後具体的な制度の見直しが進められることとな

ります。かかる見直しの結果、企業情報開示に関する現行の制度が大きく変更される可

能性もあり、今後の議論が注目されます。 

 

 

 

11. 税務：経産省、税制改正要望においてグループ離脱時における取扱

いの中期的検討の必要性を指摘 

 

2021 年 8 月 31 日、経済産業省は令和 4 年度税制改正要望書を公表し、その中におい

て「企業の生産性を向上させる事業再編を円滑化するための所要の措置」について要望

がなされました（「本要望」）。 

2022 年 4 月 1 日から施行されるグループ通算制度においては、グループ通算制度か

ら離脱する法人の株式の取得簿価を、当該法人の簿価純資産価額に一致させることとさ

れています（改正後法人税法施行令 119 条の 3 第 5 項）。そのため、当該法人の株式を
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買収した際に支払ったプレミアム相当額について、取得簿価に算入することが制限され

る結果となることから、とりわけ経済界の一部から強い批判がなされています。 

本要望においては、「グループ通算制度における、グループ通算子法人のグループ離

脱時の取り扱い等について、制度の施行状況や組織再編税制との整合性等を踏まえ、中

期的に必要な検討を行うことにより、事業再編の円滑化を通じた企業の生産性向上を目

指す。」とされているのみであり、具体的な改正の内容や時期について触れられてはい

ません。そのため、本要望をもって直ちに上記取扱いに変更がなされるものとは思われ

ませんが、引き続き今後の動向が注目されます。 

 

＜参考資料＞「令和 4 年度税制改正要望書」（国税） 

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_r/pdf/kokuzei.pdf 

 

 

 

12. 中国・アジア（中国）：「重要情報インフラ安全保護条例」の公布 

 

2021 年 7 月 30 日、国務院は、「ネットワーク安全法」の下位法令として「重要情報

インフラ安全保護条例」（「本条例」）を公布しました。本条例は、2021 年 9 月 1 日から

施行されています。「重要情報インフラ」（Critical Information Infrastructure。「CII」）の

運営者（CII Operator。「CIIO」）に該当する場合には、ネットワーク安全法やデータ安

全法に基づき、通常の事業者よりも厳しい規制の対象となるため、CII への該当性や、

CII に該当した場合の規制の具体的な内容が実務的に問題となっており、この点を明ら

かにする下位法令が待たれていたところでした。 

本条例では、CII の定義について、「公共通信及び情報サービス、エネルギー、交通、

水利、金融、公共サービス、電子政務、国防科学技術工業等の重要な業界及び分野、並

びにその他一旦機能が破壊され、喪失し、又はデータが漏洩すると国の安全、国の経済

と人民の生活、公共の利益に深刻な危害が及ぶおそれのある、重要なネットワーク施設

及び情報システム等をいう。」と定めています（2 条）。ネットワーク安全法における

CII の定義に、「国防科学技術工業」を追加しており、昨今の国家安全保障に係る規制強

化の流れを受けているといえます。 

そして、CII への該当性について、管轄政府当局は、当該業界、当該分野の実情に合

わせて制定する CII の認定規則に基づき、当該業界、当該分野の CII の認定を行い、認

定結果を遅滞なく運営者に通知するとされています（10 条）。 
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また、CIIO の責任・義務として、(1)運営者の主要責任者が CII の安全保護に対して

全責任を負うとする規定（13 条）、(2)運用経費保障義務等（16 条）、(3)安全事象の報告

義務（18 条）、(4)合併、分割、解散時における報告義務（21 条）が定められています。 

従来、ネットワーク施設等が CII に該当するか否かを認定・判断する手続が明確でな

く、運営者側にて自ら判断することが困難だった。特に、ネットワーク安全法では、CIIO

のデータの国内保存・域外提供の規制があり、日本企業の中国子会社が日本本社にデー

タを提供する行為等が同規制を受けるか否かの判断が困難であったが、本条例の施行に

より、上記の 10 条に基づく管轄政府当局による通知がなされない状況においては（将

来的に認定通知がなされる可能性があるとしても）、その時点において、当該運営者は

自らを CII に該当しないことから、CIIO としての義務を負わないとの前提で運営を行う

ことが可能と考えられます。 

 

 

 

13. 新興国（サウジアラビア）：サウジアラビアにおける個人情報保護法

の成立 

 

2021 年 9 月、サウジアラビアで新しい個人情報保護法が制定されることが発表され

ました。サウジ・データ AI 庁（Saudi Data & Artificial Intelligence Authority）の公表に

よれば、同法は 2022 年 3 月 23 日に施行され、主務官庁は当初はデータ AI 庁、その後

はその傘下の National Data Management Office に監督機能が移行する予定とのことで

す。 

本法で保護される個人情報には、氏名、住所、電話番号等、個人を識別することので

きるデータが含まれます。本法は、他の国々で制定されている一般的な個人情報保護法

と同様に、一定の場合を除いて個人データを当該個人の同意なく収集・処理することを

禁止するものです。原則として、個人データはデータ主体からのみ直接に収集すること

ができ、収集した目的にのみ使用することが可能とされています。また、データ主体に

は、自己のデータを閲覧し、その収集及び処理の目的を知る権利や、自己のデータにア

クセスしてそのコピーを入手する権利が保障されます。本法はサウジアラビアの国内で

行われるすべての個人データ処理や、サウジアラビア国内のデータ主体に関してサウジ

アラビア国外で行われる個人データ処理に対して適用があるとされています。 
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本法の施行日から 1 年間は、本法を遵守するための体制を構築する猶予期間が与えら

れるとされていますが、本法の適用対象となる企業においては、時間的余裕を持って対

応を進めることができるよう、速やかに対応の検討を開始する必要があるとともに、今

後のより細かな規則等の制定の動きについて注視が必要です。 

 

 
 

 

14. 国際訴訟・仲裁：インド最高裁判所が SIAC 仲裁における緊急仲裁

判断をインド国内で執行可能と判示 

 

インド仲裁法（Arbitration and Conciliation Act, 1996）は、インドを仲裁地とする仲

裁において、仲裁廷が暫定措置（interim measures）を命じる権限があると規定し（17

条 1 項）、そのような仲裁廷による暫定措置命令につき、インド裁判所がインド国内に

おける執行を命じることができると定めています（同 2 項）。しかし、同条にいう暫定

措置命令に、緊急仲裁手続（emergency arbitration）における緊急仲裁人の判断が含ま

れるかについては、明確な言及がなく不明瞭なままとなっていました。 

インド最高裁は、2021 年 8 月 6 日、Amazon.Com NV Investment Holdings LLC v. 

Future Retail Limited & others の上告審において、インドを仲裁地とし、シンガポール

国際仲裁センター（SIAC）の仲裁規則の下で行われた緊急仲裁手続における緊急仲裁

判断が、インド仲裁法 17 条 1 項にいう暫定措置命令に含まれ、同 2 項に基づきインド

裁判所によりインド国内で執行可能である旨判示しました。 

さらに、同裁判所は、そのような仲裁廷による暫定措置命令につき、インド裁判所が

インド仲裁法 17 条 2 項に基づく執行命令を発令した場合、当該執行命令に対してさら

なる上訴は許されない旨判示しました。 

 

インド企業との紛争においては、しばしば多大な時間・費用を要するインドの国内裁

判手続を回避したいとの要請があります。しかし、これまでは緊急仲裁判断の執行可能

性が不明瞭であったために、緊急の暫定措置の申立てをしたい海外企業としては、イン

ド国内での執行力を確実に確保するためにはインドの国内裁判所に暫定措置の申立て

をせざるを得ず、結局インドの国内裁判手続に巻き込まれることがありました。 
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本判決は、インドにおける SIAC 仲裁規則下での緊急仲裁判断が、インド国内で執行

可能であることが明確となったのみならず、これについてのインド国内裁判所の執行命

令に対して上訴が許されないとされたことで、緊急仲裁判断のインド国内における迅速

な執行が確保される点でも、実務上の意義が大きい判決といえます。なお、本判決は

SIAC 仲裁規則の下での緊急仲裁手続に対する判断ですが、仲裁機関により結論が相違

する合理的理由は特に無いように思われるため、他の仲裁機関における緊急仲裁手続に

ついても同様に判断される可能性が高いと思われます。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『第 4670 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンス 

の基礎と実務上のポイント～レンダー及びスポンサーの双方の観 

点から解説～」』 

開催日時  2021 年 10 月 7 日（木）9:30～11:30 

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  『＜基礎を徹底解説＞マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベー 

ス・アプローチ』 

開催日時  2021 年 10 月 7 日（木）13:30～16:30 

講師    白根 央 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

➢ 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〜欧州（GDPR 対応雛形配布）・米国・アジア／ 

BRICs（タイ・ブラジル・中国・シンガポール・香港・フィリピン・ 

インド・インドネシア・ベトナム・マレーシア・韓国・台湾・ロシ 

ア）のデータ保護法〜』 

開催日時  2021 年 10 月 8 日（金）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『11.1 施行 個人情報保護法への企業人事・経営の備え』 

開催日時  2021 年 10 月 8 日（金）15:00～16:30 

講師    五十嵐 充 

主催    コチコンサルティング 

 

➢ セミナー  『米中の安全保障貿易管理の強化と日本企業への影響』 

開催日時  2021 年 10 月 11 日（月）14:30～17:00 

講師    石本 茂彦 

主催    日本ライセンス協会 関東研修委員会 
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➢ セミナー  『第 4673 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「公益通報者保護法 

に則った内部通報者制度の構築方法」』 

開催日時  2021 年 10 月 12 日（火）13:30～15:30 

講師    山内 洋嗣、山田 徹 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『CCPA 解説オンラインセミナー～GDPR・CCPA・CPRA の主要 

論点比較、CCPA 不遵守の警告レターが来た場合の実務対応を分か

りやすく解説～』 

開催日時  2021 年 10 月 13 日（水）8:30～10:00 

講師    田中 浩之 

主催    日本貿易振興機構（ジェトロ）サンフランシスコ事務所・ 

ロサンゼルス事務所 

 

➢ セミナー  『国土交通省出向、道路運送車両法改正に携わった講師による特別 

セミナー 自動運転・新しいモビリティ・MaaS の法制度 最新動 

向と法的留意点』 

開催日時  2021 年 10 月 18 日（月）13:30～15:30 

講師    佐藤 典仁、秋田 顕精 

主催    JPI（日本計画研究所） 

 

➢ 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知識～コロナ 

禍・市場環境変化を踏まえた財務戦略の検討のために～』 

開催日時  2021 年 10 月 20 日（水）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  『今、日本企業に求められる「ビジネスと人権」の実務対応 ～ウ 

イグル・ミャンマー等の最新動向も含めて～』 

視聴期間  2021 年 10 月 21 日（木）10:00～2021 年 12 月 21 日（火）17:00 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『【オンライン】Q&A で学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策』 

開催日時  2021 年 10 月 21 日（木）14:00～16:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 
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➢ セミナー  『新しいモビリティ・自動運転・MaaS の法制度の最新動向とビジ 

ネスへの活用〜国土交通省自動車局での法改正・規制対応経験を踏 

まえて具体的事例と将来の方向性を解説〜』 

開催日時  2021 年 10 月 27 日（水）10:00～12:00 

講師    佐藤 典仁、秋田 顕精 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『中国「反外国制裁法」Q&A ～日本企業が直面するリスクと留意 

点～』 

開催日時  2021 年 10 月 29 日（金）10:00～12:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『「再エネ電気」「環境価値」の取引の全体像と需要家・小売電気事 

業者の留意点 ～カーボンニュートラルを実現するために押さえて

おくべき重要なポイント～』 

開催日時  2021 年 10 月 29 日（金）14:00～17:00 

講師    木山 二郎、塩見 典大、日髙 稔基 

主催    株式会社 新社会システム総合研究所 

 

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

➢ 本     『Q&A 監査等委員会設置会社の実務〔第 2 版〕』（2021 年 9 月刊） 

  

出版社   株式会社商事法務 

著者    太子堂 厚子 

 

➢ 本     『フリーランスハンドブック（労働事件ハンドブックシリーズ）』 

（2021 年 9 月刊） 

  

出版社   株式会社 労働開発研究会 

著者    宇賀神 崇、川井 悠暉、松本 亮孝、澤 和樹、湯浅 哲、稲津 康太 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「＜日本私法学会シンポジウム資料 「機関設計」に関する規律の 

再検討＞5 指名委員会等設置会社の検証－モニタリングモデルを

志向する機関として適切か」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2271 

著者    邉 英基 

 

➢ 論文    「＜日本私法学会シンポジウム資料 「機関設計」に関する規律の 

再検討＞Ⅰ 機関設計－現行法の整理と問題提起」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2271 

著者    野村 修也 

 

➢ 論文    「実務問答会社法（55）株主提案と組織再編・自己株式取得」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2272 

著者    邉 英基 

 

➢ 論文    「中国最新法律事情（254）「データ安全法」について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.9 

著者    森 規光 

 

➢ 論文    「改訂 CG コードに基づく開示例の分析（1）ダイバーシティ・サ 

ステナビリティ」 

掲載誌   資料版商事法務 No.449 

著者    内田 修平、立元 寛人、木内 遼、伊奈 拓哉、福澤 寛人 

 

➢ 論文    「AI に関する EU 規則案の概要（上）――日本におけるアプローチ 

との比較」 

掲載誌   NBL No.1201 

著者    岡田 淳、桑原 秀明、蔦 大輔 

 

➢ 論文    「内部統制システム（最一小判平成 21・7･9）」 

掲載誌   別冊ジュリスト 会社法判例百選【第 4 版】 No.254 

著者    野村 修也 
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➢ 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    「法令解説 民法・不動産登記法を改正し所有者不明土地の活用に 

道開く」 

掲載誌   日経不動産マーケット情報 2021 年 9 月号（第 233 号） 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、西條 景、満木 瑛子、 

 吉田 達彦、鋤﨑 有里（共著） 

 

➢ 論文    「電力市場の環境と事業再生のポイント」 

掲載誌   月刊 研究開発リーダー 第 185 号 

著者    木山 二郎 

 

➢ 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 16 回 2020 年改正を踏まえたプライバシーポリシーの改 

訂（1）」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 9 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 

 

➢ 論文    「中国ビジネスQ&A 『データセキュリティ法と中国の国家安全』」 

掲載誌   日中経協ジャーナル 2021 年 9 月号 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 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）に関する制度について」 

掲載誌   週刊 経営財務 No.3520 

著者    白岩 直樹 

 

➢ 論文    「令和を展望する独禁法の道標 5 第 9 回 『市場画定の意義と方 

法 - 不当な取引制限・企業結合・私的独占・不公正な取引方法そ 

れぞれの考え方』」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    西本 良輔 
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➢ 論文    「知っておこう！法律について SNS お金・労働 ハラスメント」 

関連サイト 特定非営利活動法人キッズドア PDF 

著者    宇賀神 崇、伊佐次 文佳、井上 ゆりか、堀 裕太郎、須賀 裕哉、 

 八木 宏樹、山内 裕雅、山岡 孝太、小林 花梨、鋤﨑 有里、 

 小林 美智、佐藤 真澄、鈴木 彬史、福澤 寛人（監修） 

 

➢ 論文    「改正産競法によるバーチャルオンリー株主総会の概要」 

掲載誌   週刊金融財政事情 3415 号 

著者    白岩 直樹 

 

➢ 論文    「中国の輸出管理法の概要」 

関連サイト 日本貿易振興機構（ジェトロ） 

著者    石本 茂彦、鈴木 幹太、沈 暘 

 

➢ 論文    「中国の輸出管理体系と最近の動向」 

関連サイト 日本貿易振興機構（ジェトロ） 

著者    石本 茂彦、鈴木 幹太、沈 暘 

 

➢ 論文    「日本版 SPAC の導入と課題」 

掲載誌   MARR (Mergers & Acquisitions Research Report) 2021年 10月号 

著者    鈴木 克昌、五島 隆文（共著） 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！重要労働判例 - 第 287 回 山形県・県労委（国 

立大学法人山形大学）（不誠実な団体交渉になされた救済命令の適 

法性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報、労働法ナビ 

著者    平岡 優 

 

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

➢ MHM マイページを開設いたしました 

2021 年 9 月 10 日（金）、当事務所では、セミナー、ニュースレター、書籍・論

文、官公庁からの公表事項等に関する情報を一元的に収集・閲覧できるポータル

サイトとして、「MHM マイページ」を開設いたしました。 

MHM マイページは、ご登録いただければいつでもご利用いただけるオンライン

サービスです。 

 

≪MHM マイページでできること≫ 

①当事務所主催セミナーのお申込みや動画・資料の閲覧 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050057/20210913-090633.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2021/01/e92a59e82865d470.html
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2021/01/e92a59e82865d470.html
https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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・当事務所主催セミナーへのお申込み、お申込み後の変更・キャンセル 

・当事務所主催オンデマンド配信セミナーの動画視聴 

・当事務所主催セミナーで配布した資料の閲覧 

その他、当事務所主催セミナーに関して、当事務所の公式ウェブサイトに掲載さ

れていないコンテンツをご覧いただけます。 

 

②ニュースレターの配信登録・停止 

ニュースレターの配信登録・停止ができるほか、一覧やキーワード検索からバッ

クナンバーへアクセスいただけます。 

 

③関心分野に関する情報の一括収集・メール受信 

関心のある分野/キーワード/弁護士に関連するニュースレター/セミナー/著書・論

文/法務トピックスを、メールで定期的に受信するよう設定できるほか、MHM マ

イページのトップページや「お気に入り」ページに集約することができます。 

 

④今後もお役に立つコンテンツを増やしていく予定です 

 

ご登録・ご利用についての詳細はこちらをご覧ください。 

 

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

Law Business Researchが発行するWho’s Who Legal: Japan 2021の各分野別ラ

ンキングにて、当事務所の弁護士が以下の分野にて高い評価を得ました。 

 

Arbitration 

・関戸 麦 

・ダニエル・アレン 

 

Banking 

・佐藤 正謙 

・松村 祐土 

 

Capital Markets 

・佐藤 正謙 

・鈴木 克昌 

・尾本 太郎 

・根本 敏光 

・熊谷 真和 

 

https://mypage.mhmjapan.com/ja
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Competition 

・伊藤 憲二 

・宇都宮 秀樹 

・眞鍋 佳奈 

・高宮 雄介 

 

Construction & Real Estate 

・佐藤 正謙 

・諏訪 昇 

・小澤 絵里子 

 

Data 

・小野寺 良文 

・増島 雅和 

・田中 浩之 

 

Insurance & Reinsurance 

・増島 雅和 

 

Litigation 

・関戸 麦 

 

M&A and Governance 

・石綿 学 

・大石 篤史 

・松村 祐土 

・関口 健一 

 

Private Funds 

・竹野 康造 

・三浦 健 

・小澤 絵里子 

 

➢ ALB M&A Rankings 2021 にて高い評価を得ました 

Thomson Reuters が発行する ALB（Asian Legal Business）2021 年 9 月号の特

集記事 「M&A Rankings 2021」 にて、当事務所は日本の法律事務所として Tier 

1 に選ばれました。 

なお、Thailand においては、Chandler MHM（バンコクオフィス）が Tier 2 に選
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ばれております。  

 

➢ Euromoney's Banking, Finance & Transactional Law Expert Guide 2021 において

当事務所の弁護士が高い評価を受けました 

Euromoney が発行する Banking, Finance & Transactional Law Expert Guide 

2021において、当事務所の弁護士が以下の分野における Expertに選ばれました。 

詳細は Expert Guides のウェブサイトに掲載されております。 

 

・竹野 康造 – Investment funds 

・河井 聡 – Banking and finance, Mergers and acquisitions, Private equity 

・松井 秀樹– Corporate governance 

・三浦 健 – Investment funds 

・佐藤 正謙 – Banking and finance, Structured finance and securitisation 

・藤原 総一郎 – Restructuring and insolvency, Mergers and acquisitions 

・棚橋 元 – Private equity 

・丸茂 彰 – Banking and finance 

・植田 利文 – Structured finance and securitisation 

・石綿 学 – Mergers and acquisitions 

・小澤 絵里子 – Structured finance and securitisation 

・青山 大樹 – Banking and finance 

 

➢ asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて高

い評価を得ました 

asialaw Profiles による asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law 

firms and lawyers にて当事務所および当事務所のバンコクオフィス（Chandler 

MHM Limited）は Outstanding として紹介され、以下の分野で高い評価を得まし

た。 

また当事務所のヤンゴンオフィス（Myanmar Legal MHM Limited）も各分野で高

い評価を得ております。 

 

Japan 

Practice Areas 

Outstanding 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Competition/Antitrust 

・Construction 

・Corporate and M&A 
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・Dispute resolution 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Regulatory 

 

Highly Recommended 

・Intellectual property 

・Private equity 

・Restructuring and insolvency 

・Tax 

 

Industry Sectors 

Outstanding 

・Banking and financial services 

・Consumer goods and services 

・Energy 

・Real estate 

 

Highly Recommended 

・Media and entertainment 

 

Recommended 

・Infrastructure 

・Insurance 

・Technology and telecommunications 

 

Thailand  

Practice Areas 

Outstanding 

・Banking and finance 

・Corporate and M&A 

 

Highly Recommended 

・Construction 

・Labour and employment 

・Restructuring and insolvency 
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Recommended 

・Capital markets 

・Dispute resolution 

 

Industry Sectors 

Outstanding 

・Banking and financial services 

・Energy 

・Infrastructure 

 

Highly Recommended 

・Consumer goods and services 

・Industrials and manufacturing 

・Real estate 

 

Recommended 

・Aviation and shipping 

・Insurance 

・Technology and telecommunications 

 

Myanmar  

Practice Areas 

Highly Recommended 

・General business law 

 

Industry Sectors 

Highly Recommended 

・Energy 

 

Recommended 

・Infrastructure 

・Real estate 

 

➢ 当事務所の弁護士が asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms 

and lawyers にて高い評価を得ました 

asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて、

当事務所の弁護士および当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）

の弁護士が高い評価を得ました。 
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Japan 

Banking & Finance 

・Elite practitioner: 佐藤 正謙 

・Distinguished practitioner: 石川 直樹、青山 大樹 

・Notable practitioner:岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

 

Capital Markets 

・Elite practitioner: 鈴木 克昌 

・Distinguished practitioner: 尾本 太郎 

・Notable practitioner: 藤津 康彦、根本 敏光 

 

Competition & Antitrust 

・Distinguished practitioner: 伊藤 憲二 

 

Corporate M&A 

・Elite practitioner: 石綿 学 

・Distinguished practitioner: 棚橋 元、大石 篤史 

・Notable practitioner: 土屋 智弘、松村 祐土、戸嶋 浩二、松下 憲 

 

Dispute Resolution 

・Distinguished practitioner: 関戸 麦 

・Notable practitioner: 岡田 淳 

 

Energy 

・Distinguished practitioner: 小林 卓泰 

 

Intellectual property 

・Distinguished practitioner: 三好 豊 

・Notable practitioner: 田中 浩之 

 

Investment funds 

・Elite practitioner: 三浦 健 

・Distinguished practitioner: 竹野 康造、大西 信治 

 

Labour & Employment 

・Distinguished practitioner: 高谷 知佐子 
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Private equity 

・Elite practitioner: 石綿 学 

・Distinguished practitioner: 棚橋 元 

 

Real estate 

・Distinguished practitioner: 小澤 絵里子 

 

Restructuring & Insolvency 

・Elite practitioner: 藤原 総一郎 

・Distinguished practitioner: 稲生 隆浩 

 

Tax 

・Distinguished practitioner: 大石 篤史 

 

Thailand  

Banking & Finance 

・Elite practitioner: ジェッサダー・サワッディポン 

・Distinguished Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

・Notable practitioner: スパトラー・サターポンナーノン、デイビット・ベック

ステッド 

・Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

 

Corporate/M&A  

・Distinguished Practitioner: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Notable practitioner: 秋本 誠司 

 

Real estate 

・Rising Star: タナナン・タマキァット 

 

➢ ALB Japan Law Awards 2021 にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの国際的法律雑誌である ALB（Asian Legal Business）

による ALB Japan Law Awards 2021 において、当事務所は以下のカテゴリーに

て受賞しました。 

 

INDIVIDUAL CATEGORIES 

・Dealmaker of the Year： 鈴木 克昌 
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Firm Categories 

・Real Estate Law Firm of the Year 

・Tax and Trusts Law Firm of the Year 

 

Deal Categories 

・Debt Market Deal of the Year 

-  Loans and Preferred Stock Financing for Showa Denko’s Acquisition of Hitachi 

Chemical 

・Technology, Media and Telecommunications Deal of the Year 

-  NTT's Acquisition of NTT Docomo 

 

➢ 大西 敦子 弁護士が入所しました 

（大西 敦子 弁護士からのご挨拶） 

初秋の候、益々ご清祥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 ホーチミンオフィスにて執務させていただく

こととなりました、大西 敦子と申します。 

前職では、コーポレート／M&A、訴訟・紛争解決、労働法務を中心として、企業

法務全般に従事してまいりました。森・濱田松本法律事務所 ホーチミンオフィ

スにおきましても、これまでの経験を活かしつつ、研鑽を積み、クライアントの

皆様のお役に立てるよう全力を尽くす所存です。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。 

 

➢ 鈴木 克昌 弁護士が「SPAC 制度の在り方等に関する研究会」メンバーに就任し

ました 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が特許庁 令和 3 年度産業財産権制度問題調査研究（オープン

イノベーションを促進するための契約ガイドラインに関する調査研究）に関する

委員会委員に就任しました 

 

➢ 末岡 晶子 弁護士が経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合

専門委員に就任しました 

 

➢ 栗原 宏幸 弁護士がアジア太平洋法律家協会（LAWASIA）Taxation & Customs 

Committee 役員に就任しました 

 

➢ 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 

 



 
 

   Client Alert 
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➢ 河井 聡 弁護士が第一東京弁護士会国際仲裁に関する委員会 委員に就任しまし

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 


