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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 12 月号（Vol.96）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：欧州 GDPR の越境データ移転に関するガイドラインの

公表

2021 年 11 月 18 日、EDPB（欧州データ保護会議）は、GDPR についての Guidelines 

05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on 

international transfers as per Chapter V of the GDPR（GDPR3 条と 5 章の域外移転の交

錯に関するガイドライン）を公表しました。 
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https://edpb.europa.eu/system/files/2021-11/edpb_guidelinesinterplaychapterv_articl

e3_adopted_en.pdf 

同ガイドラインでは、以下の点が明らかになりました。 

①データ主体（本人）からの個人データの直接取得については、域外移転規制は及ば

ないこと 

②同一の管理者／処理者内部での個人データの移転については、域外移転規制は及ば

ないが、第三国における個人データの処理についての安全管理が問題となること 

③データ輸入者（移転先）に GDPR の直接適用がある場合でも域外移転規制の適用

があること 

上記の①については従前の実務上の一般的な見解が確認されたものです。②について

は、日本の令和 2 年改正個人情報保護法施行に向けたガイドライン改正で安全管理措置

として追加された外的環境の把握の考え方と類似するものだと理解できます。③につい

ては、本年に欧州委員会により採択された新 SCC（標準契約条項）の適用範囲との関

係で従前から議論があった点です。今般のガイドラインにより、新 SCC 採択のための

決定の Recital7 の記載（移転には、輸入者による処理が GDPR の適用対象外である場

合にのみ新 SCC を用いることができます。）の意味は、輸入者による処理が GDPR の

適用対象外である場合でも、移転にはあたるが、新 SCC を用いることはできないとい

う意味であることが明らかになりました。この場合、実務上域外移転規制対応が困難に

なってしまうため、このようなケースに対応するための別の新 SCC 採択の準備が進め

られています（以下の議事録の 2）。 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/20210914plenfinalminutes_54thplenary_

public.pdf 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：欧州議会の域内市場・消費者保護委員会、デジタル

市場法案を承認 

 

2021 年 11 月 23 日、欧州議会の域内市場・消費者保護委員会は、欧州のデジタル市

場における競争環境を維持するために、重要なプラットフォーマーを「ゲートキーパー」

と指定して規制するデジタル市場法案（Digital Markets Act、「DMA」）を承認しました。 

「ゲートキーパー」には、「コアプラットフォームサービス」と呼ばれる重要なデジ

タルプラットフォーム（欧州委員会が 2020 年 12 月に作成した原案より規制対象が広
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げられ、ウェブブラウザー、バーチャルアシスタント、コネクテッド TV も含まれるこ

とになっています。）を提供する事業者のうち、以下の①～③の要件を満たすものが指

定されます。 

① 域内市場に重要な影響力を有すること：過去 3 年間で各年 80 億ユーロ以上の売

上を有する、又は前年の平均時価総額が 800 億ユーロ相当であり、かつコアプ

ラットフォームサービスを 3 か国以上の EU 加盟国で提供している場合、本要件

の充足が推定されます。 

② ビジネスユーザーがエンドユーザーにリーチするための重要なゲートウェイと

して機能するプラットフォームサービスを提供していること：月間 4,500 万人

超・年間 1 万人超の域内アクティブユーザーを保持している場合、本要件の充

足が推定されます。 

③ 当該において強固かつ持続的な地位を得ている又は近い将来そのような地位を

得ることが予想されること：上記①②の充足が 3 年間継続している場合、本要

件の充足が推定されます。 

ゲートキーパーに該当する場合、下表の義務等が課されることになり、同義務に違反

した場合、違反した時点の前会計年度の総売上高の 4%～20%の制裁金が課されること

になっています。さらに、今回承認された案では、欧州委員会に対して、ゲートキーパー

が組織的に義務違反を繰り返した場合に、一時的に当該ゲートキーパーの他企業買収を

制限する権限も与えられています。 

 

主
な
義
務 

第三者に対し、特定の状況で、ゲートキーパー自身のサービスと相互運用するこ

とを認めること 

ビジネスユーザーに対し、ゲートキーパーのプラットフォームを利用して得られ

たデータへのアクセスを認めること 

ゲートキーパーのプラットフォーム上で広告を行う企業に対し、広告主等が当該

広告に関し独自の検証を行うために必要なツール及び情報を提供すること 

ビジネスユーザーに対し、ゲートキーパーのプラットフォームで獲得した顧客に

対し、プラットフォーム外で自社製品の販売促進や契約締結を認めること 

主
な
禁
止
事
項 

ゲートキーパーのプラットフォーム上で、ゲートキーパーが提供するサービスや

商品をサードパーティーの同種のものより優遇して取り扱うこと 

ゲートキーパーのプラットフォーム外でビジネスユーザーが顧客にアクセスす

ることを妨げること 

プリインストールされているソフトウェアやアプリのアンインストールをエン

ドユーザーが希望する場合にそれを妨げること 

自社の商業目的及び第三者広告の配置のために、ターゲティング広告又はマイク

ロターゲティング広告を提供する目的で個人データを組み合わせること 

 



 
 

   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. 

4 
 

DMA は、2022 年の施行を目指し、2021 年 12 月から欧州議会の本会議で議論される

ことが予定されています。 

近時、欧州では、欧州委や各国当局によるデジタル分野における競争制限行為に対す

る執行が活発に行われているところ、DMA 制定によりプラットフォーマーに対する規

制がより強くなり、積極的な当局の介入が行われることが予想されます。また、日本に

おいても、2019 年から継続するデジタル市場競争会議の開催や、公取委によるデジタ

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

ウドサービス及びモバイル OS の調査実施等からも分かるように、デジタル市場におけ

る競争について関心が高まっているところであり、日本におけるプラットフォーマー規

制において DMA が参考にされる可能性も考えられます。そのため、欧州で事業を行わ

ない日本の事業者にとっても、DMA の今後の動向には注目する価値があるといえます。 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：「地熱通知」の改正案について 

 

2050 年カーボンニュートラル、2030 年度の温室効果ガス排出 46%削減（2013 年度

比）という大きな目標に向けて、再生可能エネルギー分野では、第 6 次エネルギー基本

計画において、S+3E を前提に、主力電源化の徹底、最優先の原則、国民負担の抑制と

地域との共生を図りながらの最大限の導入促進が謳われています。世界第 3 位のポテン

シャルを十分活かしきれていないとされる国内の地熱発電についても、2030 年までの

倍増を目指し、地熱開発の加速のため、自然環境や温泉事業者への配慮を前提に、自然

公園法や温泉法、森林法等の規制の運用の見直し等を行うことが明記されています。か

かる政府方針を踏まえ、2021 年 9 月 30 日に開催された自然公園等小委員会・温泉小委

員会合同会議の第 2 回において、「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについ

て」（「地熱通知」）の改正案が示されている1ので、本号ではその概要を紹介します。 

まず、改正案では、冒頭から、現行の地熱通知（平成 27 年 10 月 2 日付環自国発第

1510021 号環境省自然環境局長通知）における「自然環境保全等のための基本的な考え

方」との記載が「国立・国定公園内における地熱開発のための基本的な考え方」と変更

され、自然環境の保全等の配慮を前提として、優良事例を容認し、地域と共生した地熱

 
1 http://www.env.go.jp/council/12nature/45_1.html 
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開発を積極的に進める旨が明記されています（但し、自然環境保全上重要な地域等の開

発は引き続き認められていません。）。また、第 2 種、第 3 種特別地域についての「原則

として地熱開発を認めない」との記載も削除され、傾斜掘削、地域共生の優良事例、地

産地消型といった個別に認められるものを列挙する形に変更されています。さらに、許

可手続を迅速化すべき場合の記載や地表調査及び掘削調査段階においては最終的な発

電事業の詳細計画の提出は不要である旨の記載も加えられ、自然環境の保全や地域との

共生を前提として、地熱開発の促進に大きく舵を切ったともいえる内容となっています。 

上記に加えて、地熱通知の「解説」2についても改正案が示されており、この中では、

地域合意形成や立地選定等に係る事例が充実化されています。 

気候変動対策が待ったなしの状況の中、大きなポテンシャルを持ちベース電源として

の役割も期待される地熱開発に向けた規制緩和が進められているが、自然環境の保全、

温泉事業者や地域との共生に十分配慮し、秩序ある持続可能な開発が望まれるところで

す。 

 

 

 

5. 労働法：事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部

を改正する件に関する意見募集について 

 

2021 年 11 月 10 日、厚生労働省は、事業場における労働者の健康保持増進のための

指針の一部を改正する件（「本改正」）に関する意見募集（「本募集」）を公示しました。

本募集の受付締切期限は 2021 年 12 月 9 日中となっております。 

労働安全衛生法 69 条 1 項において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため

必要な措置（「健康保持増進措置」）等を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければ

ならないとされており、同法 70 条の 2 第 1 項により、厚生労働大臣は、健康保持増進

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として、事業場におけ

る労働者の健康保持増進のための指針（「本指針」）を公表しております。 

本指針において、各事業場において健康保持増進対策の推進体制確立のため、医療保

険者をはじめとした事業場外資源の活用について記載されているところ、健康保険法等

の一部改正により、2022 年 4 月 1 日より、保険者が保険事業を実施する上で必要と認

めるときは、事業者に対して 40 歳未満の労働者の検診情報の提供を求めることができ

 
2 「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて（令和 3 年●月●日 環境省自然環境局長通知）」

の解説～優良事例形成の円滑化に向けて～ 
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ることとなりますので、それを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより

推進されるよう、本改正がなされることとなりました。 

具体的には、本改正により、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供

の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康

保険法 150 条 3 等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要

であること等が、本指針に明記されることとなります。 

本改正の適用日は 2022 年 4 月 1 日とされておりますので、企業としては、本募集後

の修正内容を含め、健康保持増進措置について改めて確認することが必要となります。 

 

 

 

6. 会社法：ISS、2022 年版 ISS 議決権行使助言方針改定に関するコメ

ント募集を実施 

 

米国の議決権行使助言会社である、Institutional Shareholder Services Inc.（「ISS」）

は、2021 年 11 月 4 日から 11 月 16 日まで、2022 年 2 月から施行する日本向け議決

権行使助言方針の改定案（「2022 年版ポリシー案」）に関するコメント募集を行いまし

た。 

2022 年版ポリシー案では、「取締役会の多様性」の基準を追加し、取締役会に女性取

締役がいない会社の経営トップに反対を推奨する旨のポリシーが追加されました。具体

的には、監査役設置会社において、女性取締役が一人もいない場合、経営トップである

取締役の選任議案に対して、反対推奨することとされました。今回の改定点は、2023 年 

2 月以降に開催される株主総会から適用され、1 年の猶予期間が設けられています。か

かる改定は、ジェンダー・ダイバーシティが、国内外で重要な課題となる中で、日本企

業の取締役会のジェンダー・ダイバーシティの確保に向けた実効的な基準を導入するも

のです。なお、意見募集においては、上記の基準の適用対象を全上場企業とするか、一

部の企業への適用を免除すべきかについても意見を求めており、寄せられた意見も踏ま

えて最終的にポリシーが確定します。 

一方で、2022 年 2 月以降に開催される株主総会からは、2021 年版ポリシーにおいて

導入された改定点が適用され、①監査役設置会社において 2 名以上かつ全体の 3 分の 1

以上の社外取締役（ISS の独立性基準を満たすか否かを問いません。）をおくことが求

められ、この基準を満たさない場合、経営トップである取締役の選任議案に対して、反

対推奨が行われます。また、②過度な政策保有株式を保有する場合（有価証券報告書上
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 kazuki.sawa@mhm-global.com 

mailto:taichi.arai@mhm-global.com
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の「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」の貸借対照表計上額が、純資産

の 20%以上の場合）にも、経営トップである取締役の選任議案に対して、反対推奨が行

われます（但し、②については、企業再編等により新たに就任したばかりの経営トップ

等、例外的な状況においては、反対推奨しない事も検討される旨明示されています。）。 

2022 年版日本向けポリシー案における改定点、及び 2022 年 2 月に施行される 2021

年版ポリシーにおける改定点は、いずれも、特に取締役会の多様性の確保や政策保有株

式の削減について、相応に高いレベルのガバナンスを求める内容です。各社は、既に改

訂コーポレートガバナンス・コードの趣旨も踏まえ、取締役会の多様化や社外取締役の

より積極的な活用に向けた取り組みを推進しているものと思われますが、ISS の調査に

よれば、2021 年 6 月時点で取締役会に女性取締役のいる日本企業の割合は、53.1%と

半数程度に留まる等、今後対応が必要な企業も多いと思われます。各社は、2021 年版

及び 2022 年版ポリシー改定の内容を踏まえ、より一層実効的な取り組みを推進するこ

とが求められます。 

 

＜参考資料＞ 

ISS：「2022 年版 ISS 議決権行使助言方針（ポリシー）改定に関するコメント募集」（2021

年 11 月 4 日） 

proposed-benchmark-policy-changes-2022-Japanese.pdf (issgovernance.com) 

ISS：「2021 年版日本向け議決権行使助言基準」（2021 年 2 月 1 日） 

Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf (issgovernance.com) 

   

 

 

7. 危機管理：DOJ、ホワイトカラー犯罪に対する取締りの強化を発表

（Monaco Announcement） 

 

2021 年 10 月 28 日、米国司法省（「DOJ」）の Lisa Monaco 副長官は、ホワイトカラー

犯罪に対する取締りを強化することを発表しました。この方針変更は、犯罪を実行した

個人や企業の再犯に対する責任追及を厳格化することを示しつつ、企業の更なる調査協

力を要請するものになります。具体的には、①個人に関する情報提供範囲の拡大、②過

去の違法行為に関する考慮対象の拡大、③企業モニター制度の積極的活用、の 3 つの変

更点が掲げられています。 

 

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 

https://www.issgovernance.com/file/policy/proposed-benchmark-policy-changes-2022-Japanese.pdf
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf
mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
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(1) 個人に関する情報提供範囲の拡大 

DOJ の調査に対して一定の協力をした企業は、起訴・不起訴の判断や罰金額の算定

において企業に有利な事情として考慮される資格（「協力クレジット」）を得ることが

できます。 

DOJ は、個人に対する責任追及を確保することが最優先事項であることを示し、そ

の取組みを強化する方策として、協力クレジットを得るために必要な個人に関する情

報提供の範囲について変更しました。具体的には、トランプ政権下の DOJ は、調査

の対象となっている企業に対し、「違法行為に重要な関与をし、又は責任を負う個人」

に関する情報のみ提供すれば十分であるとしていました。しかし、今後、バイデン政

権下の DOJ では、「違法行為に関与し、又は責任を負うすべての個人」に関する情報

を提供することが求められることになります。 

(2) 過去の違法行為に関する考慮対象の拡大 

DOJ は、「企業訴追の諸原則」において、検察官が企業との解決策を検討する際に

考慮する要因の 1 つとして、企業が過去に違法行為を行ったかどうかを挙げています。 

従前は、当該違法行為と「類似」の違法行為のみが考慮対象とされていました。し

かし、過去の違法行為の記録は当該企業のコンプライアンスへの取組みや企業文化を

物語る重要なものであるとして、今後は、当該違法行為との関連性や過去の違法行為

の調査主体にかかわらず、過去の「すべて」の違法行為（刑事上、民事上又は規制上

の行為を含みます。）が考慮対象とされることになりました。 

(3) 企業モニター制度の積極的活用 

DOJ は、企業が DOJ の和解条件を遵守しているかどうかを評価・検証し、DOJ に

定期的な報告を行うために、独立した第三者が企業をモニターするよう求めることが

あります。 

トランプ政権下ではモニターを活用することは例外であるかのような解釈がなさ

れていましたが、今後、バイデン政権下ではモニターを活用することが適切なケース

ではその活用を積極的に検討するとしています。また、これに関連して、DOJ は、起

訴免除契約（NPA）や起訴猶予契約（DPA）を締結している企業が、その義務を遵守

しているかも調査し、違反した場合には厳格な処分を下していくことも示唆しました。 

 

Lisa Monaco 副長官によれば、今回の方針変更は企業犯罪との戦いを強化するための

行動の始まりであり、終わりではありません。企業犯罪の取締りに関する DOJ の方針

の修正を提案するための企業犯罪諮問グループが設置されたことは、その表れだと考え

られます。日本企業にとってもDOJによる法執行のスタンスは無視できないものとなっ

ていますので、今後も DOJ の対応を注視していく必要があります。また、今後 DOJ に

対して調査協力をし、又は、する可能性のある企業は、DOJ に対してより広範な情報開

示を行う準備をしておく必要があり、今まで以上に解決に時間がかかることを想定して

おく必要があります。 
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8. 一般民事・債権管理：「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法

律の実施に関するガイドライン」の改正につ

いて 

 

2021 年 11 月 1 日、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関する

ガイドライン」の改正案が公布・施行されました。 

法令上、認証紛争解決事業者は、原則として、その認証紛争解決手続の実施方法等の

変更については、法務大臣の変更の認証を受けなければならず（裁判外紛争解決手続の

利用の促進に関する法律 12 条）、期日の実施方法等の変更について柔軟な対応が難しい

状況にありました。そこで、同ガイドラインにおいては、近時の状況に鑑み、認証紛争

解決手続（ADR）の期日の実施方法について、対面に加え、ウェブ会議又はテレビ会議

（「ウェブ会議等」）の方法によるとする変更については、法務大臣の認証を要せず、届

出で足りるものとされました。 

もっとも、ウェブ会議等に拠る場合には、以下のとおり、秘密保持に関する措置が必

要となることには留意が必要です。 

①通信の暗号化措置が施されたウェブ会議システムを使用するとともに、一般的なセ

キュリティ対策が施された端末を使用すること。また、当事者に対して、上記のよう

な端末を使用することを義務付けること。 

②期日の内容について当事者が録音又は録画することの可否を定めた上、当事者に対し

て、その旨を事前に説明するとともに、期日における手続の内容を放送し、又は公衆

送信することを禁ずること。 

③手続実施者及び当事者に対して、許諾を得ていない第三者が視聴できない環境で参加

することを義務付けること。 

同ガイドラインの改正に伴い、今後、認証紛争解決手続（ADR）の期日についてもウェ

ブ会議等が活用されていくことが予想され、手続の利便性の向上に繋がるものと考えら

れます。もっとも、録音・録画禁止の実効性確保や参加場所の妥当性は今後の運用に委

ねられており、実際の運用については、今後も注視していく必要があると思われます。 

 

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

外国弁護士 髙松 レクシ― 
 03-6266-8788 

 lexi.takamatsu@mhm-global.com 

アソシエイト 奥田 敦貴 
 03-5293-4845 

 atsuki.okuda@mhm-global.com 
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9. M&A：M&A 支援機関登録制度の状況（登録 FA 及び仲介業者の最終

公表・情報提供受付窓口の設置等） 

 

中小企業庁は、2021 年 10 月 7 日、M&A 支援機関登録制度に登録されたファイナン

シャルアドバイザー及び仲介業者（「登録 FA 及び仲介業者」）合計 2,278 件（法人 1,700

件、個人事業主 578 件）を最終公表しました。 

中小企業庁による M&A 支援機関の活用に係る費用（仲介手数料やフィナンシャルア

ドバイザー費用等）の補助は、登録 FA 及び仲介業者の提供する支援に係るもののみが

対象となります。 

また、 2021 年 10 月 15 日には登録 FA 及び仲介業者のデータベース

（https://ma-shienkikan.go.jp/search）が公開され、同年 11 月 12 日には不適切事例等

の情報を受け付ける情報提供受付窓口（https://ma-shienkikan.go.jp/inappropriate-cases）

が設置されました。 

M&A 支援機関登録制度により、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：東証、日本版 SPAC 導入についての主な

論点を公表 

 

SPAC（Special Purpose Acquisition Company）とは、買収を目的に投資ファンドや

著名な投資家がスポンサーとして設立するビークルであり、買収対象が未定のまま上場

し投資家から直接資金調達を行い、その後に未上場会社を買収（De-SPAC）すること

で当該未上場会社の上場を実現する（投資家は未上場株式への投資機会を得る）ことが

企図されています。米国では 2020 年に実施された IPO 全体の 5 割強が SPAC の上場で

あり、活況を呈しており、日本でも実現を望む声が多数聞かれているところです（当事

パートナー 木山 二郎 

 03-6266-8778 

 jiro.kiyama@mhm-global.com 

アソシエイト 中山 優 
 03-6212-8397 

 yu.nakayama@mhm-global.com 

 

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhm-global.com  

アソシエイト 川本 健 

 03-5220-1868 

 ken.kawamoto@mhm-global.com 

https://ma-shienkikan.go.jp/search
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務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN 2021 年 3 月号（Vol. 51）「日本版 SPAC の可能

性と課題－米国 SPAC の実務を踏まえて－」をご参照ください。）。 

東京証券取引所（「東証」）は、「SPAC 制度の在り方等に関する研究会」（「本研究会」）

を設置して、2021 年 10 月より SPAC の上場制度について議論していますが、同年 11

月 24 日の第 3 回研究会において、SPAC の上場制度及び SPAC スポンサーの在り方に

関する主な論点が提示され、当該論点に関して議論がなされました。具体的には、

(1)SPAC のビークルに係る要件として、①調達資金の取り扱いの指定、②ビークルに求

められるガバナンス、(2)SPAC の IPO に係る要件として、①合併相手の業種・事業分

野、②IPO の規模、(3)SPAC のスポンサーに求められる資質の内容やその開示、(4)SPAC

スポンサーのインセンティブ設計（報酬に関する規制等）が主な論点として挙げられて

います。また、第 4 回以降において、De-SPAC に係る要件として、合併後の上場に関

する審査の在り方や合併に求められる手続等についても議論される予定であることが

明らかにされています。 

本研究会での議論を踏まえて、日本における具体的な制度整備が進むことが予想され

るため、今後議論の動向を注視する必要があります。なお、当事務所は本研究会のメン

バーとして関与しており、第 3 回研究会においては日本版 SPAC の導入において議論す

べき基本的な論点についてプレゼンテーションしています。当該プレゼンテーション資

料については、「日本版 SPAC 導入についての基本論点」をご参照ください。 

 

 

 

11. 税務：国税庁、株式交付制度に係る通達の趣旨説明を公表 

 

国税庁は、株式交付制度に係る通達の趣旨説明を、法人税について本年 7 月 21 日、

所得税について本年 10 月 20 日に、それぞれ公表しました。 

令和 3 年度税制改正により、株式交付子会社の株主が株式交付によりその有する株式

を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合、仮に株式及び金銭の混合対価

の交付を受けたとしても、対価として交付を受けた資産の総価額のうち株式交付親会社

の株式の価額が 80%以上であれば（「8 割要件」）、株式譲渡に係る譲渡損益の繰延べを

受けることが規定されました（株式交付制度に係る税制の概要については、当事務所の

TAX LAW NEWSLETTER 2021 年 4 月号（Vol.46）をご参照ください。）。 

法律上 8 割要件の判定の基準時は明らかではありませんでしたが、通達では原則株式

の交付を受けた時点の株式の価額により 8 割要件の判定を行うこととしつつも、課税上

弊害がない限り、株式交付計画書に定められた算定方法における算定基準日の株価を基

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 森田 理早 
 03-6213-8124 

 risa.morita@mhm-global.com 
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礎として合理的な手法により算定される価額により判定することができるとも規定さ

れています。趣旨説明によれば、株式交付計画を策定した時点では 8 割要件を満たすこ

とが想定されていたものの株式交付時点では 8 割要件を満たさなくなっていた場合に、

譲渡損益の繰延べが受けられないとすると、株主は課税関係についての予測可能性が保

てなくなることから、当該通達が定められたとされています。 

また、株式交付子会社の株主に交付する株式交付親会社の株式に 1 株未満の端数が生

じる場合において、1 株未満の端数に代えてこれに相当する金銭を交付した際、8 割要

件の判定上、株式交付親会社株式の交付割合が下がり、金銭の交付割合が上がることに

なるのか取扱いが不明確でした。通達及び趣旨説明においては、1 株未満の端数に代え

て金銭を株式交付子会社の株主に交付した場合であっても、当該株主において株式交付

親会社の株式の交付を受けたものとして取り扱うこととされました。 

今般公表された趣旨説明を踏まえ、株式交付制度が今後どの程度利用されるのか引き

続き実務動向を注視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

「法人税基本通達等の一部改正について」（法令解釈通達）の趣旨説明 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210625/index.htm 

「『租税特別措置法（株式等に係る譲渡所得等関係）の取扱いについて』等の一部改正につ

いて（法令解釈通達）」の趣旨説明 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0021010-044/0021010-0

44.pdf 

 

 

 

12. 中国・アジア（タイ）：TAI における迅速仲裁プロセスの導入 

 

タイ国内の代表的な常設仲裁機関である Thai Arbitration Institute（「TAI」）の規則の改

正が 2021 年 10 月 1 日に発効し、TAI における仲裁手続に関して、通常の仲裁手続より

も迅速に紛争を解決するための手続（「本制度」）が新たに導入されました。 

本制度は、一定の要件を満たす TAI での仲裁事件について、通常よりも簡易な手続を

適用する制度です。主要な特徴としては、通常の仲裁手続では紛争当事者の仲裁合意の

内容等に従い 1 名、3 名又はそれ以上の仲裁人が選任されるところ、本制度を適用する

事件においては TAI によって 1 名の仲裁人のみが選任される点が挙げられます。また、

通常は、例外的に延長が行われる場合を除き、①仲裁人の選任の日から 180 日以内に仲

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhm-global.com 

アソシエイト 原田 昂 

 03-6266-8512 

 takashi.harada@mhm-global.com 
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裁手続を終結するものとされ、かつ、②弁論の終結又は最終準備書面の提出期限から

30 日以内に仲裁判断を行うものとされていますが、本制度が適用される事件において

は、原則として、①仲裁人の選任の日から 60 日以内に仲裁手続を終結するものとされ、

かつ②弁論の終結から 15 日以内に仲裁判断を行うものとされています。 

本制度は TAI におけるすべての仲裁手続について自動的に適用されるものではなく、

①仲裁手続の全当事者が合意した場合又は②係争額が 500 万バーツ（現在の為替レート

で約 1,730 万円）を超えない事件（但し、係争対象である契約が 2021 年 10 月 1 日以

降に締結された場合のみ）について当事者の一方が申し立てた場合で、かつ TAI が承認

した場合にのみ適用されることになります。 

実際上、本制度を利用した仲裁手続がどの程度迅速なものになるかについては、TAI

でどのような運用がなされるか次第と考えられます。当事者による本制度の利用申立て

の件数を含め、今後の動向が注目されます。 

 

 

 

13. 新興国（中南米）：ブラジルの個人情報保護法（LGPD）をめぐる最

近の動向 

 

2020 年 9 月 18 日に施行されたブラジルの個人情報保護法（Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais、「LGPD」）のうち、未施行となっていた行政上の制裁に関する規定が、

2021 年 8 月 1 日に施行されました。 

LGPD は、欧州の GDPR のように広範なデータ保護規制を定めるもので、法人の本

店所在国又は個人データの所在国を問わず、①ブラジル国内において個人データの処理

が行われる場合のほか、②個人データの処理が、ブラジル国内における商品若しくは役

務の提供又はブラジル国内に所在する個人データの処理を目的とする場合、③ブラジル

国内で収集された個人データを処理する場合に適用されることから（LGPD3 条）、ブラ

ジルにおいて事業を行う企業に広く影響を及ぼし得ます。 

今般、2021 年 8 月 1 日から施行された行政上の制裁に関する規定には、LGPD 違反

時の警告（是正措置の猶予期間付きの警告）、制裁金、違反事実の公表、個人データの

削除、違反データベースの一時停止、データ処理の禁止等の内容が含まれています

（LGPD52 条）。 

LGPD に関しては、様々な動きが続いており、例えば、2021 年 10 月 28 日には、LGPD

の監督機関である国家データ保護局（Agência Nacional de Proteção de Dados、「ANPD」）

の下で、ANPD の監督プロセス及び行政制裁プロセスに関する規則が承認されました。

カウンセル 二見 英知 

 +66-2-009-5167（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 岩澤 祐輔 
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また、今後は、零細企業、小規模企業、スタートアップ企業、非営利団体等の小規模処

理業者（Agentes de Tratamento de Pequeno Porte）について、一定の基準を満たした

場合に、DPO（Data Protection Officer）任命義務やデータ処理記録の保存義務を免除

する等、LGPD の適用を一部緩和する規則が制定されること等も予定されています。 

このように、今後も LGPD に関する下位規則やガイドライン等が策定される見込みで

あり、今後の動向にも注意する必要があります。 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：シンガポール控訴裁判所、ICC 仲裁における仲裁

判断を一部取消し 

 

2021 年 11 月、シンガポール控訴裁判所（Court of Appeal）は、ICC 仲裁において出

された仲裁判断について、時期に後れた主張に基づく認容部分を取消す旨判示しました

（CAJ&CAK v CAI [2021] SGCA 102）。 

問題の仲裁判断は、シンガポールを仲裁地とする ICC 仲裁においてなされたもので、

事案の概要としては、以下のとおりです。 

マレーシアの化学製品製造工場の建築工事において、期限までに工事の完工がなされ

なかったことを受け、施主は、請負企業及び下請企業に対し、遅延損害金（Liquidated 

Damage、「LD」）請求を行いました。施主の請求に対し、請負企業らは、当初、施主に

よる追加発注が断片的なものであったことから、施主は、LD 請求権の行使が禁止され

る旨の主張（権利行使禁止の抗弁）を展開していました。しかし、8 日間のヒアリング

期日を終え、クロージングサブミッション（最終準備書面）提出のタイミングで初めて、

請負企業らは、期限延長が認められていた旨の主張（期限延長の抗弁）を展開しました。

施主側はこれに対して、反論の機会が尽きた状況で新規の主張を展開するものであり、

手続的な公平性に反するものとして異議を唱えましたが、仲裁廷は、かかる期限延長の

抗弁が許されるか否かについて立場を明示しないまま、手続を終了させる旨宣言しまし

た。その後、仲裁廷は、請負企業らの責任を認め、当初の請求（権利行使禁止の抗弁）

を排斥したものの、新規主張であった期限延長の抗弁についてはこれを容れ、一定期間

の期限延長を認める判断を下しました。施主は、かかる判断を受け、裁判所に対し、自

然正義（natural justice）違反及び管轄越権を根拠として当該仲裁判断の取消しを求めて
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提訴し、原審では、かかる主張が認められました。これを不服として請負企業らが控訴

したのが本件です。 

本件において、裁判所は、仲裁廷の取り扱う争点の範囲として、当事者による主張の

果たす役割が極めて重要であることを再確認し、請負会社側が期限延長の抗弁について

（手続の最終段階まで）一切主張することなく過ごしたことから、そのような主張を認

めることは、仲裁廷の管轄越権に当たると判断しました。また、裁判所は、期限延長の

抗弁は権利行使禁止の抗弁とは全く異なる主張である旨指摘し、このような時期に後れ

た主張を認めることが、施主側の手続的公平性を奪うものであるとともに、十分な事実

認定に基づかない違法な判断である旨判示し、仲裁判断のうち、かかる時期に後れた主

張を認める部分を取消しました。 

仲裁判断は、手続上の違反がある等、極めて限定的な事情に基づいてしか取消が認め

られないことから、今回の判断は仲裁実務においては、貴重なものです。特に、本判決

は、当事者の主張に基づき仲裁手続の対象となる争点の範囲が決定されることを再確認

するとともに、仲裁手続に臨む際には、適時にあらゆる主張を準備し、提出することの

重要性を示す重要な判断といえます。 
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 03-6266-8542 

 yuko.kanamaru@mhm-global.com 
 

パートナー ダニエル・アレン 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『グローバル個人データ越境移転規制への対応実務～GDPR の新 

SCC・改正日本法対応を中心に、アジア／BRICs を含む～』 

開催日時  2021 年 12 月 9 日（木）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『GDPR（欧州一般データ保護規則）の実務対策～新標準契約条項 

（SCC）公表等の最新動向を踏まえて～』 

開催日時  2021 年 12 月 13 日（月）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

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

運営上の留意点 第 2 回』※有料 Web ゼミ 

視聴期間  2021 年 12 月 14 日（火）10:00～2022 年 1 月 14 日（金）17:00 

講師    渡辺 邦広 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】ESG と商事法務』 

視聴期間  2021 年 12 月 15 日（水）10:00～2022 年 2 月 15 日（金）17:00 

講師    梅津 英明、佐伯 優仁、末廣 裕亮、田井中 克之、近澤 諒、邉 英 

基、高宮 雄介、宮田 俊、松村 謙太郎、山本 義人 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『中国現地の労務管理のポイント〜中国労務管理の特徴から新たに 

施行される個人情報保護法への対応も含めた最新トピックまで〜』 

開催日時  2021 年 12 月 15 日（水）13:30～16:30 

講師    五十嵐 充、宇賀神 崇 

主催    株式会社金融財務研究会  

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

➢ 論文    「＜実務問答会社法 第 57 回＞公告方法の変更または吸収合併と 

計算書類の電子公告」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2277 

著者    渡辺 邦広 

 

➢ 論文    「「AI とガバナンス」の企業における実践論─企業経営者にとって 

の「AI とガバナンス」の重要性─」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2277 

著者    小松 岳志 

 

➢ 論文    「「AI とガバナンス」に関するシンガポール AI モデルからの示唆」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2278 

著者    小松 岳志 

 

➢ 論文    「中国最新法律事情（255）中国の「重要情報インフラ安全保護条 

例」について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.10 

著者    鈴木 幹太、橋本 祐弥、呉 馳 

 

➢ 論文    「中国最新法律事情（256）「自動車データ安全管理規定」について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.11 

著者    井村 俊介、橋本 祐弥、張 雪駿 

 

➢ 論文    「Q&A 金融サービス仲介業の制度と実務 〈第 7 回〉 政府令・ 

監督指針のパブリックコメントの結果を踏まえた整理」 

掲載誌   金融法務事情 No.2172 

著者    小田 大輔、渡邉 峻、小林 央忠、渡辺 真菜、宮本 雄太（共著） 

 

➢ 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 5 回 EU 法・英国法の判例・法令のリサーチ」 

掲載誌   ビジネス法務 2021 年 12 月号 

著者    安達 知彦 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 26回～第 30回」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3772、3781、3788、3799、3809 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「<企業法務>地球温暖化対策推進法改正と気候変動を取り巻く動向」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.33 

著者    田井中 克之 

 

➢ 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 18 回 電子メール誤送信と個人データ漏えい」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 11 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 294 回  東神金商（退職金 

制度廃止に労働者の同意の成否）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    芝村 佳奈 

 

➢ 論文    「The Venture Capital Law Review 1st Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Venture Capital Law Review 1st Edition 

著者    棚橋 元、石田 幹人、飯島 隆博 

 

➢ 論文    「The Technology Disputes Law Review 1st Edition」 

掲載誌   The Technology Disputes Law Review 1st Edition 

著者    田中 浩之、増田 雅史（編著）、上田 雅大（著） 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2021 –  

Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2021 

著者    青山 大樹、松田 悠希（共著） 

 

➢ 論文    「The GDR Insight Handbook 2022 – Japan: Cybersecurity」 

掲載誌   The GDR Insight Handbook 2022 

著者    小野寺 良文、田中 浩之、蔦 大輔、嶋村 直登 

 

➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: Class and Group  

Actions 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Class and Group Actions  

2022 

著者    上村 哲史、上田 雅大、南谷 健太、日髙 稔基 
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➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide - Investor-State  

Arbitration 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide - Investor-State  

Arbitration 2022 

著者    金丸 祐子、ダニエル・アレン 

 

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

➢ 福岡オフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 福岡オフィスは、この度、2021 年 11 月 15 日より下記

に移転いたしますのでご案内申し上げます。 

 

移転先： 

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 10 番 20 号 天神ビジネスセンター 

15 階 

TEL：092-739-8140 / FAX：092-739-8141 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX に変更はございません。 

 

業務開始日： 

2021 年 11 月 15 日（月） 

 

➢ 当事務所が女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定を取得しました 

この度、当事務所は女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良であると

して、「えるぼし」認定の 2 つ星を取得しました。 

「えるぼし認定」は、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出を行った事

業主のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である等の一定

の要件を満たした場合に厚生労働大臣が認定する制度です。 

当事務所では、スタッフ全体に占める女性の割合が約 9 割に上ります。だからこ

そ、女性が長く、活き活きと働ける環境であることはとても重要であると考えて

います。女性の活躍をより推進するため、当事務所は下記の計画に取り組んでい

ます。 

 

＜目標及び取組内容＞ 

女性がその能力を最大限に発揮し、安心して活躍できる職場環境を整えるため、

リーダー職に占める女性比率 80%以上を維持することを目標とする。 

誰もが仕事と生活を両立でき、心身の健康を維持向上させ長く働き続けることが

できる環境を整えるため、1 ヶ月あたりの法定外労働時間が、部署単位で 20 時

間以上の部署の法定外労働時間を 10%削減する。 

このような取組み等が評価され、この度の「えるぼし」認定の取得にいたりまし

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

今後も女性活躍推進のみならず、多様な人材が個々の能力を発揮できる組織・環

境づくりに取り組んでまいります。 

 

➢ ベトナム人パートナーのハ・ティ・ヅゥン弁護士が入所しました  

ハ・ティ・ヅゥン弁護士が、2021 年 11 月 1 日付けで、MHM Vietnam パートナー

として、当事務所に加入しました。 

 

ハ・ティ・ヅゥン弁護士は、ベトナム屈指の大手法律事務所である VILAF や弊

事務所東京オフィスにおける執務経験を有するほか、近年は、ベトナム国内でも

評価の高い法律事務所である VENTURE NORTH LAW において、パートナー弁

護士として日本企業を含む多くの外資企業・国内企業にベトナムにおけるリーガ

ルサービスを提供してきた実績を有します。 

 

ハ・ティ・ヅゥン弁護士の入所により、当事務所のベトナム・プラクティスは、

より幅広い分野におけるリーガルサービスをワンストップで提供することがで

きるようになります。当事務所は、今後も、ベトナム・プラクティスをより一層

強化し、クライアントの皆様のために、さらに充実したリーガルサービスを提供

できるよう努めてまいる所存です。 

 

➢ 岡田 淳 弁護士が IAM Global Leaders 2022 に選出されました 

当事務所の岡田 淳 弁護士が IAM Global Leaders 2022 に選出されました。IAM 

Global Leaders には、特許や特許訴訟に関する専門知識と豊富な経験を有してお

り、IAM Patent 1000 において Gold Tier にランクされた弁護士の中から、総合的

に高評価を得た者が選出されます。 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が総務省 データの越境移転に関する国際ルール研究会委員に

就任しました 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が内閣府 新技術等効果評価委員会委員に就任しました 

 

➢ 末岡 晶子 弁護士が東京都薬事審議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 


