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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 2022 年 2 月号（Vol.98）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による、外国における個人情報に関

する制度等の調査結果の公表

2022 年 1 月 24 日、個人情報保護委員会は、外国における個人情報に関する制度等の

調査結果を公表しました。 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku 

改正個人情報保護法 28 条（条文番号は、2022 年 4 月 1 日同時施行の令和 3 年改正後

のもの。以下同じ。）では、外国にある第三者へ個人データを移転することについて同

意を根拠とする場合には、当該同意を取得するにあたり、①移転先の外国の名称、②適

切かつ合理的な方法で確認された当該外国の個人情報保護に関する制度に関する情報

及び③当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報の提供が必要と

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
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なっています（改正個人情報保護法施行規則 17 条 2 項）。このうち、②については、個

人情報保護委員会等の日本又は外国の政府が公表している情報を確認することが典型

例とされており、今回、個人情報保護委員会は、31 の国と地域について当該情報を公

表しました。 

なお、個人情報保護委員会は、以下の 9 か国についても追加調査の入札を行っており、

今後この調査が進めばこれらの国の調査結果も公表されることになります。 

イスラエル、カタール、コスタリカ、チュニジア、パナマ、ペルー、南アフリカ、モ

ロッコ、モンゴル 

 

 

 

3. 競争法／独禁法／キャピタル・マーケッツ：IPO の公開価格決定プロ

セスに関する公取委及び

日証協の動向 

 

「成長戦略実行計画」（2021 年 6 月 18 日閣議決定）は、IPO について初値が公開価

格を大幅に上回る傾向にあり、新規上場会社が本来調達できたはずの額よりも少ない資

金しか得られないという問題意識を示していました。 

これを受け、公取委は、2022 年 1 月 28 日、「新規株式公開（IPO）における公開価

格設定プロセス等に関する実態把握について」と題する報告書（「公取委報告書」）を公

表しました。公取委報告書は、公開価格の設定プロセス、上場方式の多様性、IPO に係

る取引慣行のそれぞれについて、調査結果を踏まえて独禁法上問題となる場合や競争政

策上望ましい実務対応を述べ、証券会社に発行会社との十分な協議を促す等の内容に

なっています。 

公取委は、公取委報告書で示された考え方を金融庁・日本証券業協会・東京証券取引

所に申し入れ、具体的な対応策の検討や自主的な取組を促すとしているほか、IPO に関

連する取引において独禁法上問題となる具体的な案件に接した場合には、厳正・的確に

対処していくという姿勢を明らかにしています。 

他方、日本証券業協会は、2022 年 1 月 31 日に「公開価格の設定プロセスのあり方等

に関するワーキング・グループ」（「公開価格ワーキンググループ」）の第 6 回会合を開

催し、公取委の上記報告書に基づく説明がなされるとともに、公開価格ワーキンググ

ループによる報告書案（「日証協報告書案」）の取りまとめが行われました。 

パートナー 小野寺 良文 

 03-5223-7769 

 yoshifumi.onodera@mhm-global.com 

パートナー 田中 浩之 

 03-6266-8597 

 hiroyuki.tanaka@mhm-global.com 

mailto:yoshifumi.onodera@mhm-global.com
mailto:hiroyuki.tanaka@mhm-global.com
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日証協報告書案では、プレヒアリングの留意点の周知及び実施の推奨、仮条件の範囲

外での公開価格設定、機関投資家や発行会社との対話促進等、新規上場企業の公開価格

の設定プロセスの制度・実務に関連する多くの改善策が議論されており、公取委報告書

において投げかけられた競争政策上の観点からの論点を含む幅広い検討が行われてい

ます。 

これらの動向により、IPO 実務においては二つの観点での対応を迫られます。一つは、

日証協報告書案で示された IPO における各論について法令上の論点とその対応策を整

理し、成長戦略会議の要請に応える法制度と実務を構築することであり、当局、証券会

社に加え、スタートアップ、PE/VC を含む投資家及び弁護士の協働が不可欠です。 

これに加え、公取委報告書で示された課題に対応するため、証券会社による発行会社

に対する不当な影響力の行使や証券会社間の競争阻害行為とみなされないようなポリ

シーやオペレーションの構築も必要となります。この対応は従来の資本市場のルール

メーキングではおそらく重視されてこなかった観点であり、資本市場の実務と法務を理

解しつつ、競争法にも精通した法律事務所の助言が有用であると思われます。 

 

＜参考資料＞ 

公正取引委員会：「新規株式公開（IPO）における公開価格設定プロセス等に関する実態把握

について」（2022 年 1 月 28 日）： 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220128_IPO.html 

日本証券業協会：「第 6 回 公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グルー

プ」資料（2022 年 1 月 31 日）： 

https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/files/20220131_koukaikakaku_siryou.p

df 

 

 

 

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhm-global.com 

パートナー 宇都宮 秀樹 

 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhm-global.com 

カウンセル 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 

アソシエイト 平川 諒太郎 
 03-5223-7712 

 ryotaro.hirakawa@mhm-global.com 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220128_IPO.html
https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/files/20220131_koukaikakaku_siryou.pdf
https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/files/20220131_koukaikakaku_siryou.pdf
mailto:katsumasa.suzuki@mhm-global.com
mailto:hideki.utsunomiya@mhm-global.com
mailto:saori.takekoshi@mhm-global.com
mailto:shingo.ushirogata@mhm-global.com
mailto:ryotaro.hirakawa@mhm-global.com
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4. エネルギー・インフラ：資源エネルギー庁、電力小売改革の議論を開

始 

 

2022 年 1 月 25 日、資源エネルギー庁が設置する電力・ガス基本政策小委員会の第

44 回会合が開催され、電力小売政策の改革に関する議論が開始されました1。 

議論の初回となる同会合では、小売自由化を含む電力システム改革によりこれまで

700 を超える事業者が小売部門に新規参入したことを踏まえつつも、電力産業全体の市

場規模に占める小売部門の市場規模が小さいこと、事業撤退の増加も予想されること等

の基本的な問題意識が示されました。その上で、①小売電気産業の更なる発展の方向性、

②需要家保護の在り方、③電気市場における小売電気事業者の役割等、④燃料等の供給

力確保における市場と小売電気事業者の在り方について、今後議論を深めていく方針が

打ち出されています。 

このうち、①については、国際的な燃料価格変動の拡大や再エネ増加に伴う需給変動

の拡大等によって事業リスクが今後大きくなっていくと考えられることや、単に電気を

小売供給するだけでは他事業者との差別化は困難といった指摘がなされ、こうした状況

の中で、今後の更なる発展のため小売電気産業全体としてどのような方向性を目指して

いくことが期待されるか、という点が議論の主題とされています。 

また、②については、小売電気事業の事業リスクが拡大する中で新規参入が拡大して

いることから、今後事業からの撤退事例も増加していく可能性があるという認識の下で、

国内事業の実態や諸外国の制度を詳細調査の上、需要家保護の在り方について検討を

行っていくこととされています。 

さらに、③については、電力市場の特殊性や電力以外の一般的な市場との比較も踏ま

えて、市場における価格形成の在り方や、需要家に近い位置にいる小売電気事業者が果

たすべき役割につき検討がなされる予定です。 

最後に④については、日本全体として必要な燃料の確保を支えるために市場が持つべ

き機能や、小売電気事業者がとるべき行動について議論することとされています。 

上記のとおり、小売電気産業の在り方全体を問う議論が開始されており、今後、具体

的な改革の方向性や、法制度への落とし込みについても検討が行われるものと予想され

ますので、引き続き注目されます。 

 

 

 

 

 
1 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/044.html 

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.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/044.html
mailto:takahiro.kobayashi@mhm-global.com
mailto:ryo.yamaji@mhm-global.com
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5. 労働法：「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について 

 

厚生労働省は、2022 年 1 月 13 日、労働政策審議会に対して「雇用保険法等の一部を

改正する法律案要綱」（「本要綱」）について諮問し、労働政策審議会の各分化会・部会

で審議が行われた結果、同月 14 日、同審議会から厚生労働大臣に対して、丁寧な会議

運営を行うべき、制度・運用両面において継続的に検証・検討し、必要な対応を行うよ

う強く求める等の意見を付しつつ、かかる意見を厚生労働省が最大限尊重することを前

提に、厚生労働省案は、概ね妥当と認める旨の答申（「本答申」）がなされました。 

本要綱では、①雇用保険法、②職業安定法、③職業能力開発促進法、④労働保険の保

険料の徴収等に関する法律、⑤特別会計に関する法律、⑥新型コロナウイルス感染症等

の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部改正が盛り込ま

れております。例えば、①については、離職者が雇用保険の受給資格を取得した後に起

業し、その後廃業して求職活動に入る場合も最大 4 年間までは所定給付日数の範囲で基

本手当を受給できるよう改めること、教育訓練支援給付金（2021 年度末までの暫定措

置）の対象期間を 3 年間延長すること、②については、事業者などが広告、文書やイン

ターネットを通じて求人情報、求職者の情報、事業実績の情報を提供する場合、虚偽又

は誤解を生じる表示をしてはならないこと、インターネット等を通じて求職者に関する

情報を収集し、募集情報等を提供する事業者（特定募集情報等提供事業者）について、

氏名・名称、住所ほか省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出ることの義務付け等が

含まれております。 

厚生労働省は、本答申を踏まえ、2022 年通常国会への法案提出の準備を進めること

としており、当該法案が成立することで、企業としても一定の対応が求められる可能性

がございますので、その動向には注視が必要となります。 

 

 

 

6. 会社法：グラスルイスが 2022 年版の議決権行使助言方針の改定を

公表 

 

議決権行使助言会社の Glass, Lewis & Co.（「グラスルイス」）は、2022 年版の日本向

け議決権行使助言方針（ガイドライン）の改定を公表しました。主な改定内容は、下記

のとおりです。 

 

 

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 

mailto:taichi.arai@mhm-global.com
mailto:kazuki.sawa@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。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

6 
 

① 取締役会の多様性について 

これまで東証第 1部及び第2部上場企業についてのみ適用されていた取締役会の多

様性に関する助言方針が、2022 年 2 月以降は、すべての上場会社に適用され、すべ

ての上場企業について、女性役員2が 1 名以上選任されていない場合は、監査役会設

置会社又は監査等委員会設置会社では会長（会長職が無い場合は社長）である取締役

に、指名委員会等設置会社では指名委員会委員長である取締役に反対推奨としていま

す。但し、各社の開示を検討し女性役員が選任されていないことについて十分な理論

的根拠や対応策が開示されている場合には、反対推奨をしない場合があるとされてい

ます。さらに、2023 年 2 月以降に開催される株主総会からは、プライム市場上場会

社については、女性役員 1 名以上ではなく女性取締役 10%以上選任を基準とするこ

ととしています。 

 

② 取締役会の独立性について 

ガイドラインでは、従前から取締役会と監査役会の独立役員の合計人数の割合が取

締役と監査役の総人数の 3 分の 1 未満の場合、会長（会長職が無い場合は社長）であ

る取締役について反対推奨とされていますが、それに加えて、2022 年 2 月以降は監

査役会設置会社について、少なくとも 2 名以上の独立社外取締役の選任が求められま

す。さらに、2023 年 2 月以降は、下記のとおり上場市場の区分や支配株主の有無に

よって、独立社外取締役の人数基準に差異が設けられます。 

 

a) プライム市場上場会社・支配株主なし 

取締役会の独立社外取締役の割合が 3 分の 1 未満の場合、監査役会設置会社又は

監査等委員会設置会社では会長（会長職が無い場合は社長）である取締役、指名委

員会等設置会社の場合は指名委員会委員長である取締役について反対推奨とします。 

b) プライム市場上場会社・支配株主あり 

取締役会の独立社外取締役の割合が過半数に達しない場合、監査役会設置会社又

は監査等委員会設置会社では会長（会長職が無い場合は社長）である取締役、指名

委員会等設置会社の場合は指名委員会委員長である取締役について反対推奨としま

す。 

c) プライム市場以外の上場会社・支配株主あり 

取締役会の独立社外取締役の割合が 3 分の 1 未満の場合、監査役会設置会社又は

監査等委員会設置会社では会長（会長職が無い場合は社長）である取締役、指名委

員会等設置会社の場合は指名委員会委員長である取締役について反対推奨とします。 

 

 

 

 
2 ここでいう女性役員には、取締役と監査役に加え指名委員会等設置会社における執行役も含みます。

また、ガイドラインでは、‟gender diverse directors”という用語が用いられ、女性役員に加え、男性又は

女性以外のジェンダーの役員も含まれています。 
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③ バーチャルオンリー型株主総会を可能とする定款変更議案について 

2021 年 6 月に施行された産業競争力強化法（「改正法」）に基づき、上場企業は「場

所の定めのない株主総会」（「バーチャルオンリー型株主総会」）を開催できる旨の定

款の定めを置くことができます。ガイドラインでは、かかる定款変更議案について原

則賛成推奨としつつ、i.バーチャルオンリー型株主総会への参加のための手順と要件

を招集時に開示すること、及び ii.株主が質問するための手順を正式に策定してこれを

実施し、質問はすべての株主がアクセス可能な形で回答すること、の 2 点の確約を求

めています。これらは基本的には定款変更に先立つ経済産業大臣及び法務大臣による

確認（改正法 66 条 1 項）や改正法に基づく読み替え後の会社法の定めによって確保

されると考えられるものの、バーチャルオンリー型株主総会の導入を検討している企

業は、留意が必要です。この点は、他の議決権行使助言会社である、 Institutional 

Shareholder Services Inc.（「ISS」）の 2022 年版議決権行使助言基準において、原則

反対推奨とされたのと対照的です。 

各社は、上記のグラスルイスにおける議決権行使助言方針の改定も踏まえて、株主

総会の議案の内容を検討していく必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

グラスルイス：「Glass Lewis 2022 Policy Guidelines」（英語版） 

Japan-Voting-Guidelines-GL-2022.pdf (glasslewis.com) 

ISS：「2022 年版 日本向け議決権行使助言基準」（日本語版） 

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

 

 

 

7. 一般民事・債権管理：経済産業省・中小企業庁による事業復活支援

金の申請開始 

 

2022 年 1 月 31 日、経済産業省・中小企業庁は、令和 3 年度補正予算に基づく「事業

復活支援金」の申請を開始しました。事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の

拡大・長期化により、需要減少・供給制約等の影響を受けている中小法人・個人事業者

等に対し、事業の継続・立て直しに向けた取組を支援する目的のもと、事業資金を迅速

かつ公正に給付するための制度です。 

事業復活支援金の給付を受けるための要件は、主に下記①及び②です。 

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.glasslewis.com/wp-content/uploads/2021/12/Japan-Voting-Guidelines-GL-2022.pdf?hsCtaTracking=898224c4-0005-4b27-a16a-bf14a667323d%7C0f0ef09c-ec1d-4e8f-8674-1c864c49a265
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf
mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
mailto:ayana.kagawa@mhmjapan.com
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① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要減少・供給制約により大き

な影響を受けていること。 

② ①の影響により、2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、2018

年 11 月～2021 年 3 月における任意の月の売上高と比較して 30%以上減少して

いること。なお、上記売上高が 50%以上減少している場合は、給付額の上限が

増額されます。 

2021 年における新型コロナウイルス関連倒産は 1,668 件と、前年比約 2 倍に増加3し

ており、経済産業省・中小企業庁は政府系金融機関の融資等による資金繰り支援に引き

続き取り組んでいます。 

2022 年に入っても新型コロナウイルス感染症は依然収束しておらず、資金繰りに大

きな影響を受ける企業が今回の事業復活支援金その他経済産業省・中小企業庁による資

金繰り支援を検討・活用する場面が今後も出ると思われます。 

 

 

 

8. M&A：中小企業庁、事業承継ガイドライン改訂へ 

 

中小企業庁は、2022年 1月 20日、第 2回事業承継ガイドライン改訂検討会を開催し、

2022 年 3 月頃に予定されている事業承継ガイドライン改訂に向けて、その検討方針と

改訂案の暫定版を公表しました。 

中小企業庁は、中小企業の円滑な事業承継のための手引きとして、2006 年 6 月に事

業承継ガイドラインを策定しましたが、その後の中小企業経営者の高齢化の進展等を踏

まえ、事業承継に向けた早期・計画的な取組の促進を目的として、2016 年 12 月に 10

年ぶりの改訂を行いました。今般の事業承継ガイドライン改訂は 5 年ぶりとなりますが、

その背景には、2016 年の改訂後、中小 M&A の支援策が拡充してきた一方で、コロナ禍

により事業承継を後ろ倒しにしたり廃業したりする中小企業が増加していることが挙

げられており、改訂版にはこれらの環境変化を踏まえた最新データが反映される予定で

す。このほか、従業員後継者による承継が近年増加していることも踏まえ、従業員承継

の典型的なモデルを提示したり、業種・地域等の属性に応じた事業承継の取組状況に関

するデータ・事例を追記したりする方向で検討されており、2022 年 3 月頃開催の次回

会合で、改訂案の最終確認が行われる予定です。 

事業承継ガイドライン改訂と併せて、中小 PMI ガイドライン（仮称）の策定も進め

られていますが（詳細は Client Alert 2021 年 11 月号（Vol.95）をご参照ください。）、両

 
3 https://www.tsr-net.co.jp/news/status/yearly/2021_2nd.html 

アソシエイト 石田 渉 

 03-6266-8926 

 wataru.ishida@mhm-global.com 

アソシエイト 後潟 伸吾 

 092-739-8144（福岡） 

 shingo.ushirogata@mhm-global.com 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050399/20211105-125927.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050399/20211105-125927.pdf
https://www.tsr-net.co.jp/news/status/yearly/2021_2nd.html
mailto:wataru.ishida@mhm-global.com
mailto:shingo.ushirogata@mhm-global.com
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ガイドラインによって中小企業の事業承継が促進され、技術やノウハウが次世代に円滑

に引き継がれることが期待されます。 

 

 

 

9. 税務：CFC 税制における再保険の保険料に関する非関連者基準の解

釈・適用が争われた裁判例 

 

東京地裁は、英領バミューダ諸島において設立された原告の子会社が非関連者である

保険会社との間で締結した再保険契約に係る収入保険料（「本件収入保険料」）について、

外国子会社合算税制（いわゆる CFC 税制又はタックス・ヘイブン対策税制）のうちい

わゆる非関連者基準に関して、租税特別措置法施行令（平成 28 年政令第 159 号による

改正前のもの）39 条の 17 第 8 項 5 項括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又

は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」（「本

規定」）に該当するか否かが争われた事案において、本件収入保険料は本規定に定める

収入保険料に該当せず、非関連者基準を満たさないとして、納税者敗訴の判決を言い渡

しました。 

判決によれば、本規定にいう「保険の目的」とは、「保険事故が生じた際に保険契約

に基づき保険金の支払いを受けることにより保証、補填を得ようとする対象のことをい

うものと解するのが相当」であり、「保険契約には様々な種類・内容のものがあり得る

ことから、保険契約により保障、補填を受けようとする対象は、当該保険契約における

保険事故や免責事由の定めのみではなく、個々の保険契約の内容や取引の実態等を踏ま

えて実質的に判断するのが相当である」とされています。 

上記判決は本規定の解釈が初めて示されたものであり、今後、当該判断が維持される

のかが注目されます。 

 

 
 
 
 

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhm-global.com 

アソシエイト 芝村 佳奈 

 03-5220-1883 

 kana.shibamura@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 緒方 航 

 03-5220-1838 

 ko.ogata@mhm-global.com 

 

mailto:atsushi.oishi@mhm-global.com
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10. 経済制裁：ロシアに対する経済制裁強化の可能性と日本企業の備え 

 

ウクライナをめぐる西側諸国とロシアの緊張が高まっています。米国は、ロシアがウ

クライナに侵攻すれば前例のない規模の経済制裁で報復すると言明しています。 

米国の経済制裁は、基本的に米国人・米国企業（United States person）による制裁

対象者・制裁対象地域との取引を禁止するものですが、米国人・米国企業以外であって

も、米国人・米国企業に制裁違反取引をさせる行為も禁止の対象とされているため、例

えば、日本企業が制裁対象者・制裁対象地域に対して米国のコルレス銀行を介して米ド

ル建ての送金を行う場合にも、当該米国のコルレス銀行に禁止行為をさせるものとして

制裁違反となる可能性があります。また、執行例は比較的限定的ではありますが、下記

のとおり現行のロシア制裁には、一定の場合に米国人・米国企業や米国原産品・技術が

関係しない場合であっても、米国外で行われる取引を直接制裁対象にする、いわゆる二

次制裁と呼ばれる制裁類型も規定されています。 

そのため、米国による経済制裁の強化は、日本企業にとっても他人事ではありません。

特に米国・ロシア・ウクライナとのビジネス上の関係がある企業にとって、現時点のロ

シア制裁の枠組みを正確に理解し、また、自社のサプライチェーン・バリューチェーン

を整理し、仮に米国による追加の経済制裁が発動される場合に、どのような方向での強

化がされる可能性があり、自社にどのような影響があり得るか、今の段階から検討をし

ておくことが非常に重要です。 

米国は、ロシアによるクリミア半島の実行支配の強化を受けて 2014 年から対ロシア

の制裁プログラムを導入しています。対ロシア制裁では、①SDN リストに掲載された

個人・団体との取引の禁止、②クリミア地域への新たな投資又は同地域との輸出入の禁

止に加え、③SSI リスト（the Sectoral Sanctions Identification List）に記載されたロシ

アの産業で活動する企業に対する部分的な制裁が行われています。さらに、④

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act（CAATSA）では、一定の場合

に二次制裁も規定されている等、ロシア制裁は複数のアプローチから構成されており、

他の制裁プログラムと比べても特に複雑になっており、これらの枠組みを把握した上で、

このうちのどの部分が強化・拡大されるのか、また、これら以外の新たなアプローチも

あり得るのか等について注視する必要があります。 

また、日本企業にとっては日本の外為法に基づく経済制裁の動向も重要です。日本で

も欧米諸国と強調する形で対ロシア制裁が実施されているところ、米国の制裁強化に合

わせて日本でも何らかの制裁強化がなされる可能性もあります。 

ロシアをめぐる日米の制裁の現状・今後の動向等については、近日中に当事務所ウェ

ブサイトからアクセス可能な「MHM マイページ」においても解説動画を掲載すること

を予定しておりますので、当該動画もご参照いただけますと幸いです。 
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11. 中国・アジア（中国）：「会社法（改正草案）」の公表 

 

2021 年 12 月 24 日、全国人民代表大会常務委員会は、「会社法（改正草案）」（「本草

案」）を公表し、2022 年 1 月 22 日まで意見募集を行いました。本草案の意見募集の結

果や今後の審議を経て、2005 年の改正以来 2 回目となる会社法の全面的な改正が行わ

れようとしており、注目が集まっています。ただ、正式な改正法の成立時期は現時点で

は決まっていません。 

本草案では、会社の設立に関する制限を緩和しています。現行法では、一人有限責任

会社が株主となって新たな一人有限責任会社を設立することが禁止されていますが、当

該禁止規定が削除されています。また、1 人の自然人又は 1 社の法人でも株式会社を設

立することができるとしています（93 条）。さらに、現物出資における出資可能な財産

として（現行法下でも出資可能であるとされていましたが）、持分及び債権を明記して

います（43 条、100 条）。なお、清算手続に関して新たに簡易手続による抹消登記制度

を設けており（235 条）、会社清算制度に関しても関連調整を行っています（228 条、

234 条）。 

そして、会社の機関設計に関する選択肢を増やしています。具体的には、会社の選択

により董事会と総経理等の役割分担を従前よりも柔軟に設計できるようにしており（69

条、131 条）、また、監査委員会の設置や（64 条、125 条）、「規模が小さい会社」が董

事会及び監事会の設置について柔軟な組織構造を採用することを認めています（70条、

130 条、137 条）。 

資本制度の内容に関しては、株式会社に授権資本制度を導入しており（97 条）、実務

上よく見受けられる種類株（優先株、劣後株、特殊議決権付株、譲渡制限付株等）につ

いても規定しています（157 条、158 条）。また、会社が欠損を補填した後、依然とし

て欠損がある場合における簡易減資も認めています（221 条）。 

上記のほか、支配株主及び経営管理者の責任を強化する内容も定められています。特

に、支配株主が、董事、高級管理職に会社や株主の利益を損なう行為をさせ、会社や株

主の利益に損害をもたらした場合、董事、高級管理職とともに連帯責任を負うとされて

います（191 条）。また、董事、監事、高級管理職による忠実義務及び勤勉義務の具体

的な内容が追加され（180 条）、職務執行において、故意又は重大な過失により他人に

損害をもたらした場合、会社とともに連帯責任を負うとされています（190 条）。また、

関連取引に関する規制を強化し、関連者の範囲を拡大し、関連取引の報告義務と議決権

排除制度を増加しています（183 条）。 

パートナー 梅津 英明 

 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhm-global.com 

アソシエイト 大川 信太郎 
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本草案は、意見募集を踏まえて内容が修正される可能性があり、正式に公布・施行さ

れるまでは法令としての効力を有しないため、今後の改正法の審議・制定状況を注視し

ていく必要があります。 

 

 

 

12. 新興国（UAE）：外国資本の誘致に向けた会社法の改正 

 

UAE では、2015 年に制定された会社法が全面的に改正され、新しい会社法（Federal 

Law No.32 of 2021 on Commercial Companies。「新会社法」）が制定されました。新会

社法は 2022 年 1 月 2 日より施行されています。UAE の経済省によれば、本改正は UAE

国内の金融市場に上場する企業数の増加に貢献し、国際企業の誘致等により、金融市場

の成長指標を先進的・国際的な競争レベルに引き上げるものであると説明されています。 

新会社法では、オンショアにおける会社形態の一類型である公開株式会社（PJSC：

Public Joint Stock Company）の一種として、企業を買収・合併することのみを目的と

する Special Purpose Acquisition Company（SPAC）という企業形態が新設されました。

また、信用取引、借入れ、証券化などの特定の資金調達に関する義務や資産を、親会社

の義務や資産から分離することを目的として設立される Special Purpose Vehicle（SPV）

という企業形態も新たに導入されています。SPAC 及び SPV は新会社法の適用を受け

ず、UAE 証券・商品規制局（SCA：Securities & Commodities Authority）の制定する規

律に服することになります。 

そのほか、新会社法では PJSC に関する規定も一部改正されました。まず、創業株主

による引受株式数の上限に関する規制が撤廃され、これに伴って創業株主が公募期間満

了時に引受けの申込みがなかった株式を制限なく引き受けることが可能になり、PJSC

の設立がより容易になりました。また、PJSC の株式の額面額に対する制限が撤廃され

たり、株式の市場価格が額面額を下回ったりした場合に額面よりも低い価格で株式を発

行することを認める規定が追加される等、新株発行をより柔軟に実施することが可能と

なると考えられます。 

また、UAE では、会社法の改正により、2021 年 6 月 1 日より、“Strategic Impact”を

有する事業等の一定の分野を除き、オンショアで設立される法人に関する外資出資割合

規制が原則的に撤廃され、オンショアにおいても外国企業による 100%出資が認められ

パートナー 江口 拓哉 

 06-6377-9402（大阪） 

 takuya.eguchi@mhm-global.com 

パートナー 森 規光 

 +86-10-6590-9292（北京） 

 norimitsu.mori@mhm-global.com 

外国弁護士 崔 俊 
 03-6212-8368 

 jun.cui@mhm-global.com 
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ています。このように、外資出資割合規制の観点からも、外国資本の誘致が推進されて

おり、UAE に進出しようとする外国企業にとっては注目に値するものといえます。 

 

 

 

13. 国際訴訟・仲裁：金融専門仲裁組織（P.R.I.M.E. Finance）の新規

則施行 

 

2022 年 1 月 1 日、P.R.I.M.E. Finance の新たな仲裁規則が施行されました。P.R.I.M.E. 

Finance は、2012 年に設立された比較的新しい組織で、金融案件に特化し、そこで必

要とされるデリバティブ、ストラクチャード・ファイナンス、フィンテック等の金融専

門知識に効果的に対応することを企図しています。この仲裁手続の一つの特徴として、

仲裁判断に際し、税務上のインパクトを考慮できるという点があります。すなわち、税

務上のインパクトを踏まえた上での、妥当な判断が提供できる仲裁手続となっています。 

但し、新たな組織とはいっても、案件管理は、1899 年設立の常設仲裁裁判所（the 

Permanent Court of Arbitration）によって行われます。オランダのハーグにおいて、伝

統的な同仲裁裁判所の協力のもと、最先端の案件に対応するというのが、P.R.I.M.E. 

Finance です。 

新規則の特徴は、以下の 5 点にあります。 

① 請求又は防御が明らかに成り立たない場合における、早期判断制度の導入 

② 透明性に関することとして、仲裁判断の原則公開（但し、当事者等の情報は匿名

化）と、第三者への意見照会の制度（例えば、ISDA への意見照会が考えられる）

の導入 

③ 緊急仲裁手続及び迅速仲裁手続の期間の短縮化と、迅速仲裁手続の適用範囲を係

争額 400 万ユーロまで拡大 

④ 複数当事者及び複数契約の案件への対応 

⑤ 仲裁人の公正性等に懸念がある場合に、常設仲裁裁判所がその選任承認を拒否で

きる制度の導入 

国際的な紛争案件及びその可能性と対峙する日本企業にとって、紛争解決手続のメ

ニューを広く把握し、各事案に最適なものを選択していくことは、重要なことです。ま

た、専門知識が要求される紛争案件への対応は、一般に長期化が懸念されるところ、

P.R.I.M.E. Finance の新規則は、専門知識が要求される紛争案件を迅速かつ効率的に解

パートナー 西尾 賢司 
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決することを企図するものです。デリバティブ、ストラクチャード・ファイナンス、フィ

ンテック等の金融取引に関わる多くの日本企業にとって、メニューの一つとして認識す

る価値があると考えられます。 

 

 

  

パートナー 関戸 麦 

 03-5223-7759 

 mugi.sekido@mhm-global.com 

外国法カウンセル Colin Trehearne 

 03-5220-1827 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『With コロナ・After コロナの働き方と実務上の留意点』 

（第 205 回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2022 年 2 月 16 日（水）15:00～16:50 

講師    森田 茉莉子、島田 里奈 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

【お申込みに関して】 

上記セミナーにつきましては、会員制ポータルサイト「MHM マイページ」にて

お申込みを受け付けております（申込期限：2022 年 2 月 9 日（水））。 

※ MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上で

お申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『第 4780 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「改正外為法に基づ 

く外資規制の実務－元立案担当者・審査官が解説』 

開催日時  2022 年 2 月 8 日（火）9:30～11:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『【オンライン】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』 

開催日時  2022 年 2 月 8 日（火）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  『第 4784 回金融ファクシミリ新聞社セミナー 電力の小売営業に 

おける法令・ガイドライン上の留意点』 

開催日時  2022 年 2 月 10 日（木）13:30～16:30 

講師    長窪 芳史 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『新任担当者のための株主総会運営の基礎と実践〔全 3 講〕～根拠 

法令・判例・実務慣行を踏まえた総会実務の基本構造を学ぶ～』 

視聴期間  2022 年 2 月 16 日（水）10:00～2022 年 4 月 18 日（月）17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 
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➢ セミナー  『金融業界・IT ベンダーのための経済安全保障入門』 

開催日時  2022 年 2 月 16 日（水）9:30～12:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

➢ セミナー  『第 4789 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「STO（Security Token  

Offering）の最新実務～法制度の全体像と最新の活用事例～」』 

開催日時  2022 年 2 月 16 日（水）13:30～16:30 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4792 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「法律を通じて体系 

的に学ぶ経済安全保障―経済安保を構成する主要 11 分野」』 

開催日時  2022 年 2 月 18 日（金）9:30～11:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『CG コードの下での取締役会における監督機能・実効性強化の実 

務動向～2021 年 6 月の CG コード改訂を踏まえた監督機能・実効

性強化の各種取り組み～』 

開催日時  2022 年 2 月 18 日（金）10:00～17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『医療分野の成果導出に向けた研修セミナー』 

開催日時  2022 年 2 月 21 日（月）9:00～11:00 

講師    齋藤 浩貴 

主催    国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 

 

➢ 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 5 回』 

視聴期間  2022 年 2 月 22 日（火）10:00～2022 年 3 月 22 日（火）17:00 

講師    内田 修平 

主催    株式会社プロネクサス 
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➢ セミナー  『【中産連×愛知県 自動車産業フォーラム 2022】「自動運転・新 

しいモビリティ・MaaS の法制度の最新動向」』 

視聴期間  2022 年 2 月 24 日（木）12:00～2022 年 3 月 31 日（木） 

講師    戸嶋 浩二、佐藤 典仁 

主催    一般社団法人中部産業連盟 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】取締役会運営の実務 ～基本と応用～』 

視聴期間  2022 年 2 月 24 日（木）10:00～2022 年 4 月 25 日（月）17:00  

講師    澤口 実 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ 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  2022 年 2 月 24 日（木）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  『洋上風力発電事業を巡る最新の実務と法的留意点～関連法制度や 

契約実務の解説から最新のファイナンスの動向まで～』 

開催日時  2022 年 2 月 24 日（木）9:30～12:30 

講師    野間 裕亘 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

➢ セミナー  『第 4796 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「経済安全保障・人 

権に関する規制リスクの高まりとわが国企業の対応策」』 

開催日時  2022 年 2 月 24 日（木）9:30～11:30 

講師    宮岡 邦生 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『「定時株主総会に向けたポイント」～2022 年シーズンのトピック 

スを中心に～』 

開催日時  2022 年 2 月 25 日（金）14:30～17:00 

講師    渡辺 邦広 

主催    一般財団法人中部生産性本部 
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➢ セミナー  『アクティビスト株主対応における外為法の実務〜立案担当者が教 

える日本企業からみた外為法のポイント〜』 

開催日時  2022 年 2 月 28 日（月）13:30～16:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ 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  2022 年 3 月 2 日（水）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  『第 4808 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「投資型クラウド・ 

ファンディングに係る法規制と今後の展望」』 

開催日時  2022 年 3 月 7 日（月）13:30～15:30 

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  『カーブアウト M&A と契約交渉上のポイント〜アジアで多数の子 

会社を抱える事業の仮想のカーブアウト事例を念頭に遂行上の留

意点を分かりやすく解説〜』 

開催日時  2022 年 3 月 8 日（火）10:00～12:00 

講師    佐藤 典仁 

主催    株式会社金融財務研究会 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本     『バリュエーションの理論と実務』（2021 年 12 月刊） 

  

出版社   株式会社日経 BP 

著者    石綿 学（共著） 

 

➢ 本     『中国経済六法 2022 年増補版』（2022 年 1 月刊） 

  

出版社   日本国際貿易促進協会 

著者    石本 茂彦、小野寺 良文 

 

➢ 本     『ドローン・ビジネスと法規制（第 2 版）』（2022 年 1 月刊） 

  

出版社   株式会社清文社 

著者    戸嶋 浩二、林 浩美、岡田 淳、佐藤 典仁、島田 里奈、木村 純、 

輪千 浩平、福澤 寛人（編集代表） 

 

➢ 本     『令和 2 年改正個人情報保護法 Q&A〔第 2 版〕』（2022 年 1 月刊） 

  

出版社   株式会社中央経済社 

著者    田中 浩之、北山 昇 
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➢ 本     『新しい事業報告・計算書類〔全訂第 2 版〕――経団連ひな形を参 

考に』（2022 年 1 月刊） 

  

出版社   株式会社商事法務 

著者    澤口 実、小松 岳志、内田 修平、奥山 健志、渡辺 邦広、近澤 諒、 

邉 英基、河島 勇太、若林 功晃（共著）、石井 裕介（編著） 

 

➢ 論文    「座談会 株主総会の現在・過去・未来 ─未来の株主総会へ変える 

もの・変えないもの─ 第一部 2020 年・2021 年総会を振り返る

〔上〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2283 

著者    渡辺 邦広 

 

➢ 論文    「中国データ規制における下位規則制定の状況について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.50 No.1 

著者    森 規光、柴 巍、崔 俊（共著） 

 

➢ 論文    「＜新春座談会 アジャイル・ガバナンスを深める＞アジャイル・ 

ガバナンスとソーシャル・イノベーション」 

掲載誌   NBL No.1209 

著者    羽深 宏樹 

 

➢ 論文    「＜新春座談会 アジャイル・ガバナンスを深める＞ アジャイル・ 

ガバナンスを担う企業の役割－経済安保・ルールメイク・企業制

裁・合意形成などの観点から」 

掲載誌   NBL No.1209 

著者    羽深 宏樹 

 

➢ 論文    「インフラファンドの新たな展開（下）-コンセッション／PPP を 

投資対象とするファンド組成上の検討課題-」 

掲載誌   NBL No.1210 

著者    佐藤 正謙、佐伯 優仁、小山 浩（共著） 
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➢ 論文    「類型別 不正・不祥事への初動対応 第１回 個人データの漏え 

い」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 2 月号 

著者    山内 洋嗣、山田 徹、蔦 大輔 

 

➢ 論文    「類型別 不正・不祥事への初動対応 第２回 キックバック」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 3 月号 

著者    山内 洋嗣、山田 徹、奥田 敦貴 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 31回～第 35回」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3816、3826、3831、3837、3845 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 36回～第 40回」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3852、3857、3863、3875、3884 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

 

➢ 論文    「金融業界・IT ベンダーのための経済安全保障入門」 

掲載誌   The Finance 

著者    大川 信太郎（共著） 

 

➢ 論文    「＜企業法務＞令和 3 年銀行法改正について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.34 No.2 

著者    白根 央 

 

➢ 論文    「日本および海外の個人情報保護規制の最新動向」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 1 月号 

著者    田中 浩之、嶋村 直登 

 

➢ 論文    「中小企業も対応が必要となる税務上の課題」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 1 月号 

著者    小山 浩 

 

➢ 論文    「37 号告示に関する疑義応答集（第 3 集）に基づく アジャイル 

型開発における派遣・請負区分の明確化」 

掲載誌   ビジネスガイド 2022 年 2 月号 

著者    森田 茉莉子（共著） 
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➢ 論文    「外為法に基づくみなし輸出管理の明確化について ―パブコメ回 

答を踏まえた解説―」 

掲載誌   CISTEC ジャーナル 2021 年 11 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「中国環境関連法の概要」 

掲載誌   国際貿易 第 2361 号 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 論文    「民法典制定による担保法制の整理と到達点と中国進出企業への影 

響」 

掲載誌   日本不動産学会誌 No.138 

著者    石本 茂彦、張 超 

 

➢ 論文    「座談会 新時代のリーガルリスクマネジメント学 第 12 回・完  

デジタル社会に起こる職務変容とリーガルリスクマネジメント」 

掲載誌   月刊登記情報 722 号 

著者    羽深 宏樹 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 299 回  JTB（経費不正受

給 

による懲戒解雇の有効性と出勤停止期間中の賃金支払い要否）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報、労働法ナビ 

著者    奥田 敦貴（共著） 

 

➢ 論文    「The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review - Japan Chapter」 

掲載誌   The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review 10th Edition 

著者    眞鍋 佳奈、梅津 英明、大野 志保 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Private Client 2022  

- Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Private Client 2022  

11th Edition 

著者    大石 篤史、酒井 真 
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➢ 論文    「Practical notes for Japan's important updates of the APPI  

guidelines and Q&As」 

掲載誌   International Association of Privacy Professionals (IAPP) 

著者    田中 浩之、嶋村 直登 

 

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

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて当事務所は⽇本における以下の分野で上位

グループにランキングされ、当事務所の弁護士が各分野にて Hall of Fame、

Leading Individuals、Next Generation Partners 又は Rising Stars の高い評価を得

ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）

においても以下の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する

弁護士が各分野にて高い評価を得ております。 

 

JAPAN 

分野 

Tier 1 

・Antitrust and competition 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Fintech 

・Intellectual property 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 

・Restructuring and insolvency 

・Risk management and investigations 

・Tax 

Tier 2 

・TMT 

 

 

 

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

Hall of Fame 

・Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

・Corporate and M&A: 石綿 学 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子 

・Tax: 大石 篤史 

 

Leading Individuals 

・Antitrust and competition: 伊藤 憲二 

・Banking and finance: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Capital markets: 尾本 太郎 

・Corporate and M&A: 棚橋 元、大石 篤史、松下 憲 

・Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦 

・Fintech: 増島 雅和、堀 天子 

・Intellectual property: 三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳 

・Investment funds: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

・Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

・Projects and energy: 小林 卓泰、石川 直樹、岡谷 茂樹 

・Real estate and construction: 佐藤 正謙 

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

・Risk management and investigations: 藤津 康彦、梅津 英明 

・Tax: 酒井 真 

・TMT：岡田 淳 

 

Next Generation Partners 

・Antitrust and competition: 藤田 知也 

・Banking and finance: 末廣 裕亮、白川 佳 

・Capital markets: 田井中 克之 

・Dispute resolution: ダニエル・アレン 

・Private wealth: 小山 浩 

・Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮 

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

・Tax: 栗原 宏幸、小山 浩 

 

Rising Stars 

・Fintech: 古市 啓 
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・Labour and employment: 濵 史子 

・Projects and energy: 野間 裕亘 

・Restructuring and insolvency: 片桐 大 

 

THAILAND 

分野 

Tier 1 

・Projects and energy 

Tier 2 

・Banking and finance 

・Corporate and M&A 

Tier 3 

・Dispute resolution 

・Labour and employment 

・Real estate and construction 

 

弁護士 

Hall of Fame 

・Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 

・Projects and energy：ジェッサダー・サワッディポン 

 

Leading Individuals 

・Banking and finance: ジョセフ・ティスティウォン 

・Projects and energy: ジョセフ・ティスティウォン 

 

MYANMAR 

分野 

Tier 2 

・Corporate and M&A 

・Projects 

弁護士 

Next Generation Partner 

・Corporate and M&A: 井上 淳 

 

➢ ブルームバーグの 2021 年日本 M&A リーグテーブルにて 1 位を獲得しました  

ブルームバーグの 2021 年 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は件数順の

ランキングで 1 位を獲得いたしました。  
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➢ リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングにて 1 位を獲得し

ました 

リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングが発表になり、当

事務所は 2021 年の日本企業関連の公表案件の金額順のランキング及び完了案件

の件数順のランキングにおいて 1 位を獲得いたしました（日本円ベース）。 

 

➢ 当事務所は、ブロックチェーン技術を用いて同性カップル向けを含む家族関係証

明書を発行する一般社団法人 Famiee（ファミー）による NFT アート・チャリ

ティ・オークションの実施に関し、法務面の整備・支援を行いました 

Famiee は、ブロックチェーン技術を活用して、居住地にかかわらず取得・利用

できる家族関係証明書を発行する民間団体です。現在、約 55 の企業や団体が、

社内の福利厚生制度や、医療・保険等の家族向けサービスの適用時の関係確認に

Famiee の証明書を利用しています。 

今般 Famiee は、今後のサービス開発及び運営体制の強化に必要な資金を集める

手段として、NFT（Non-Fungible Token）を活用したチャリティ・オークション

を開催することとなりました。具体的には、その活動に賛同するアーティスト・

企業・団体よりアート作品のデジタル撮影及び NFT 化の許可又は NFT アート作

品の提供を受け、チャリティ・オークションを開催するというものであり、当事

務所はこのプロジェクトの実施に際して、NFT に関する専門的知見を活かした支

援を行いました。 

Famiee は、「多様な家族形態が当たり前のように認められる社会の実現」を目標

に掲げています。当事務所はこれまでも、LGBT カップルにも婚姻の権利を認め

るべきであるとの在日米国商工会議所（ACCJ）の意見書に日系法律事務所とし

ていち早く賛同を表明するなど、所内外で様々な取組を行ってまいりました。今

後も引き続き、誰もが自分らしくいられる社会の実現に向け、ダイバーシティ&

インクルージョンの推進に積極的に取り組んでいく所存です。 

 

➢ 飯島 隆博 弁護士が特許庁知財アクセラレーションプログラム（IPAS）2021 メ

ンターに就任しました 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.famiee.com/top/
https://charity.famiee.com/
https://charity.famiee.com/
https://charity.famiee.com/

