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2021 年 11 月号（Vol.95） 

1. はじめに

2. 知的財産法：文化審議会著作権分科会における「簡素で一元的な権利処理方策」

の審議状況

3. 競争法／独禁法：公取委、モバイル OS 等に関する実態調査の開始

4. エネルギー・インフラ：再エネ価値取引市場の制度設計案の公表について

5. 労働法：過労死等防止対策白書の公表について

6. 会社法：全株懇、株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルを改正

7. 危機管理：消費者庁、「公益通報者保護法に基づく指針の解説」を公表

8. 一般民事・債権管理：「行政不服審査法の改善に向けた検討会 中間取りまとめ」

についての意見募集の開始

9. M&A：中小企業庁、中小 M&A 実施後の経営統合に関する指針策定へ

10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、「ソーシャルボンドガイドライン」を策定

11. 税務：国税庁、短期退職手当等 Q&A を公表

12. 中国・アジア（ベトナム）：電子商取引業に関する政令の改正

13. 新興国（南アフリカ）：競争当局が公共の利益のみを根拠に企業結合の禁止を

命じた初の事例に関する続報（競争裁判所が条件付きで認容）

14. 国際訴訟・仲裁：仲裁法の改正に関する要綱案

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 11 月号（Vol.95）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：文化審議会著作権分科会における「簡素で一元的な権利

処理方策」の審議状況

本年 9 月 22 日から 10 月 14 日までを意見募集期間として、「簡素で一元的な権利処

理に係る具体的検討に当たっての論点」（「本論点整理」）について意見募集が行われま

した。「簡素で一元的な権利処理方策」とは、DX 時代を迎え、コンテンツの創作、流通、

利用のそれぞれの場面でデジタル化・ネットワーク化の影響を大きく受けているところ、

通常市場に流通していない作品や一般ユーザーが創作した作品等著作権者へのアクセ

スが難しく著作権の処理が困難になりやすいコンテンツを利用場面等に即して簡素で

一括的に権利処理できることを目指すというものです。 
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本論点整理では、①目指すべき方向性と留意すべき点、②想定される場面、③具体的

な方策に分けて論点整理がなされております。 

①目指すべき方向性と留意すべき点としては、利用円滑化による対価還元の創出や増

加が新たな創作活動につながるという「コンテンツ創作の好循環」の最大化を目指すと

した一方で、一つの方策で解決できるものではないことから、実現可能な時間軸を考慮

しつつ、効果的な方策を組み合わせて実現することとし、一定の項目について留意すべ

きとされています。 

    ②今回の措置が必要とされる場面（特に、利用の促進による新たな対価の創出が期待

される場面）としては、次のような場合を想定することができるとされています。 

・ 過去の放送番組や舞台公演、過去に出版された書籍・雑誌に掲載された挿絵や写真

等のデジタルアーカイブ・配信 

・ 権利者不明又は権利者に連絡をとることができないこと等により利用許諾が得られ

ないコンテンツの活用 

・ 著作権の相続等により複数の権利者がおり、全員の利用許諾を得ることができない

ために利用に至らないコンテンツ 

・ UGC（一般ユーザーが創作する作品）等のデジタルコンテンツのインターネット配

信等の二次利用 

・ 授業目的の複製・公衆送信に係る権利制限規定の範囲を超える利用（教職員研修や

生涯学習等） 

 ③具体的な方策としては、(1)権利情報データベースの構築、集中管理の促進、(2)分

野を横断する一元的な窓口組織による権利者探索等、(3)いわゆる拡大集中許諾制度によ

る権利処理、(4)UGC 等のデジタルコンテンツの利用促進、(5)現行の裁定制度の改善、

(6)その他に分けて整理がなされています。 

上記意見募集に際しては、98 件にも及ぶ意見が寄せられました。来年以降の著作権

法の改正も視野に入れて、年内には、これらの意見も踏まえた中間まとめが公表される

予定です。 

コンテンツホルダー等の権利者及び利用者いずれの立場からも、今後もその動向に注

視をする必要があるといえます。 

 

 

 

  

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、モバイル OS 等に関する実態調査の開始 

 

2021 年 10 月 6 日、公取委は、新規のデジタル分野の実態調査として、モバイル OS

等を対象とした実態調査（「本調査」）を開始することを公表しました。公取委は、これ

までデジタル分野における実態調査としてオンラインモール・アプリストア、デジタル

広告、クラウドサービスの調査等を行ってきており、本調査はそれらに続くものとなり

ます。 

本調査の背景としては、スマートフォンが生活必需品となった今日において、モバイ

ル OS やアプリストア等の流通ルートが、スマートフォンを通じて提供されるアプリや

サービス等の提供に必須となっていることが挙げられます。公取委の事務総長は、モバ

イル OS・アプリストア市場や、スマートフォン上やスマートフォン周辺で提供される

サービス等の市場の競争環境を整備するために、これらの流通ルートにおける競争の実

態を把握することが極めて重要であると述べています。本調査は、事業者へのヒアリン

グや消費者アンケート等の手段を用いて行われます。 

モバイル OS を巡る競争環境については、近時、国内外で様々な動きがあります。内

閣に設置されたデジタル市場競争会議では、インフラ的な役割を持つ OS がデジタル市

場の競争環境に与える影響の精査が提案されており、本調査もこうした流れを受けたも

のといえます。2021 年 9 月には、公取委が、モバイル OS 上のアプリストアにおける

音楽・電子書籍等のデジタルコンテンツの販売等について、課金方法をモバイル OS 事

業者が指定する方法に制限し、アウトリンクを禁止していたこと等について、モバイル

OS 事業者からの自主的な改善措置の申出を受け、長期にわたって行っていた調査を終

了したことを公表しました。ほぼ同時期に、米国では、モバイル OS 事業者に対する訴

訟において、モバイル OS 事業者が、モバイル OS 向けにアプリを提供する事業者に対

し、外部の決済システムへの誘導を制限していることについて、反競争的であるとして

改善命令が出されています。また、韓国では、モバイル OS 事業者が開発者に対して自

社のアプリ内決済システムの利用を義務付けることを禁ずる法改正が行われています。 

本調査の結果は、モバイル OS・アプリストアの製作・運営に携わる事業者のみでは

なく、それらを利用する事業者においても、競争法上の問題点を把握して適切な取引条

件を設定することに資するものとなると思われるため、注目すべきといえます。 

 

 

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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4. エネルギー・インフラ：再エネ価値取引市場の制度設計案の公表につ

いて 

 

2021 年 10 月 12 日、電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会の第 6 次中間と

りまとめ案（「本中間整理案」）が公表され1、再エネ価値取引市場の制度設計が整理さ

れました。 

(1) 再エネ価値取引市場について 

再エネ価値取引市場は、従来の非化石価値取引市場の見直しの一環として検討が進

められてきたものです。すなわち、非化石価値取引市場については、証書の利便性向

上や需要家のアクセス環境の更なる改善を求める声が多く寄せられてきたことを踏

まえ、(i)従来同様、小売電気事業者の高度化法上の非化石電源比率目標の達成を後押

しすることを目的とした市場（高度化法義務達成市場）と、(ii)需要家も市場参加を可

能とする再エネ価値の取引市場の二つに市場を分ける方向で見直しが検討されてき

ました。再エネ価値取引市場はこの後者に当たるもので、需要家の電力の再エネ価値

に対するアクセス環境の改善・利便性の向上を目的に、需要家も参加者に含めた自主

的な再エネ価値の取引の場とすることが目指されています。 

(2) 制度設計案について 

本中間整理案では、再エネ価値取引市場の主な課題・論点として、①証書の性質、

②取引頻度・価格、③需要家の要件、④仲介業者の要件、⑤証書の有効期限、⑥売れ

残りの証書の取扱いといった点が挙げられています。以下では、このうち①～③の点

について、本中間整理案で示された制度設計の方向性の概要をご紹介します。 

① 証書の性質 

再エネ価値取引市場では、従来の非化石価値取引市場の取引対象である 3 つの

証書のうち、FIT 証書（再エネ指定）が取引対象とされます（残りの非 FIT 証書

（再エネ指定）と非 FIT 証書（指定なし）は高度化法義務達成市場の取引対象と

なります。）。もっとも、本中間整理案ではさらに進んで、将来的には、あらかじ

め特定の電源や産地と紐付けられた「電源証明型」の証書を取引対象とすること

を目指すものとされ、現在実証中のトラッキングや、FIT 制度下での小売買取・

再エネ特定卸供給等との関係性について早期に検討を深めていくこととされて

います。 

② 取引頻度・価格 

価格の決定方法と取引頻度については、当面の間は従来の FIT 非化石取引市場と

同様、マルチプライスオークションを採用し、年 4 回オークションを開催する

こととされています。他方、価格水準については、安価な取引を求める需要家の

アンケート結果に加え、類似制度の価格への影響、高度化義務達成市場の価格動

向、FIT 賦課金の低減効果等も踏まえて検討が行われ、従来の FIT 証書の最低価

 
1 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/058_03_00.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/058_03_00.pdf
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格が 1.3 円/kWh とされているのに対し、取引開始当初の暫定措置として 0.3 円

/kWh の最低価格を設定するものとされています。 

③ 需要家の要件 

上記の再エネ価値取引市場の創設目的を踏まえ、取引機会の公平性確保の観点か

ら、取引に参加できる需要家の要件は徒に厳格なものとせず、幅広い需要家に市

場参加を認める方向性が打ち出されています。具体的には、JPEX の取引資格の

取得要件を満たすことを最低限の条件としつつ、例えば、国内の法人格を有する

ことを追加的な参加資格として定めることで、JEPX において検討を進めること

とされています。 

本中間整理案は現在パブリックコメント手続中であり、意見募集期間は 11 月 11 日ま

でとされています。また、本中間整理案を踏まえた試行的取引も 11 月中に予定されて

おり、その結果を踏まえ、さらに詳細な検討が進められるものと思料されます。そのた

め、関心を持つ事業者においては、こうした動向を引き続き注視していくことが重要と

考えられます。 

 

 

 

5. 労働法：過労死等防止対策白書の公表について 

 

2021 年 10 月 26 日、政府は、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和 2 年度 我が

国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」（「本

過労死等防止対策白書」）を閣議決定しました。「過労死等防止対策白書」は、過労死等

防止対策推進法の 6 条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書であり、今回のもの

で 6 回目となります。 

本過労死等防止対策白書は、「過労死等」に関する白書となりますが、「過労死等」と

は、業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、業務にお

ける強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、死亡には至らないが、

これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害を総称するものとなります。 

また、本過労死等防止白書は、①労働時間やメンタルヘルス対策等の状況、②過労死

等の現状、③過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更、④過労死等をめぐる調

査・分析結果、⑤過労死等の防止のための対策の実施状況を内容としております。 

具体的には、(a)Client Alert 2021 年 9 月号（Vol.93）にて記載した、2021 年 7 月 30

日になされた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」の変更経緯やその内容、(b)新型コロナウイルス感染症の影響を含む、企業

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 

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
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における過労死等防止対策の推進に参考となる調査研究結果、(c)長時間労働の削減やメ

ンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援等、昨年度の取組

を中心とした労働行政機関等の施策の状況、(d)企業でのメンタルヘルス対策や勤務間イ

ンターバル制度の導入等、過労死等防止対策のための取組事例についても記載されてお

ります。 

本過労死等防止対策白書の公表のみならず、Client Alert 2021 年 10 月号（Vol.94）に

て記載した過労死認定基準の改正等、過労死等に関する環境が変化し、視覚化されてお

りますので、企業としては、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：全株懇、株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルを

改正 

 

2021 年 10 月 22 日、全国株懇連合会（「全株懇」）は、「株主総会資料の電子提供制度

に係る定款モデルの改正について」（「本改正」）を公表しました。本改正は、会社法改

正により株主総会資料の電子提供制度（会社法 325 条の 2 等）が、2022 年中に施行さ

れる予定であることを踏まえ、定款モデルを改正するものです。 

本改正は、現行定款モデル 15 条のインターネット開示の規定を削除し、同条 1 項に、

電子提供措置をとる旨の規定が新設するとともに、同条 2 項として電子提供措置事項の

うち法務省令に定めるものの全部又は一部を書面交付請求株主への交付書面に記載す

ることを要しないこととする旨の規定を新設する内容となっています。電子提供措置を

とる旨の定款の定めについては、みなし定款変更（会社法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（「整備法」）10 条 3 項）が用意されていますが、

実務上は、交付書面の記載省略に関する定めの新設、及びインターネット開示に関する

定めの削除に関する定款変更決議を行う際に、併せて株主総会決議に基づき定款変更を

行うことが想定されます。 

電子提供制度の施行日を定める政令はいまだ公表されていませんが、現在、2022 年 9

月 1 日を施行日とする方向で検討が進められているといわれています。整備法 10 条 3

項は、電子提供制度による株主総会につき、施行日後 6 ヶ月の猶予期間を設け、電子提

供制度の施行日から 6 ヶ月以内の日を株主総会日とする株主総会を招集する場合は、改

正前会社法に従うこととしているため、2022 年 9 月 1 日が施行日となった場合、2023

年 3 月総会から、電子提供制度が本格的に適用されることになります。そのため、電子

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/00050209/20211005-024828.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050209/20211005-024828.pdf
mailto:taichi.arai@mhm-global.com
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提供制度施行後最初の株主総会が、2023 年 3 月以後（施行日から 6 ヶ月経過後）に開

催される場合には、当該株主総会から電子提供制度が適用されるため、電子提供制度施

行に伴う定款変更は、電子提供制度施行前の株主総会、すなわち 2022 年の定時株主総

会等で付議しておくことが望ましいと考えられます。定款モデルでは、その場合に必要

となる定款変更の効力発生日に関する附則も紹介されています。 

また、法務省は、10 月 21 日付で、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正

する省令案」（本省令案）に関するパブリックコメントを開始しました。本省令案は、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸

借対照表及び損益計算書に表示すべき事項を、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制

度の対象とするため、会社法施行規則及び会社計算規則の改正を行うものであり、新型

コロナウイルス感染症の拡大を受けた時限措置として 2020 年 5 月に初めて導入され、

その後失効していた法務省令と同様の拡充措置について、公布の日から 2023 年 2 月 28

日までを対象期間として、改めて拡充措置を導入しようとするものです。本省令案が公

布・施行されれば、電子提供制度の本格的な適用開始まで、ウェブ開示の拡充措置が継

続されることになります。 

各社は、今後、電子提供制度の施行日の正式な決定も見据え、定款変更議案の株主総

会への上程のスケジュールについて検討し、電子提供制度の適用開始に向けた準備を進

める必要があります。また、並行して、ウェブ開示の拡充措置の利用の要否についても、

併せて検討することが有用と考えられます。 

 

＜参考資料＞ 

全国株懇連合会：「株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの改正について」（2021

年 10 月 22 日） 

study_2021_05.pdf (kabukon.tokyo) 

法務省：「『会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」 

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集｜e-Gov パ

ブリック・コメント 

 

 

 

  

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.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2021_05.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0
mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
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7. 危機管理：消費者庁、「公益通報者保護法に基づく指針の解説」を公

表 

 

2021 年 10 月、消費者庁は、「公益通報者保護法に基づく指針（令和 3 年内閣府告示

第 118 号）の解説」を公表しました。 

本解説は、2022 年 6 月 1 日に向けて施行準備が進められている改正公益通報者保護

法について 2021 年 8 月に公表された指針に詳細な解説を加えるものであり、指針の項

目ごとに、①指針の本文、②指針の趣旨、③指針を遵守するための考え方や具体例及び

④その他の推奨される考え方や具体例が分けて記載され、非常にわかりやすい内容と

なっています。 

例えば、利益相反の排除に関する措置については、まず、その内容（①）と趣旨（②）

が簡潔に述べられています。そのうえで、事案に関係する者を調査等の担当からはずす

こと、事案に関係する者であることが後から判明した場合にはその段階で担当からはず

すことが原則必要であるとともに、一定の場合に例外的な取扱いが許され得ることが示

されつつ（③）、「事案に関係する者」の範囲を内規で具体的に例示すること等が望まし

い（④）とされています。 

また、範囲外共有等の防止に関する措置についても、同様に、その内容（①）と趣旨

（②）が簡潔に述べられています。そのうえで、事業者の労働者及び役員等が範囲外共

有を行うことを防ぐための措置として、通報事案に係る記録・資料を閲覧・共有するこ

とが可能な者を必要最小限に限定するとともに、その範囲を明確に確認し（③）、通報

事案の調査時においては、公益通報者を特定させる事項を伝達する範囲を必要最小限に

限定することは当然とし、伝達する相手にはあらかじめ秘密保持を誓約させる等、公益

通報者を特定されないよう、調査の方法に十分配慮することが望ましい（④）とされて

います。 

上記のとおり、本解説は、指針に沿った対応をとるために必要又は望ましい取組を具

体的に検討及び例示しているため、各企業が公益通報者保護法の施行に向けて準備を行

うに際して、非常に有益なものといえます。 

 

 

 

  

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

アソシエイト 今泉 憲人 
 03-6266-8937 

 kazuhito.imaizumi@mhm-global.com 
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8. 一般民事・債権管理：「行政不服審査法の改善に向けた検討会 中間

取りまとめ」についての意見募集の開始 

 

2021 年 5 月 26 日、2016 年 4 月に施行された改正行政不服審査法（「改正行政不服審

査法」）の附則 6 条に基づき、同法の施行状況及びその課題・改善の方向性等の検討を

行うため、「行政不服審査法の改善に向けた検討会」（「本検討会」）が設置されました。

そして、2021 年 10 月 26 日、本検討会の検討結果を中間的に取りまとめた「行政不服

審査法の改善に向けた検討会 中間取りまとめ」（「本中間取りまとめ」）が公表され、同

年 11 月 24 日までの間、意見募集が実施されています。 

本中間取りまとめにおいては、改正行政不服審査法の狙いであった(1)迅速な救済、(2)

制度の活用促進、及び(3)公正性の向上の 3 つのポイントに関する各制度の運用状況の

評価及び見直しの方向性が示されています。かかる評価の中においては、改正行政不服

審査の制度の運用状況等に関する種々の課題が指摘されていますが、本中間取りまとめ

においては、これらの課題の背景には、法改正の狙いや目標・制度趣旨に沿った運用が

徹底できていない、あるいは、具体の対応にそれらが活かされていないという共通的な

要因があると指摘されており、そのような共通的要因に対処するため、以下の 5 つの事

項について、特に積極的な改善を図るべきとされています。 

 

① 審理手続の担い手の確保・育成 

② 不服申立てに関わる各主体の体制の整備 

③ 運用マニュアルに沿った手続の徹底 

④ 国民に対する情報提供及び審査庁・処分庁間の連携の推進 

⑤ 行政不服審査会等の答申における付言の活用 

 

また、本中間取りまとめにおいては、改正行政不服審査法の改正時の主要論点ではな

かったものの、(1)不当性審査の明確化や(2)オンライン手続の推進も課題として挙げら

れており、最終報告までの間において、引き続き検討されることが予定されています。 

今後、本検討会においては、2021 年内に最終報告が取りまとめられることが予定さ

れておりますが、上記のとおり、本検討会における制度の運用状況等に関する検討は、

改正行政不服審査法附則 6 条に基づいて実施されたものであり、同附則によれば、かか

る検討結果に基づき、「所要の措置を講ずる」ものとされております。したがって、本

検討会の最終報告の内容は今後の行政不服審査の手続の運用に影響を与える可能性が

高く、引き続き本検討会における議論の動向については注視しておくことが重要と考え

られます。 

 

 

パートナー 木山 二郎 

 03-6266-8778 

 jiro.kiyama@mhm-global.com 
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9. M&A：中小企業庁、中小 M&A 実施後の経営統合に関する指針策定

へ 

 

中小企業庁は、2021 年 10 月 5 日、既存の事業承継ガイドライン改訂検討会の下に新

設した「中小 PMI ガイドライン（仮称）策定小委員会」の第 1 回会合を開催しました。

同小委員会は、中小企業を当事者とする M&A（「中小 M&A」）において、M&A 実施後の

経営統合（PMI：Post Merger Integration）に対する認識不足やリソース確保が不十分な

ため、実際に事業成長へとつなげられていないという課題を踏まえて、中小 M&A にお

いて望まれる PMI の在り方及び PMI の進め方を示すべく、中小 M&A における PMI に

関する指針を策定するために設置されたものです。 

第 1 回の同小委員会議事要旨によれば、第 1 回会合では、ガイドライン策定の検討に

当たって特に考慮すべき中小企業の特性や M&A の実施形態、ガイドラインの対象とす

る PMI の射程、統合・発展のプロセスで検討すべき事項等について議論され、出席者

からは、事業会社の PMI 事例を盛り込みながらガイドラインを作成することの提案も

なされたとのことです。同小委員会は、2022 年 2 月頃までに計 5 回の会合を開催した

上、ガイドラインを取りまとめる予定です。 

中小 PMI に関するガイドラインの策定により、中小企業において PMI を円滑に遂行

しやすくなり、中小 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：金融庁、「ソーシャルボンドガイドライン」

を策定 

 

2021 年 10 月 26 日、金融庁はソーシャルボンドガイドラインを確定・公表しました

（「本ガイドライン」）。 

近年、国内外の債券市場において、ソーシャルボンド、すなわち社会的課題の解決に

貢献するソーシャルプロジェクトに資金使途を限定した債券の発行が拡大しています。

本ガイドラインは、ソーシャルボンドに関して、国際資本市場協会が策定した「Social 

Bond Principles」（「ICMA 原則」）との整合性に配慮しつつ、我が国の状況に即した、実

務担当者が具体的対応を検討する際の実務指針として定められたものです。 

本ガイドラインでは、(1)調達資金の使途について、調達資金の充当先となる適格な

ソーシャルプロジェクトは、特定の社会的課題に対し明確な社会的な効果を有するべき

パートナー 大石 篤史 
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であるとし、社会的な持続可能性に関する自らの包括的な目標、戦略、方針等（中期経

営計画、サステナビリティ戦略、CSR 戦略等）を踏まえた上で特定することが望まし

いとしています。また、ソーシャルプロジェクトの例として、ICMA 原則に挙げられて

いる例に加え、SDGs アクションプラン等及び国内外における民間企業等によるソー

シャルボンドの発行事例等を踏まえて例を追加で示しています。 

また、(2)プロジェクトの評価と選定のプロセスについては、ソーシャルボンドを通じ

て実現しようとする社会的な目標及び当該目標にソーシャルプロジェクトが合致する

と判断する際のプロセスの概要を事前に投資家に説明すべきであり、また、ソーシャル

プロジェクトの評価・選定の規準（Criteria）についても、事前に投資家に説明すること

が望ましいとしています。さらに、(3)調達資金の管理については、償還までの間、ソー

シャルプロジェクトへの充当額が調達資金と一致若しくは上回るようにする、又は充当

額と未充当資金の額の合計額が調達資金の合計額と整合するよう、1 年に 1 回以上確認

すべきである、(4)ソーシャルボンド発行後、調達資金の使用状況に関する情報（各プロ

ジェクトへの充当額、各プロジェクトがもたらすことが期待される社会的な効果、未充

当資金がある場合の金額・充当予定時期・未充当期間の運用方法等）について、1 年に

1 回以上（大きな状況の変化があった場合にはその都度）ウェブサイト等で開示すべき

であるとしています。 

本ガイドラインは法的拘束力を有するものではありませんが、国内のソーシャルボン

ドの発行の際の実務的ガイドラインとして、今後は本ガイドラインの内容を踏まえた投

資家への開示等がなされることが期待されます。 

 

 

 

11. 税務：国税庁、短期退職手当等 Q&A を公表 

 

令和 3 年度税制改正により、役員等に該当しない従業員が支払を受ける短期退職手当

等に関して、いわゆる 2 分の 1 課税（収入金額から退職所得控除額を控除した残額の 2

分の 1 を所得金額とする制度）が部分的に適用されなくなるところ、国税庁は、2021

年 10 月に、かかる短期退職手当等に関する Q&A（「本 Q&A」）を公表しました。本 Q&A

の内容は多岐にわたりますが、その概要は以下のとおりです。 

まず、上記改正は、「収入すべきことが確定した日」が 2022 年 1 月 1 日以降である

場合に適用されるところ、退職手当等については、原則として、退職手当等の支給の基

因となった退職の日が「収入すべきことが確定した日」となり、2021 年 12 月 31 日以

パートナー 鈴木 克昌 
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前に退職した使用人に対して支払う退職手当等については、改正前の法令の適用を受け

ることが明らかにされています（本 Q&A の Q2）。 

また、短期退職手当等の判定基準となる「短期勤続年数」への該当性について、原則

として、退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の

日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等以外の者として勤務した期間により計算し

た年数が 5 年以下か否かにより判定するとされています（本 Q&A の Q3）。そして、短

期退職手当等に該当するものについては、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除

額を控除した残額のうち、300 万円を超える部分については、2 分の 1 課税が適用され

ないことになります（本 Q&A の Q6）。 

 

＜参考資料＞ 

短期退職手当等 Q&A（https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf） 

 

 

 

12. 中国・アジア（ベトナム）：電子商取引業に関する政令の改正 

 

ベトナムでは、2021 年 9 月 25 日、電子商取引業（e-commerce）に関する政令（Decree 

No.52/2013/ND-CP：「旧政令」）を改正する政令（Decree No.85/2021/ND-CP：「新政令」）

が公布され、2022 年 1 月 1 日より施行が予定されています。 

新政令では、電子商取引業に関わる事業者等に対する規制が拡充・詳細化されていま

すが、特に海外事業者に影響を及ぼし得るポイントとして、新政令下で規制対象となる

海外事業者の範囲（下記(1)）及び海外事業者に対する規制の概要（下記(2)）を紹介し

ます。 

 

(1) 新政令下で規制対象となる海外事業者の範囲 

旧政令では、規制対象となる海外事業者の範囲は、「ベトナムでの投資活動、支店・

駐在員事務所の設立又はベトナムのドメイン名を使用したウェブサイトの開設を通

じてベトナムに存在する商人・組織」と規定されていたところ、新政令では海外事業

者の範囲が大要以下のとおり変更されており、必ずしもベトナムと直接的な関わりを

有しない海外事業者であっても規制対象に含まれ得ることとなります。 

 

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhm-global.com 

アソシエイト 緒方 航 

 03-5220-1838 

 ko.ogata@mhm-global.com 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf
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① 電子商取引サービスを提供するためのウェブサイト2のうち以下のいずれかを満

たすものを運営する海外の商人・組織 

(i) ベトナムのドメイン名が使用されているもの 

(ii) ベトナム語表記がなされているもの 

(ii) ベトナムにおける取引数3が年間 10 万件以上であるもの 

② ベトナムの電子商取引プラットフォームで商品を販売する海外の商人・組織 

 

(2) 海外事業者に対する規制の概要 

旧政令では、海外事業者のみに向けられた規制は特段規定されていなかったところ、

新政令では海外事業者に対する規制内容が明記されています。 

とりわけ、電子商取引サービスを提供するための一定のウェブサイトを運営する海

外の商人・組織（上記(1)①）については、例えば、(i)ベトナムにおける電子商取引活

動の当局への登録義務や(ii)ベトナムでの駐在員事務所の設立又は権限ある代表者の

登録義務等が課されており、ベトナムに拠点を有しない外国事業者にとっては相応の

負担となり得る点に留意を要します。 

 

また、新政令の適用対象となる海外事業者は、上記のような海外事業者のみを対象

とする規制のみならず、海外事業者以外にも適用される各種規制の適用も受けると考

えられます。例えば、 新政令上、（海外事業者であるか否かを問わず）電子商取引プ

ラットフォームを運営する者については、以下を含む一定の義務が課される点に留意

を要します。 

 

(a) 法令違反の商品・サービスに関する情報を当局の要請を受けた後 24 時間以内

に削除する義務 

(b) 法律違反を行っている又はその兆候がある者に関する情報を発見又は受領し

た場合に当局に報告する義務 

(c) 当局が推奨するキーワードを頻繁に更新し、そのキーワードを使用した商

品・サービスに関する情報をウェブサイト上で公開する前にフィルタリング

する義務 

(d) 法律違反を行う者について当局からの要請に応じオンラインで情報提供する

ための窓口を設置する義務 

(e) 海外販売者が提供する商品・サービスに関する消費者の苦情を海外販売者を

代理して解決し、当該海外販売者がベトナム法に基づいて果たすべき納税義

務が果たされるよう電子商取引プラットフォームで商取引が行われる際に通

知する義務 

 
2 他の商人、組織又は個人が取引の促進、商品の販売又はサービスの提供を行うための環境を提供する

ウェブサイトをいい、電子商取引プラットフォーム等が含まれます。 
3 (a)新政令に基づいて商人・組織が提出した任意の報告書、(b)ベトナムの管轄当局（税関当局、インター

ネット規制当局、銀行、税務当局を含みます。）の公式統計報告書、(c)関連管轄当局によって検証可能

な、入手可能又は公表された情報・報告書の各情報源に基づいて算定することとされています。 
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本レターに記載したもののほか、新政令では、一定の要件を満たすソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（例えば、利用者が商品・サービスの売買に関する情報を掲載

することができる売買セクションを有するもの等）が電子商取引プラットフォームに含

まれることが明記される等、電子商取引に関する規制範囲・内容ともに拡充されており、

何らかの形でベトナムが関連する電子商取引業に関与される際には、規制の適用可能性

及びその内容について事前に精査することが望ましいといえます。 

 

 

 

13. 新興国（南アフリカ）：競争当局が公共の利益のみを根拠に企業結合

の禁止を命じた初の事例に関する続報（競争

裁判所が条件付きで認容） 

 

Client Alert 2021 年 7 月号（Vol.91）にてご紹介したとおり、南アフリカ競争委員会

（Competition Commission）は、本年 6 月、ECP Africa 4を買主、Grand Parade 

Investments5を売主、Burger King South Africa（「BKSA」）等を対象企業とする株式取

得による買収取引（「本件取引」）に対し禁止決定を命じました。 

この競争委員会の決定は、本件取引が、競争制限効果は認められないものであるにも

かかわらず、本件取引の実行により、BKSA に対する HDP の持分比率を低下（68%→

0%）させる点で「公共の利益」（Public Interest）を阻害することを根拠とするもので、

「公共の利益」のみを理由に企業結合の禁止を命じた初の事例であり、当事者のみなら

ず現地の M&A 取引に実務上重大なインパクトを及ぼすものとして注目されていました。 

競争委員会の決定を受け、本件取引の当事者は、競争委員会その他関係者との協議も

踏まえて、「公共の利益」保護のためのいくつかの条件を定めることにより、本件取引

 
4 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。 
5 南アフリカの上場会社であり「歴史的に差別されてきた者」（Historically Disadvantaged Persons。

「HDP」）の地位強化を目的とする投資会社。 

パートナー 江口 拓哉 

 +84-28-3622-2601（ホーチミン） 

 03-5223-7745（東京） 

 takuya.eguchi@mhm-global.com 

パートナー 岸 寛樹 

 03-6266-8592（東京） 

 hiroki.kishi@mhm-global.com 

パートナー 西尾 賢司 

 +84-28-3622-2602（ホーチミン） 

 kenji.nishio@mhm-global.com 

アソシエイト 川上 愛 

 +84-28-3622-2603（ホーチミン） 

 ai.kawakami@mhm-global.com 

アソシエイト 大西 敦子 

 +84-28-3622-2614（ホーチミン） 

 atsuko.onishi@mhm-global.com 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048358/20210705-121939.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048358/20210705-121939.pdf
mailto:takuya.eguchi@mhm-global.com
mailto:hiroki.kishi@mhm-global.com
mailto:kenji.nishio@mhm-global.com
mailto:ai.kawakami@mhm-global.com
mailto:atsuko.onishi@mhm-global.com
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の禁止決定を再検討するよう、競争裁判所（Competition Tribunal）に対し申立てを行っ

たところ、競争裁判所は、2021 年 9 月 17 日付で、本件取引の実行を条件付きで承認し

ました。競争裁判所が承認した条件は多岐にわたりますが、主要なものを紹介すると以

下のとおりです。 

 

⚫ 南アフリカにおいて最低 5 億ランドの投資を行うこと 

⚫ 南アフリカにおける Burger King 店舗を 90 店舗から最低 150 店舗まで増やすこ

と 

⚫ 1,250 人以上の HDP 正社員を雇用し、HDP 正社員に対する給料総額を 1.2 億ラ

ンド以上増やすこと 

⚫ 現地調達割合を増加させ、サプライヤー開発に関する B-BBEE スコア6を向上さ

せること 

⚫ 従業員向け持株プログラム（ESOP）を創設し、BKSA の持分 5%を保有させる

こと 

⚫ BKSA が保有する食肉工場を第三者に譲渡すること 

⚫ 本件取引を理由とする従業員削減を行わないこと 

 

今回の競争裁判所による条件付きでの本件取引承認は、M&A 取引によって、企業結

合の対象企業の株主に占める HDP 比率が減少する場合でも、そのことのみを理由とし

て、M&A 取引が競争法上禁止されるものではないという従前の一般的な考え方に整合

するものとして支持されているように考えられます。 

もっとも、競争制限効果のない M&A 取引について「公共の利益」のみを理由として

M&A 取引が禁止されることがあるのか、また、その際、5 つの「公共の利益」に関する

指標7が具体的にどのように判断されるかについては、いまだ明確な法的枠組みは示さ

れていない点には注意を要します。 

そのため、今後も、南アフリカ企業を対象会社とする M&A 取引を検討する当事者は、

「公共の利益」の観点から、当該取引の実行が競争委員会により禁止又は制限される可

能性を考慮しなければなりません。取引の結果、対象会社の株主に占める HDP の持株

比率が減少するケースは相応に存在すると考えられ、このようなケースにおいては特に、

本件で設定された条件と同種の条件を受けなければ取引を実行できない可能性もあら

かじめ認識しておく必要がある点に注意が必要です。 

 

 
6 Broad-Based Black Economic Empowerment。南アフリカにおける黒人の積極的格差是正政策。南ア

フリカにおけるすべての企業は、黒人の株主持分割合・マネジメント参加、サプライヤーの選定等の要

素でスコアリングを受けており、そのスコアが現地における公共調達への参加や事業ライセンスの付与

等に際して当局による審査基準となる等の形で参照されます。 
7 (1)特定の産業・地域に与える影響、(2)雇用に与える影響、(3)国内産業の国際競争力に与える影響、

(4)HDP が支配する中小企業の市場競争力に与える影響、(5)企業に対する所有権の分配、特に HDP 及び

ワーカーの所有水準の向上の促進に与える影響。 
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14. 国際訴訟・仲裁：仲裁法の改正に関する要綱案 

 

法制審議会仲裁法制部会は、2021 年 10 月 8 日、「仲裁法の改正に関する要綱案」（「要

綱案」）を決定し、要綱案は同月 21 日、法務大臣に答申されました。要綱案は、2021

年 3 月 5 日に公表された「仲裁法等の改正に関する中間試案」からさらに議論を進めた

ものとなります（同中間試案の内容については、Client Alert 2021 年 4 月号（Vol.88）

の記事もご参照ください。）。 

要綱案は(1)暫定保全措置に関する規律、(2)仲裁合意の書面性に関する規律、(3)仲裁

関係事件手続に関する規律の 3 つの項目から構成されていますが、その紙幅の多くが 

(1)暫定保全措置に関する規律に割かれています。 

暫定保全措置に関する規律は、さらに①暫定保全措置の定義（類型）及び発令要件、

②暫定保全措置命令の担保、③暫定保全措置命令の取消し等及び事情変更の開示命令、

④暫定保全措置命令に関する損害賠償命令、⑤暫定保全措置命令の執行に分かれていま

す。これまで「暫定措置又は保全措置」として比較的簡素な条文が置かれているだけで

あった暫定保全措置について、より具体的な規律が明らかになることとなります。 

特に重要な点としては、暫定保全措置命令について、民事執行を許す旨の決定又は同

命令に違反し若しくは違反するおそれがあるときに金銭の支払い命令を発することを

許す旨の決定（あわせて「執行等認可決定」とされています。）を経て、暫定保全措置

命令に基づく民事執行をすることができるものとされていることです。これは日本の仲

裁法が準拠している国際連合国際商取引法委員会（UNCITRAL）のモデル法の改正に対

応する規律整備としてなされるものですが、これまでは相手方の任意の履行を期待する

ものであった暫定保全措置につき仲裁廷が執行力を伴うものとして命令を発令できる

ことになります。 

暫定保全措置に関する規律以外にも、要綱案は、外国語の文書の訳文添付について、

裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、その文書の訳文を添付すること

を要しないものとすることができるようにする等（(3)仲裁関係事件手続に関する規律の

一部）、実務上重要な規律を定めています。今後の展開に注目する必要があります。 

 

  

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 堺 有光子 
 03-5293-4858 

 yumiko.sakai@mhm-global.com 

パートナー 横田 真一朗 

 03-6212-8365 

 shinichiro.yokota@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047820/20210405-013436.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047820/20210405-013436.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047820/20210405-013436.pdf
mailto:takaya.sato@mhm-global.com
mailto:shota.tsukui@mhm-global.com
mailto:yumiko.sakai@mhm-global.com
mailto:shinichiro.yokota@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  『＜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 3 回「品質・データ偽装」』 

視聴期間  2021 年 9 月 14 日（火）～2021 年 11 月 25 日（木） 

講師    山内 洋嗣、奥田 敦貴 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  『グローバルデータコンプライアンス～世界各国のデータ保護法の 

最新動向～（2021 年 9 月）』 

視聴期間  2021 年 9 月 30 日（木）～2021 年 12 月 31 日（金） 

講師    岡田 淳、田中 浩之、森 規光、崔 俊 

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 4 回「グローバルガバナンス」』 

視聴期間  2021 年 10 月 19 日（火）～2021 年 11 月 25 日（木） 

講師    御代田 有恒、塚田 智宏 

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 5 回「財務報告」』 

視聴期間  2021 年 10 月 26 日（火）～2021 年 11 月 25 日（木） 

講師    宮田 俊、山内 裕雅 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  『専門講座 内部統制システム構築・運営上の留意点‐監査役等と 

して何を見るべきか』 

視聴期間  2021 年 11 月 8 日（月）～2021 年 12 月 15 日（火） 

講師    渡辺 邦広 

主催    公益社団法人 日本監査役協会 

 

➢ セミナー  『上場企業エクイティ・ファイナンス実務基礎講座』 

視聴期間  2021 年 11 月 9 日（火）10:00～2021 年 12 月 10 日（金）17:00 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社プロネクサス 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/257.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/257.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/257.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/274.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/274.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/274.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/307.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/307.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/307.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/314.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/314.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/314.html
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➢ セミナー  『EPC 契約･建設請負契約の諸論点と実務 ～国内プロジェクトを 

念頭に基礎から FIDIC、紛争解決まで実践的に解説～』 

開催日時  2021 年 11 月 9 日（火）13:15～16:15 

講師    村上 祐亮 

主催    株式会社日本ナレッジセンター 

 

➢ セミナー  『APAC Data2030 Summit "Agile Governance in the age of  

complexity and uncertainty"』 

開催日時  2021 年 11 月 10 日（水）14:45～15:15（SGT） 

講師    羽深 宏樹 

主催    Quadtrends Media Pvt Ltd. 

 

➢ セミナー  『Transaction Innovation Forum』 

開催日時  2021 年 11 月 11 日（木） 

講師    羽深 宏樹 

主催    Transaction Innovation Forum 

 

➢ セミナー  『第 4701 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最新実務動向や法改正の

影響も踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 11 月 11 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  『【有料 WEB セミナー】子会社役員が押さえておきたい義務と責 

任』 

視聴期間  2021 年 11 月 17 日（水）10:00～2022 年 1 月 18 日（火）17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『NFT：Non-Fungible Token の法的論点』 

開催日時  2021 年 11 月 17 日（水）13:00～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社情報機構 
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➢ セミナー  『大手法律事務所 IT 弁護士から見た IT と法の交錯』 

開催日時  2021 年 11 月 17 日（水）16:10～17:40 

講師    増田 雅史 

主催    ガートナージャパン株式会社 

 

➢ セミナー  『不正・不祥事の防止体制を構築するための要点－過去の発生事例 

とその後の再発防止策を参照しながら－』 

開催日時  2021 年 11 月 18 日（木）9:30～11:30 

講師    山内 洋嗣、山内 裕雅 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『STO（Security Token Offering）活用の実務～最新の実例と具体 

的な手法・ストラクチャー～』 

開催日時  2021 年 11 月 18 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 4710 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国 SPAC の実務 

と日本での SPAC の活用」』 

開催日時  2021 年 11 月 19 日（金）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 

 

➢ セミナー  『令和 3 年改定 最新の 「アクションプラン」「ガイドライン」 を 

踏まえた PPP/PFI/コンセッション事業の基礎実務』 

開催日時  2021 年 11 月 22 日（月）13:30～15:30 

講師    白川 佳 

主催    株式会社 JPI（日本計画研究所） 

 

➢ セミナー  『Future Audit -AI サービス監査の未来-』 

開催日時  2021 年 11 月 26 日（金）13:00～14:30 

講師    羽深 宏樹 

主催    東京大学未来ビジョン研究センター 
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➢ セミナー  『自動運転・新しいモビリティ・MaaS の法制度見直しに関する最 

新動向』 

開催日時  2021 年 12 月 1 日（水）9:30～11:30 

講師    佐藤 典仁、秋田 顕精 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『 第 4721 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「環境価値」取引を 

巡る最新動向と法的留意点～高度化義務達成市場と再エネ価値取

引市場の展望・環境価値表示の考え方も踏まえて～』 

開催日時  2021 年 12 月 1 日（金）13:30～16:30 

講師    木山 二郎、木村 純、山崎 友莉子 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】役員・管理職のための 実例で考えるハラ 

スメント事例への対応』 

視聴期間  2021 年 12 月 3 日（金）10:00～2022 年 2 月 3 日（木）17:00 

講師    荒井 太一 

主催    株式会社 商事法務 

 

➢ セミナー  『法定開示書類における「サステナビリティ」開示のポイント―改 

訂 CG コード原則のポイントや具体的な記載例も紹介－』 

開催日時  2021 年 12 月 3 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  『NFT の法的論点と関連ビジネスの動向、将来展望』 

開催日時  2021 年 12 月 6 日（月）14:00～17:00 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社 新社会システム総合研究所 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本     『コーポレートガバナンス・コードの実務〔第 4 版〕』 

（2021 年 10 月刊） 

  

出版社   株式会社商事法務 

著者    澤口 実（監修）、内田 修平、小林 雄介（編著）、吉田 瑞穂、奥田  

亮輔、千原 剛、香川 絢奈、荻野 績、河西 和佳子（著） 

 

➢ 本     『オーナーの視点から考える事業承継型 M&A の法務・税務戦略』 

（2021 年 10 月刊） 

  

出版社   株式会社中央経済社 

著者    小山 浩、園田 観希央、浅井 大輔、山川 佳子、丸山 木綿子、 

丹羽 翔一、加藤 裕之、鷹尾 征哉（共著） 

 

➢ 本     『NFT の教科書 ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計まで デ 

ジタルデータが資産になる未来』（2021 年 10 月刊） 

  

出版社   株式会社 朝日新聞出版 

著者    増田 雅史（編著）、古市 啓（著） 

 

➢ 本     『雇用調整の基本 人件費カット・人員削減を適正に行うには』 

（2021 年 10 月刊） 

  

出版社   株式会社労務行政 

著者    安倍 嘉一、 西本 良輔、秋月 良子、上田 雅大、五十嵐 充、宇賀 

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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神 崇、南谷 健太、芝村 佳奈、澤 和樹、須賀 裕哉、平岡 優、山

岡 孝太、湯浅 哲、奥田 敦貴、中村 太智、山田 翔太郎、小林 美

智、岸本 直也（共著） 

 

➢ 論文    「アクティビスト株主対応の最新のスタンダード（上）（下） 

－変化する株主アクティビズムの動向を踏まえて－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2274、2275 

著者    松下 憲 

 

➢ 論文    「アジアにおける多国籍カーブアウト M&A の実務と留意点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2275 

著者    小松 岳志、佐藤 典仁、細川 怜嗣、湯田 聡 

 

➢ 論文    「令和 2 年改正個人情報保護法 政令・規則・ガイドラインについ 

て（下）」 

掲載誌   NBL No.1201 

著者    小川 智史（共著） 

 

➢ 論文    「経済安全保障をめぐる各国の規制・制裁の最新動向と企業に求め 

られる対応（上）（下）」 

掲載誌   NBL No.1202、No.1204 

著者    高宮 雄介、宮岡 邦生、木内 遼、佐藤 真澄（共著） 

 

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

との比較」 

掲載誌   NBL No.1202 

著者    岡田 淳、桑原 秀明、蔦 大輔 

 

➢ 論文    「＜論説＞アジャイル・ガバナンス概説－2 つのガバナンス・イノ 

ベーション報告書の策定を通じて」 

掲載誌   NBL No.1202 

著者    羽深 宏樹 

 

➢ 論文    「個人情報保護をめぐる実務対応の最前線（第 1 回） 個人情報と 

は何か――容易照合性、仮名加工情報、匿名加工情報の概念を中心

とした考察」 

掲載誌   NBL No.1204 

著者    岡田 淳、北山 昇、小川 智史 
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➢ 論文    「＜担当者解説＞令和 2 年改正個人情報保護法 政令・規則・ガイ 

ドラインの解説」 

掲載誌   金融法務事情 No.2170 

著者    小川 智史（共著） 

 

➢ 論文    「リーディング金融法務：譲渡外貨建て保険に係る適合性の考察－ 

東京地判 R2.11.6 を題材に－」 

掲載誌   金融法務事情 No.2171 

著者    吉田 和央 

 

➢ 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 4 回 アメリカ合衆国の判例・法令・文献のリサーチ」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 11 月号 

著者    五島 隆文 

 

➢ 論文    「＜特集 2 コロナ禍を契機に見直したい 海外子会社への“新” 

法務対応＞海外コンプライアンス違反への初動対応－初期的な事

実調査、証拠保全、関連する法規制の検討」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 11 月号 

著者    山内 洋嗣、御代田 有恒、山内 裕雅（共著） 

 

➢ 論文    「知財判例速報 応用美術の著作物性――タコの滑り台事件 東京 

地判令和 3 年 4 月 28 日」 

掲載誌   ジュリスト No.1563 

著者    田中 浩之 

 

➢ 論文    「改訂 CG コードに基づく開示例の分析（2）取締役会の機能発揮」 

掲載誌   資料版商事法務 No.450 

著者    若林 功晃、安原 彰宏、進 華菜子、渡邊 泰尚、岸本 直也 

 

➢ 論文    「第 1 特集 必須要件を総まとめ 社外取締役の選任チェックポイ 

ント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1623 

著者    澤口 実、奥田 亮輔 
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➢ 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 

17 回 2020 年改正を踏まえたプライバシーポリシーの改訂（2）」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 10 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）の偽装請負に関する判断基準とリス 

ク」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    上村 哲史、南谷 健太 

 

➢ 論文    「報告書「GOVERNANCE INNOVATION」で Society 5.0 実現に向 

けた「アジャイル・ガバナンス」を示す」 

掲載誌   アイソス 2021 年 10 月号 

著者    羽深 宏樹 

 

➢ 論文    「民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）の改正等（後編）」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.63 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、西條 景、満木 瑛子、鋤﨑 有

里（共著） 

 

➢ 論文    「電子契約・電子署名の基礎―不動産取引分野を中心に―」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.63 

著者    内津 冬樹、村田 陽祐（共著） 

 

➢ 論文    「NFT と著作権～アート NFT に関するケーススタディ～」 

掲載誌   月刊コピライト No.726 Vol.61 

著者    増田 雅史、古市 啓（共著） 

 

➢ 論文    「生まれ変わる非化石価値市場 「非化石価値」を取引する新市場  

需要家・小売事業者に与える影響」 

掲載誌   エネルギーフォーラム No.802 

著者    木山 二郎、日髙 稔基 

 

➢ 論文    「商用暗号の輸出規制リストおよび管理措置の概要」 

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 

 

  

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2021/01/2600bae53b7255f4.html
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➢ 論文    「両用品目および技術輸出入許可証管理リストの概要」 

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    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 290 回  山崎工業（1 回目 

の非違行為を理由とする普通解雇の有効性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報、労働法ナビ 

著者    城戸 賢仁 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Private Equity 2021 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Private Equity 2021 

著者    東 陽介、鈴木 信彦、笠間 周子 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Shareholders' Rights and  

Shareholder Activism 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Shareholders' Rights and  

Shareholder Activism 2021 

著者    松下 憲 

 

➢ 論文    「The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law  

Review 2nd Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law  

Review 2nd Edition 

著者    岡田 淳 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation  

2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation  

2022 

著者    浦岡 洋、岡田 淳、井上 ゆりか（共著） 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Private M&A 2022 - Myanmar Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Private M&A 2022 

著者    武川 丈士、ニルマラン・アミルタネサン、ウィン・ナイン、ジュ

リアン・バレンジー 
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NEWS      https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

➢ asialaw Awards 2021 にて受賞しました  

asialaw Profiles 主催の asialaw Awards 2021 の授賞式が 2021 年 9 月 30 日にオ

ンラインで行われ、当事務所および当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM 

Limited）は以下のカテゴリーにて受賞しました。 

詳細は、asialaw Profiles に掲載されております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JURISDICTIONAL FIRMS OF THE YEAR 

・Japan Firm of the Year 

CLIENT SERVICE EXCELLENCE AWARDS 

・Firm of the Year – Japan 

 

REGIONAL AWARDS - Legal expertise awards 

・Regulatory Firm of the Year 

 

REGIONAL AWARDS - Industry expertise awards 

・Banking and Financial Services Firm of the Year 

 

EDITOR’S CHOICE IMPACT DEAL AND CASE AWARDS 

・Impact Deal/Case of the Year 

- Nissan Motor $8 billion and €2 billion debt offerings 

- Softbank Group $11 billion follow-on global offering 

- NTT $40 billion buyout of NTT Docomo 

 

Chandler MHM Limited 

JURISDICTIONAL FIRMS OF THE YEAR 

・Thailand Firm of the Year 

 

CLIENT SERVICE EXCELLENCE AWARDS 

・Lawyer of the Year – Thailand： スパトラー・サターポンナーノン 

 

EDITOR’S CHOICE IMPACT DEAL AND CASE AWARDS 

・Impact Deal/Case of the Year 

- Thai Airways restructuring 

 

➢ IFLR Asia Best Lawyers 2021 に当事務所の弁護士が選出されました 

International Financial Law Review （IFLR）による IFLR Asia Best Lawyers 2021

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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において、当事務所の佐藤 正謙 弁護士、小林 卓泰 弁護士、鈴木 克昌 弁護士

がアジアにおける Best Lawyers として選出されました。 

なお、Chandler MHM（バンコクオフィス）からはジェッサダー・サワッディポ

ン 弁護士、スパトラー・サターポンナーノン 弁護士が選出されております。 

 

➢ 佐藤 典仁 弁護士が ALB Asia 40 Under 40 2021 に選出されました 

Thomson Reuters が発行する ALB （Asian Legal Business） Asia 2021 年 10

月号の特集「Asia 40 Under 40 2021」にて、当事務所の佐藤 典仁弁護士が選出

されました。 

Asia 40 Under 40 は、アジアの国々より 40 歳未満の弁護士が 40 名選出される企

画であり、本年度は 400 名以上の応募のなか、日系の法律事務所からは 2 名のみ

が選出されています。 

詳細は ALB Asia の雑誌誌面にてご覧いただけます。 

 

➢ 一橋パートナーズ法律事務所との包括業務提携のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所と一橋パートナーズ法律事務所（代表弁護士 瀬野 克

久）は 2021 年 10 月 1 日をもって、船舶金融その他の船舶関連取引（船舶関連

事業者の M&A、経営破綻、事業承継等を含む）に関し、包括業務提携を開始い

たしました。一橋パートナーズ法律事務所は、殊に船舶金融その他の船舶取引の

分野において日本有数の実績を誇る法律事務所であり、当事務所におきましては、

わが国の基幹産業である船舶取引の分野において従来にも増した高水準のリー

ガルサービスを提供させていただく所存です。 

 

➢ 長窪 芳史 弁護士が入所しました 

（長窪 芳史 弁護士からのご挨拶） 

仲秋の候、益々御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にて執務させていただくことになりました、長

窪 芳史と申します。 

私は、大学卒業後出版社に勤務し、弁護士登録後は、岡村綜合法律事務所におい

て、訴訟、一般企業法務、独占禁止法に係る事案等多様な案件を担当し、研鑽を

積みました。 

2015 年からは消費者庁消費者制度課に勤務して、当時消費者庁が所管していた

個人情報保護法の解釈、運用を担当し、続いて消費者団体訴訟制度に関する業務

を通じて、消費者関連法（消費者契約法、特定商取引法、景品表示法等）の知見

を深めることができました。 

2018 年 7 月以降は、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会において、電気、

ガスの小売取引に関し、個別事案の調査及び指導、ガイドラインの遵守状況の監

視等を行いました。 
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森・濱田松本法律事務所におきましても、これまでの経験を活用するとともに、

より専門性を深め、御依頼をいただく皆様のお役に立てるよう最善を尽くす所存

です。 

皆様におかれましては、御指導御鞭撻を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

➢ 堀尾 貴将 弁護士が厚生労働省科学特別研究事業「国際整合性を踏まえたプログ

ラムの医療機器該当性判断に係る論点抽出のための研究」研究協力者に就任しま

した 

 

➢ 増田 雅史弁護士が一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC）アドバイ

ザーに就任しました 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が経済産業省 我が国における健全なスタートアップ投資契約

の在り方に係る検討会委員に就任しました 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が独立行政法人情報処理推進機構（IPA・DADC）契約・決済

アーキテクチャ検討会委員に就任しました 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が総務省 郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に

関する検討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 


