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1. はじめに

2. 知的財産法：文化庁「独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに

対し差止請求権を付与する制度の導入に関する報告書」を公表

3. 競争法／独禁法：消費者庁、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者

の利益の保護に関する法律施行令等の公表

4. エネルギー・インフラ：「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエ

ネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決

定 

5. 労働法：労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について

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の補足説明を

公表

7. 危機管理：「改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報に関するモデル規程」

の公表

8. 一般民事・債権管理：「民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する要綱案」の

公表

9. M&A：株式併合に際して株式買取請求を行った者が価格決定前に仮払いを受け

た場合における株主総会議事録の閲覧等請求の可否について判断した裁判例

（最判令和 3 年 7 月 5 日）

10. キャピタル・マーケッツ：東証、SPAC 上場制度の投資者保護上の論点整理を

公表

11. 税務：OECD、デジタル課税・第 1 の柱に関する市中協議文書を公表

12. 中国・アジア（ベトナム）：不動産事業法に関する新政令の施行

13. 新興国（ケニア）：データ保護法関連規則の公表

14. 国際訴訟・仲裁：法制審議会仲裁法制部会において「調停による和解合意に執

行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」を決定

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 3 月号（Vol.99）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。 
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2. 知的財産法：文化庁「独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセ

ンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関す

る報告書」を公表 

 

本年 2 月 4 日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会で審議され、意見募集の結果

を踏まえた「独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を

付与する制度の導入に関する報告書」（「本報告書」）が公表されました。 

本報告書の背景として、現行法では、特許法における専用実施権とは異なり、出版権

を除き準物権的な権利が存在しておらず、独占的ライセンシーが自ら差止を行うことが

困難であること、また、海賊版による著作権者等への被害が拡大している中で、独占的

ライセンシーが自ら差止請求を行うことができるようになれば、海賊版等への対策が容

易になり、海賊版による被害の拡大防止に資すること等から、独占的ライセンシーに対

する差止請求権を付与する制度の導入が検討されるに至りました。また、令和 2 年著作

権法改正により導入された利用権の対抗制度は独占性の対抗を可能とするものではな

いところですが、独占的ライセンシーに対する差止請求権を付与の在り方を考える上で、

独占的ライセンスの対抗制度の導入が、密接に関わる論点になり得ることから併せて検

討がなされました。 

本報告書では、結論として、独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに

対し差止請求権を付与する制度を導入することが適当であるとしています。また、独占

的ライセンシーに対し差止請求権を付与する構成に関しては、独占的利用許諾構成（債

権的な独占的ライセンスについて、一定の場合に独占性を主張して差止請求権を行使す

ることができるとする構成）が有力な選択肢であるが、専用利用権構成（特許法におけ

る専用実施権や著作権法における出版権のように準物権的な独占的利用権とする構成）

も選択肢としては否定されないとして、その構成については、具体的な制度設計を行う

中で判断することが適当であるとしています。 

今後、本報告書に基づき具体的な制度設計及び立法化の検討が進められるものと思わ

れますので、その動向に注視をする必要があるといえます。 
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3. 競争法／独禁法：消費者庁、取引デジタルプラットフォームを利用す

る消費者の利益の保護に関する法律施行令等の公表 

 

2022 年 2 月 24 日、消費者庁は、2021 年 5 月 10 日に公布された取引デジタルプラッ

トフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律（「本法」）の施行令、施行規則、

同法 3 条 3 項に基づく指針案を公表しました。 

本法は、近年、オンラインモール等の取引デジタルプラットフォーム（「取引 DPF」）

が介在する市場の拡大に伴い、取引 DPF 上での悪質業者によるトラブルが増加してき

たため、消費者利益の保護を目的として制定されました。上記制定趣旨から、同法は取

引 DPF を提供する事業者（「取引 DPF 提供者」）・取引 DPF を利用して商品の販売又は

役務の提供を行う事業者（「販売業者等」）及び消費者間の取引を適用対象としており、

消費者同士の間の取引には適用されません。 

本法の概要は下表のとおりです。 

 

取引 DPF 提供者

の努力義務※ 

販売業者等と消費者との間の円滑な連絡を可能とする措置 

販売条件等の表示に関し苦情の申出を受けた場合における必要

な調査等の実施 

販売業者等に対し必要に応じ身元確認のための情報提供の要請 

取引 DPF 提供者

の開示義務※ 

取引 DPF 提供者は、消費者に対し、法 3 条 1 項に基づき講じた

措置その他消費者の利益の保護のために講じた措置の概要・実施

の状況を開示する。 

消費者庁の商品

等の出品停止要

請 

消費者庁は、危険商品等（重要事項（商品の安全性、商品の原産

地・製造地等）の表示に著しい虚偽・誤認のある商品等）が出品

され、かつ当該商品の販売業者が特定不能等で個別法の執行によ

る是正が期待できない場合、取引 DPF 提供者に当該販売業者の

取引 DPF の利用の停止等を要請することができる。 

消費者の販売業

者等に係る情報

の開示請求権 

消費者は、取引 DPF 提供者に対し、販売業者等に損害賠償請求

等を行うために必要な範囲で、販売業者等の情報の開示を請求す

ることができる。 

申出制度の創設 

 

消費者等は内閣総理大臣に対し、取引 DPF での消費者被害のお

それを申し出て適当な措置を求めることができる。 

※今回公表された指針案では、上記法 3 条 1 項及び 2 項に基づく取引 DPF 提供者の措

置として望ましい具体例や基本的な考え方等が示されている。 

 

本法は、2022 年 5 月 1 日施行が予定されており、取引 DPF を提供・利用する事業者

においては、本法に合わせて、取引 PDF の従前の運用・利用方法の変更の要否につい

て検討を行う必要があります。 
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4. エネルギー・インフラ：「安定的なエネルギー需給構造の確立を図る

ためのエネルギーの使用の合理化等に関す

る法律等の一部を改正する法律案」が閣議

決定 

 

2022 年 3 月 1 日、「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使

用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」（「本法律案」）が閣議決定され

ました1。いわゆる「束ね法案」である本法律案は、エネルギーの使用の合理化等に関

する法律（「省エネ法」）、エネルギー供給高度化法（「高度化法」）、JOGMEC 法、鉱業

法、電気事業法等の改正により、省エネの対象範囲の見直しや非化石エネルギーへの転

換促進、脱炭素燃料や技術への支援強化、電源休廃止時の事前届出制の導入や蓄電池の

発電事業への位置付け等の措置を講ずることで、(1)需要構造の転換、(2)供給構造の転

換、(3)安定的なエネルギー供給の確保を同時に進めようとするものです。主な改正内容

の概要は以下のとおりです。 

 

(1) 需要構造の転換‐省エネ法改正 

① 非化石エネルギーを含むエネルギー全体の使用の合理化 

現行省エネ法は化石エネルギーの使用の合理化を目指すものでしたが、同法上の

「エネルギー」の定義が見直され、使用の合理化（消費単位の改善）の対象が非化

石エネルギーを含む全てのエネルギーに拡大されます。 

② 非化石エネルギーへの転換の促進 

工場等のエネルギー多消費事業者に対し、非化石エネルギーへの転換に関する中長

期計画の作成や、非化石エネルギーの使用状況の定期報告等が求められ、需要面で

の非化石エネルギーへの転換の促進が図られます。 

③ ディマンドリスポンス等の電気需要の最適化 

太陽光等の変動型再エネの普及拡大等を踏まえ、これまでの電気需要平準化に代え

て、季節又は時間帯の電気の需給状況に応じた需要のシフト（電気需要最適化）の

 
1 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220301002/20220301002.html 
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推進が図られます。また、電気事業者に対し、電気需要最適化に資するための措置

に関する計画（電気料金の整備等に関する計画）の作成等が求められます。 

 

(2) 供給構造の転換‐高度化法・JOGMEC法・鉱業法改正 

① 水素・アンモニアなどの脱炭素燃料の利用促進 

エネルギー供給事業者に対し、水素・アンモニアの利用を促進すべく、水素・アン

モニアを高度化法上の「非化石エネルギー源」と明確に位置付け、これらを含めた

非化石エネルギー源の利用目標達成計画の作成を求めています。また、石油精製業

者に対しても、環境負荷の低減に配慮した取組を促進するため、精製プロセスへの

水素の導入やアンモニア混焼といった脱炭素燃料の使用を含めた計画の作成を求め

ています。加えて、水素・アンモニアの国際バリューチェーンの構築に向けて、民

間企業による海外での操業リスク低減を図るため、JOGMEC による出資・債務保証

業務の対象に、水素・アンモニア等の製造・液化や貯蔵等が追加されます。 

② CCSの利用促進 

CCS の利用を促進するため、エネルギー供給事業者に作成が義務付けられる高度

化法 7 条の利用目標達成計画において、CCS 付き火力発電所の利用を記載できるよ

うにする等の改正が行われます。また、JOGMEC による出資・債務保証業務の対象

に、CCS 事業及びそのための地層探査が追加されます。 

③ 再エネの導入促進 

洋上風力発電に関し現在政府で検討が進められている「日本版セントラル方式」2に

関連して、JOGMEC 法において、洋上風力発電のための地質構造調査等が JOGMEC

の業務に追加されます。また、海外事業への参画を通じて国内の地熱開発に不可欠

な技術やノウハウを獲得するため、JOGMEC の出資業務の対象に、一定の海外大規

模地熱発電等の探査事業が追加されます。 

④ レアアース・レアメタル等の権益確保 

鉱業法上、レアアースを鉱業権の付与対象（同法の適用鉱物）に追加し、経産大臣

の許可がなければ採掘等ができないこととされます。また、JOGMEC 法上、出資・

債務保証業務の対象に、国内におけるレアメタル等の選鉱・鍛錬が追加されます。 

 

(3) 安定的なエネルギー供給の確保‐電気事業法改正 

① 必要な供給力の確保 

発電所の休廃止の増加傾向を踏まえ、発電所の休廃止を国が事前に把握・管理し、

必要が供給力確保策（追加供給力公募）を講じる時間を確保する観点から、発電所

の休廃止がこれまでの「事後届出制」から「事前届出制」に改められます。また、

電力広域的運営推進機関（「OCCTO」）の目的に「電気の安定供給確保のために必要

 
2 直近の審議会資料として、例えば以下をご参照ください。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/010_02_00.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/010_02_00.pdf
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な供給能力の確保の促進」が追加され、この点について経済産業大臣と OCCTO の

連携が強化されます。 

② 電力システムの柔軟性向上 

脱炭素化された供給力・調整力として期待される大型蓄電池について、設備容量を

適切に把握し需給ひっ迫時に供給力を活用することを目指す観点から、新たに、大

型蓄電池から放電する事業が電気事業法上の「発電事業」に位置付けられます。ま

た、一般送配電事業者の系統接続義務を定めた同法 17 条 4 項の対象に大型蓄電池が

追加されるなど、系統への接続環境が整備されます。 

 

本法律案は、現在開会中である第 208 回通常国会に提出される予定です。上記のとお

り、本法律案による改正内容は重要な項目かつ多岐にわたるため、今後の動向が注目さ

れます。 

 

 

 

5. 労働法：労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について 

 

厚生労働省は、2022 年 1 月 31 日、労働政策審議会に対して「労働安全衛生規則等の

一部を改正する省令案要綱」（「本要綱」）について諮問し、労働政策審議会の安全衛生

分科会で審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当と認め

る旨の答申がなされました。 

本要綱は、2021 年 5 月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法

22 条の規定は労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断が出さ

れたこと等を踏まえて作成されております（同判決の概要等については Client Alert 

2021 年 6 月号（Vol.90）にて記載しておりますので、併せてご参照ください。）。 

本要綱には、①安全確保のための設備設置関係の規定の改正、②作業方法、保護具使

用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正、③場所の使用・管理権原等に基づく安

全確保（退避、立入禁止等）に係る規定の改正、④有害物の有害性等を周知するための

掲示に係る規定の改正、⑤労働者以外の者による遵守義務が盛り込まれております。例

えば、①に関して、設置した設備を作業時に稼働させる等の当該設備による作業環境の

改善のための措置について、請負人のみが作業を行うとき等には、必要に応じ稼働させ

ること等についての配慮規定を設けること、④に関して、有害物の有害性等を周知する

ための掲示については、労働者以外の者（請負人や当該場所で（他の）作業に従事する

者）も措置対象に追加すること等が明記されております。 

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 
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https://www.mhmjapan.com/content/files/00048219/20210607-125012.pdf
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本要綱において、その施行日は 2023 年 4 月 1 日とされており、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：全株懇、株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの

補足説明を公表 

 

2022 年 2 月 4 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

係る定款モデルの補足説明について」（「本補足説明」）を公表しました。本補足説明は、

2021 年 10 月 22 日に全株懇が公表した「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」）の説明を補足するものです（本改正の詳細な内容は、

Client Alert 2021 年 11 月号（Vol.95）をご参照ください。）。 

本補足説明では、本改正の定款モデルの附則において、削除・新設となる定款規定を

それぞれ「現行定款第 15 条」「変更案第 15 条」と表記していた点について、附則で効

力発生日等を定める対象となる規程を特定するために用いているのみであり、「変更前

定款第 15 条」「変更後定款第 15 条」といった表記を用いたり、いずれの文言も入れな

い対応も考えられる旨の説明がされています。また、本補足説明では、附則にいずれの

文言も入れない場合の定款モデルも併せて公表しています。また、本補足説明の定款モ

デルの附則は、電子提供制度の施行日が 2022 年 9 月 1 日と定められた点も反映してい

ます。 

東京証券取引所（「東証」）によると、電子提供措置に関する定款変更について、2021

年 10 月 22 日付全株懇の「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」に沿った定款変更を行う場合は適時開示は不要とされていますが、実務上、全株懇

の公表に沿った定款変更を行う場合でも適時開示をする例が多く見られます。また、本

年の定時株主総会では、電子提供措置制度に係る定款変更に加え、株主総会を場所の定

めのない株主総会（「バーチャルオンリー株主総会」）とすることができる旨の定款の定

めを設ける定款変更を行う会社も多いと思われます。東証によると、バーチャルオン

リー株主総会について経過措置3の適用を受けて定款の定めがあるものとみなす場合に

は、適時開示は不要とされる一方、実際に株主総会決議を経て定款変更を行う場合は、

適時開示を行う必要があります。そのため、電子提供措置に関する定款変更と併せて

 
3 経過措置として、施行後 2 年間は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた会社は、定款変更を行

わなくても定款の定めがあるものとみなすことができます（産業競争力強化法等の一部を改正する等の

法律附則 3 条 1 項）。 

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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バーチャルオンリー株主総会に関する議案を上程する場合は、併せて適時開示を行うこ

とが考えられます。 

各社は、今後、全株懇の定款モデルの内容も踏まえ、定時株主総会の準備を進める必

要があります。 

 

＜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補足説明について」

（2022 年 2 月 4 日） 

study_2022_01.pdf (kabukon.net) 

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) 

東京証券取引所：「FAQ 【定款の変更】バーチャルオンリー株主総会を開催する場合、経

過措置として、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合は、「株主総会を場所の定め

のない株主総会とすることができる旨」の定款の定めがあるものとみなすことができること

とされていますが、この場合、「定款の変更」に該当し、開示が必要になりますか。」 

https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8327.html 

東京証券取引所：「FAQ 【定款の変更】会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70

号）において導入された株主総会資料の電子提供制度の施行に伴って、当該電子提供制度の

導入に係る定款変更を行うことについての決定をした場合、開示が必要になりますか。」 

https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8413.html 

 

 

 

7. 危機管理：「改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報に関するモデ

ル規程」の公表 

 

2022 年 2 月、消費者庁と一般社団法人日本経済団体連合会の共催セミナー（「本共催

セミナー」）において、改正公益通報者保護法（「改正法」）を踏まえた内部通報に関す

るモデル規程（「本モデル規程」）が公表されました。本モデル規程は、消費者庁として

公式に認定したものではないとされていますが、本共催セミナーにおいて使用されてい

るものであり、改正公益通報者保護法を踏まえて規程の改定等の検討を行うにあたり、

参考になるものと考えられます。 

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 

http://www.kabukon.net/pic/study_2022_01.pdf
https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2021_05.pdf
https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8327.html
https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8413.html
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。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

本モデル規程は、「遵守事項＋推奨事項版」と「遵守事項版」の 2 パターンが公表さ

れています。本共催セミナーの説明資料において、「遵守事項＋推奨事項版」は、従前

消費者庁のウェブサイトにおいて公表されていた「内部通報制度に関する企業等向け内

部規程例」の「企業向け内部通報に関する規程例（大企業版）」に対応するものとされ

ていますので、改正法において内部通報の体制整備義務等を負う事業者（常時使用する

労働者が 300 名を超える事業者）を対象として作成されたものと考えられます。他方で、

「遵守事項版」は、改正法を踏まえた最低限の内容が規定されています。 

内部通報の体制整備義務等を負う事業者は、「遵守事項＋推奨事項版」を一つのベス

トプラクティスとして、既存の制度・規程等を踏まえて対応を検討することになると思

われますが、検討の際のポイントをいくつかご紹介します。 

① まず、「遵守事項＋推奨事項版」脚注 14（4 頁）・「遵守事項版」脚注 11（3 頁）

において、取引先の労働者及び役員に関する記載がなされています。これらの脚

注にも記載されているとおり、取引先の労働者及び役員からの通報であっても、

公益通報に該当する場合があるため（改正法 2 条 1 項 3 号、4 号ロ）、改正法の

下では、体制整備義務の一環として、（自社にとっての内部公益通報に該当する）

取引先の労働者及び役員からの通報を受け付ける内部通報窓口その他の体制整

備を行う必要があります。本モデル規程においては、当社の労働者及び役員に適

用されるものとして作成していることを理由に、取引先の労働者及び役員に関す

る事項は定められていませんが、各企業において、（特に、従前、取引先の労働

者及び役員を内部通報の利用対象者として制度設計していなかった場合には、）

既存の制度・規程等を踏まえ、対応を検討する必要があります。なお、体制整備

義務の関係では、あくまで自社にとっての内部公益通報に該当する取引先の労働

者及び役員からの通報を受け付ける内部通報窓口その他の体制整備が必要であ

り、取引先である法人自体を対象とする窓口の設置や自社にとっての内部公益通

報に該当しない取引先の労働者及び役員からの通報に関する体制整備について

は、必須ではありません。 

② 「遵守事項＋推奨事項版」の細則（13 頁）において、いわゆる範囲外共有に関

する細則が定められています。当該細則第 1 項においては、窓口ごとに共有範

囲が定められているほか、原則の共有範囲は狭く規定されており、調査担当者等

への共有は例外として規定されています。共有範囲については、各企業において

予定されている調査・是正等のフローを踏まえ、（もちろん、改正法に反しない

範囲において）運用上支障がない形で調整する必要があるものと考えられます。 

③ 「遵守事項＋推奨事項版」16 条（9 頁）・「遵守事項版」15 条（7～8 頁）は、職

制上のレポーティングラインにおける通報等について規定しており、こうした通

報等も公益通報に該当し得る点には留意が必要です。また、「遵守事項＋推奨事

項版」17 条（9～10 頁）・「遵守事項版」16 条（8 頁）は、外部に公益通報を行っ

た者の保護について規定しており、こうした事項についても、内部通報の体制整

備を検討する中で漏れがないように留意する必要があります。 
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本モデル規程は、改正法に基づく内部通報の体制整備を検討する上で、有益な羅針盤

となるものです。改正法の対応を検討するにあたっては、既存の制度・規程等の関係に

おいて、本モデル規程も参考にしつつ、抵触がないよう、調和を図ることが必要と考え

られます。 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：「民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する要

綱案」の公表 

 

2022 年 1 月 28 日、法務省 法制審議会 民事訴訟法（IT 化関係）部会第 23 回会議に

おいて、「民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する要綱案」が決定され、同要綱案が

公表されました。同要綱案は、近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変

化への対応を図るとともに、時代に即して、民事訴訟制度をより一層、適正かつ迅速な

ものとし、国民に利用しやすくするという観点から、訴状等のオンライン提出、訴訟記

録の電子化、情報通信技術を活用した口頭弁論期日の実現等民事訴訟制度の見直しを行

うことを検討した結果として、民事訴訟法等の改正のための要綱案として取りまとめら

れたものです。 

要綱案によれば、まず IT 化関連では、インターネットを用いた方法により訴え提起

や準備書面の提出等が可能となります。特に、訴訟代理人においては、訴え提起や準備

書面の提出等につき、インターネットを用いた方法によることが義務化されることにな

りました。インターネットを用いた書面の提出等を行う際のシステム（「mints」）につ

いては、既に一部の地方裁判所で、試行運用が開始されています。 

また、口頭弁論期日・弁論準備手続期日について、裁判所が「相当と認めるとき」は、

電話会議やウェブ会議の方法によってこれを行うことが可能となります。コロナ禍にお

ける裁判手続においても、書面による準備手続期日（又は事実上の期日）という形で、

当事者双方が電話会議又はウェブ会議の方法で裁判手続に参加する方策が取られてき

ましたが、これらの手続では準備書面の陳述や証拠調べが行えない等の制約がありまし

た。上記の改正がなされればオンラインでの審理がより活発化することが期待されます。 

このほかにも、要綱案では、企業活動に影響を与え得るものとして、一部の類型の事

件を除き、短縮した審理期間で判決言渡しを受けることが可能になる、特別な審理手続

が創設されることとなりました。この手続は、訴訟当事者の双方が申出をした場合、又

は、当事者の一方が申出をした場合で相手方が同意した場合に利用可能とされています。

そして、かかる手続への移行が決定した場合、裁判長は、当該決定の日から 2 週間以内

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 村田 昇洋 
 03-6266-8558 

 shoyo.murata@mhm-global.com 
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の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならず、当該期日から

6 ヶ月以内の間に口頭弁論を終結する期日が指定され、その口頭弁論終結日から 1 ヶ月

以内の間に判決言渡しをする期日が指定されることとなります。当事者間において事実

関係に争いがないが契約条項の解釈や法適用について争いがある事案や、当事者間にお

いて訴訟前の交渉がされていることによって事実関係の争いが絞られているような事

案において同制度を利用することが念頭に置かれています。 

要綱案で論じられている民事訴訟法等の改正は、いずれも訴訟実務に多大な影響を及

ぼすものであり、今後も議論を注視する必要があります。 

 

 

 

9. M&A：株式併合に際して株式買取請求を行った者が価格決定前に仮

払いを受けた場合における株主総会議事録の閲覧等請求の可

否について判断した裁判例（最判令和 3 年 7 月 5 日） 

 

最高裁は、株式併合によりその保有株式が 1 株に満たない端数になった元株主が、会

社法 182 条の 4 第 1 項に基づき当該株式の買取請求をした場合において、当該買取請

求をした者が同法 182 条の 5 第 5 項に基づく支払いを受けた場合であっても、当該買

取請求をした者は、上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判

が確定するまでは、株主総会議事録の閲覧等請求権者を定めた同法318条4項にいう「債

権者」に当たると判示しました。 

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、本判決は、株

式買取請求をした者が価格決定前に仮払いを受けた場合の株主総会議事録の閲覧等請

求の可否について判断したものであり、スクイーズアウトに関する反対株主の株式買取

請求や役員責任の追及それらへの企業の対応の実務にも影響があり、参考にすべきと思

われます。 

 

 

 

パートナー 横田 真一朗 

 03-6212-8365 

 shinichiro.yokota@mhm-global.com 

アソシエイト 片山 和紀 
 03-5220-1848 

 kazuki.katayama@mhm-global.com 
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10. キャピタル・マーケッツ：東証、SPAC 上場制度の投資者保護上の

論点整理を公表 

 

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 年以降 SPAC の利用が活発となっています。 

日本でも 2021 年 6 月 18 日に閣議決定された成長戦略実行計画において SPAC につ

いて検討することとされ、東京証券取引所は、2021 年 10 月より「SPAC 制度の在り方

等に関する研究会」（「本研究会」）を設置して、SPAC の上場制度について議論してい

ますが、2022 年 2 月 16 日、「SPAC 上場制度の投資者保護上の論点整理」を公表しま

した（「本論点整理」）。 

本論点整理においては、日本における SPAC 導入の意義・必要性について、スタート

アップのリスクマネー調達手段となり得る、また、機関投資家の観点からは、PE 投資

と同様のオルタナティブ投資の対象になり得るとの指摘がなされた上で、SPAC 上場制

度導入における投資者保護上の論点として、①SPAC の対象投資者層、②SPAC スポン

サーと一般株主との間における構造的な利益相反の存在等を踏まえた、SPAC 上場時に

おけるスポンサーに係る情報開示、③SPAC の上場要件や流動性等に関する枠組み、④

De-SPAC における合併・買収のガバナンス確保の方策、⑤De-SPAC 後の企業の上場適

格性の確認プロセスの在り方等が挙げられています。 

本論点整理で挙げられた各論点については、本研究会において引き続き検討がなされ

るとされており、また、同月 17 日に開催された金融審議会「市場制度ワーキング・グ

ループ」第 15 回会合においても、本論点整理を受けて SPAC 制度の導入及び制度の在

り方について議論がなされています。かかる検討・討議を踏まえて、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、日本における SPAC 導入にあたり検討すべき課題の方向性については、当事務所

の CAPITAL MARKETS BULLETIN 2022 年 1 月号（Vol. 59）「諸外国における SPAC 制

度の導入と日本版 SPAC」もご参照ください。 

 

＜参考資料＞ 

SPAC 制度の在り方等に関する研究会：「SPAC 上場制度の投資者保護上の論点整理」 

https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/spac/nlsgeu000005s68v-att/nlsgeu0000066ga8

.pdf 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00063791/20220131-041906.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063791/20220131-041906.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063791/20220131-041906.pdf
https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/spac/nlsgeu000005s68v-att/nlsgeu0000066ga8.pdf
https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/spac/nlsgeu000005s68v-att/nlsgeu0000066ga8.pdf
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11. 税務：OECD、デジタル課税・第 1 の柱に関する市中協議文書を公

表 

 

OECD は、本年 2 月 4 日及び 2 月 18 日、デジタル課税・第 1 の柱に関する市中協議

文書を立て続けに公表しました。 

OECD は、デジタル課税・第 1 の柱として、世界全体での売上高が 200 億ユーロを

超える等の要件を満たす多国籍企業について、同企業の「利益」の 10%を超える部分の

うち一定の割合を、売上に応じて各市場国に配分する税制を提言していました。今般公

表された市中協議文書により、各売上がどの市場国で発生したと取り扱うのかを決定す

るレベニューソーシングルールの概要、そして当該「利益」の算定方法（課税ベース）

が明らかになっております。 

レベニューソーシングルールについて、2 月 4 日に公表された市中協議文書では、①

売上がどの市場国で発生したとするかは原則取引ごとに判定すること、②売上は「完成

品」「部品」「サービス」「無形資産」「不動産」「政府補助」「顧客以外からの売上」の 7

種類に分類して、種類ごとにどの市場国で発生したかを決定すること、③分類に際して

は、法形式を問わず、その取引の通常又は重要な性質に注目すること等が提言されてい

ます。 

また、2 月 18 日に公表された市中協議文書において、「利益」の課税ベースは「調整

税引前利益」とすることや、「調整税引前利益」は、最終親会社の連結財務諸表に表示

された「財務会計利益」から、「税金費用」（例えば繰延税金費用）、「政策的に否認され

る費用」（例えば違法な支払や罰金）、「エクイティゲイン」、「配当」について反対の仕

訳（reverse）を行うなどの調整を行って算出することが提言されています。 

今般公表された市中協議文書に対するパブリックコメントを踏まえ、今後どのような

デジタル課税の枠組みが整備されるのか、引き続き動向を注視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT Pillar One – Amount A: Draft Model Rules for Nexus 

and Revenue Sourcing（2 月 4 日公表） 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-reve

nue-sourcing.pdf  

PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT Pillar One – Amount A: Draft Model Rules for Tax 

Base Determinations（2 月 18 日公表） 

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 

 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-revenue-sourcing.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-revenue-sourcing.pdf
mailto:katsumasa.suzuki@mhm-global.com
mailto:risa.morita@mhm-global.com
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https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-tax-base-d

eterminations.pdf 

 

 
 

 

12. 中国・アジア（ベトナム）：不動産事業法に関する新政令の施行 

 

ベトナムでは、2022 年 1 月 6 日、不動産事業法（Law on Real Estate Business）に

関する政令（Decree No.76/2015/ND-CP：「旧政令」）を改正する政令（Decree 

No.02/2022/ND-CP：「新政令」）が公布され、同年 3 月 1 日より施行されています。 

新政令には、不動産事業の実務に影響を及ぼし得る改正が複数含まれていますが、特

に重要性が高いと思われる点として、不動産取引に係る契約書雛形の使用の義務化につ

いて紹介します。 

 

旧政令の下でも、各種不動産取引に係る契約書雛形が定められていましたが、それら

は、契約交渉及び契約締結に際して当事者が参照するためのサンプルにすぎないとされ

ており、各種不動産取引を行うに際して当該契約書雛形を使用することは義務付けられ

ていませんでした。 

これに対して、新政令では、以下の各種不動産取引に係る契約書雛形が改めて定めら

れた上で、これらの不動産取引に関する契約については当該契約書雛形を使用すること

が義務付けられることとなりました。 

① アパートの売買・割賦販売契約 

② コンドテル（観光者用アパート）・オフィステル（事務所兼宿泊用アパート）の

売買・割賦販売契約 

③ 住宅の売買・割賦販売契約 

④ ①から③以外の住宅・建設物の売買・割賦販売契約 

⑤ 住宅・建設物の賃貸借契約 

⑥ 土地使用権の譲渡契約 

⑦ 土地使用権の賃貸借・転貸借契約 

⑧ 不動産プロジェクトの全部又は一部の譲渡契約 

 

もっとも、法文上、新政令が個別の条項レベルでこれら契約書雛形に従った合意をす

ることをどの程度厳格に求める趣旨かは、必ずしも明らかではありません。一部の契約

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 

 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-tax-base-determinations.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-tax-base-determinations.pdf
mailto:atsushi.oishi@mhm-global.com
mailto:takashi.harada@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. 

15 
 

書雛形には、契約書雛形の条項と矛盾せず、社会倫理や法律に反しない限りにおいて、

当事者間で、契約書雛形に定められていない内容を合意することができる旨の注記が明

示的に含まれており、契約書雛形の変更がどの程度認められるかの参考となりますが、

それらについても、どの範囲であれば契約書雛形の条項と矛盾しないといい得るかは必

ずしも明らかではなく、具体的な運用については、今後の実務の動向を注視しつつ、慎

重に検討する必要があります。 

 

 

 

13. 新興国（ケニア）：データ保護法関連規則の公表 

 

2022 年 1 月 14 日、ケニアにおいて、データ保護コミッショナー・オフィス（Office of 

the Data Protection Commissioner。「ODPC」）は、2019 年データ保護法（Data Protection 

Act, 2019）の細目を定める以下の 3 つのデータ保護法関連規則を公表しました。 

 

1. Data Protection (General) Regulations, 2021 

2. Data Protection (Registration of Data Controllers and Data Processors) 

Regulations, 2021 

3. Data Protection (Complaints Handling Procedure and Enforcement) 

Regulations, 2021 

 

データ保護法自体は、2019 年 11 月 25 日に施行されていたものの、その後、具体的

な内容を定める下位規則が制定されない期間が長期に及んでいましたが、今般上記の各

規則の制定により、ケニアにおけるデータ規制が本格化するものと予想され注目される

ところです。 

 

(i)は、情報管理者（data controller）及び情報処理者（data processor）がデータ保護

法上負う各種の義務を具体化する内容を規定しており、例えば、個人情報の本人からの

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 

 +84-24-3267-4102（ハノイ） 

 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 大西 敦子 

 +84-28-3622-2614（ホーチミン） 

 atsuko.onishi@mhm-global.com 

mailto:takuya.eguchi@mhm-global.com
mailto:hiroki.kishi@mhm-global.com
mailto:kenji.nishio@mhm-global.com
mailto:atsuko.onishi@mhm-global.com
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同意取得が必要となる場合における本人への通知内容、本人から個人情報に関する請求

があった場合の回答期限、個人情報の保存期間、個人情報の取扱方法を定めるポリシー

の作成・公表、当局に報告が必要となる違反（data breach）の類型、報告手続等を定

めています。 

(ii)は、ODPC に情報管理者・情報処理者としての登録を義務付けるための具体的な要

件、登録手続等を定めており、当該規則によれば、年間売上が 500 万ケニア・シリング

（約 500 万円）未満かつ従業員数が 10 人未満の組織に対しては、原則として上記登録

義務は免除されるものとされています。本規則は公表から 6 ヶ月後に当たる 2022 年 7

月 14 日に施行が予定されています。 

(iii)は、個人情報の取扱いに係る本人による ODPC への不服申立てについての手続を

定めており、ODPC から不服を申し立てられた旨の通知を受けた被申立人は、21 日以

内に当該不服申立てについて対応しなければならないこと、申立案件についての ODPC

の是正命令、その他の処分権限等を定めています。 

 

今回のデータ保護法規則の制定により、ケニアで事業を行う日系企業は、新法の遵守

に向けた体制変更や当局への登録をはじめとする対応が必要となり得ますので、各規則

の内容を十分に理解しておく必要があります。 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：法制審議会仲裁法制部会において「調停による和

解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関す

る要綱案」を決定 

 

2022 年 2 月 4 日、法務省の法制審議会仲裁法制部会において「調停による和解合意

に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」が決定されました。 

調停とは、中立的な立場にある第三者である調停人が交渉を仲介し、和解による紛争

解決を図る制度です。裁判所や仲裁人の判断（判決や仲裁判断）によって紛争解決を図

る訴訟や仲裁とは異なり、あくまでも当事者が和解に応じる判断をして合意をすること

によって紛争が終局的に解決するという点が最大の特徴です。訴訟や仲裁は、紛争当事

者双方が主張・立証を尽くした上で裁判所や仲裁人の判断を得ることから、一般的に手

続に時間がかかりますが、これと比較して、調停は比較的短期間で手続が終了しやすく、

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 重冨 賢人 
 03-5293-4917 

 kento.shigetomi@mhm-global.com 
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また、双方の合意に基づく手続であることから今後も取引を続ける相手方との関係を維

持しながら紛争解決をすることができる可能性が高まる等のメリットがあります。 

日本では、裁判所の民事調停において和解をすれば、調停調書に基づいて、判決や仲

裁判断と同様に強制執行が可能となりますが、裁判外の調停において和解合意をしても、

和解合意書には執行力がなく、当事者が和解合意に定める義務を履行しない場合に、直

ちに強制執行ができないという問題がありました。 

一方で、2018 年 12 月、国際連合国際商取引法委員会（UNCITRAL）は、国際的な

商事調停において成立した和解合意に執行力を付与することを可能とするシンガポー

ル調停条約を採択し、同条約は、2020 年 9 月に発効しました。日本は、このシンガ

ポール調停条約にまだ署名をしていませんが、今後条約加盟国となることを見据えて、

必要な立法作業を進めてきた結果として、今般、決定されたのが「調停による和解合意

に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」です。要綱案においては、紛争当

事者やその親会社が日本国外の企業である場合等の国際的な紛争における和解合意を

対象として、裁判所の執行決定を求めるための手続や裁判所が執行を拒否することがで

きる事由等が定められています。 

仲裁に関しても、昨年 10 月に「仲裁法の改正に関する要綱案」が決定され、暫定保

全措置に関する規定が盛り込まれる等、国際仲裁・国際調停のいずれにおいても、条約

や国際的に主流となっているルールに沿った国内法の改正・立法作業が進められており、

今後、日本企業が当事者となる紛争において、国際仲裁・国際調停の利用がますます促

進されることが期待されます。 

 

 

  

パートナー 大野 志保 

 03-6266-8539 

 shiho.ono@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  『2022 年 6 月総会に向けた実務上の留意点』 

（第 206 回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2022 年 3 月 16 日（水）15:00～17:00 

講師    若林 功晃 

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 3 月 11 日（金）） 

※ 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 4809 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「企業における不正・ 

不祥事の発生防止と発覚時の迅速・適格な対応ーサステナブルな経

営を実現するためにコンプライアンス態勢の確立をー」』 

開催日時  2022 年 3 月 8 日（火）13:30～15:30 

講師    木山 二郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4813 回金融ファクシミリセミナー「海外型シンジケートロー 

ン契約の実務と留意点～LMA 雛型の解説を中心に、担保・保証の留

意点やメザニンファイナンスまで～」』 

開催日時  2022 年 3 月 11 日（金）9:30～11:30 

講師    白川 佳 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4814 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「カーブアウト M&A 

を行う際の留意点～アジアにおける多国籍カーブアウトを例に～」』 

開催日時  2022 年 3 月 11 日（金）13:30～15:30 

講師    佐藤 典仁 

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】Q&A で学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策 ～ 

「新しい働き方」の税務面・法務面を詳細に解説致します～』 

開催日時  2022 年 3 月 11 日（金）14:00～17:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『金融法務懇話会・サービサー業務研究会合同オンラインセミナー  

改正個人情報保護法の概要と実務対応』 

開催日時  2022 年 3 月 16 日（水）14:00～17:00 

講師    小川 智史 

主催    一般社団法人金融財政事情研究会 

 

➢ セミナー  『フリーランス・トラブルのリスクと予防策〜フリーランス・トラ 

ブルの現場を踏まえた実務に効く解説〜』 

開催日時  2022 年 3 月 23 日（水）13:30～16:30 

講師    宇賀神 崇 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】リーガル・リサーチの実践手法と 2022 年 

の最新事情』 

視聴期間  2022 年 3 月 25 日（金）10:00～2022 年 5 月 25 日（水）17:00 

講師    中村 智子（図書担当） 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『債権管理実務研究会 WEB セミナー「リーガル・リサーチの実 

践手法と 2022 年の最新事情」』 

視聴期間  2022 年 3 月 25 日（金）10:00～2022 年 4 月 8 日（金）17:00 

講師    中村 智子（図書担当） 

主催    株式会社商事法務 債権管理実務研究会 

 

➢ セミナー  『公正取引委員会競争政策研究センター第 20 回国際シンポジウム 

「グリーン成長と競争政策」』 

開催日時  2022 年 3 月 25 日（金）16:30～18:30 

講師    高宮 雄介 

主催    公正取引委員会競争政策研究センター（共催：株式会社日本経済新 

聞社、公益財団法人公正取引協会） 

 

➢ セミナー  『第 4828 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「個人データ利活用 

規制の最新対応実務－第三者提供規制への対応を中心として」』 

開催日時  2022 年 3 月 28 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 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本     『リーガル・トランスフォーメーション ビジネス・ルール・チェ 

ンジ 2022』（2022 年 1 月刊） 

 

出版社   株式会社日経 BP 

著者    棚橋 元、石本 茂彦、高谷 知佐子、飯田 耕一郎、武川 丈士、山 

崎 良太、梅津 英明、渡辺 邦広、末廣 裕亮、東 陽介、石橋 誠之、

羽深 宏樹（共著） 

 

➢ 本     『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第 3 版〕』（2022 年 

2 月刊） 

  

出版社   株式会社商事法務 

著者    鈴木 克昌、久保田 修平、熊谷 真和、根本 敏光、田井中 克之、 

宮田 俊、石橋 誠之、五島 隆文、鈴木 信彦、田村 哲也、森田 理

早、寺井 勝哉、平川 諒太郎、水本 真矢、山口 大貴（編著） 

 

➢ 本     『新たな信託ソリューションと法務 ―円滑な M&A・事業承継等の 

ために―』（2022 年 2 月刊） 

 

出版社   株式会社きんざい 

著者    石綿 学、大石 篤史、山川 佳子 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 本     『金融機関の法務対策 6000 講 第Ⅰ巻 金融機関の定義・コンプラ 

イアンス編』（2022 年 2 月刊） 

 

出版社   株式会社きんざい 

著者    田中 浩之、湯川 昌紀、北山 昇、佐野 剛史 

 

➢ 本     『金融機関の法務対策 6000 講 第Ⅲ巻 付随業務・周辺業務・ 

Fintech 編』（2022 年 2 月刊） 

 

出版社   株式会社きんざい 

著者    吉田 和央（共著） 

 

➢ 本     『条解 独占禁止法 第 2 版』（2022 年 2 月刊） 

 

出版社   株式会社弘文堂 

著者    村上 政博（編集代表）、伊藤 憲二（編集委員）、宇都宮 秀樹、加 

賀美 有人、大野 志保、高宮 雄介（執筆責任者）、藤田 知也、西

本 良輔、水口 あい子、竹腰 沙織、中野 玲也、後潟 伸吾、大段 徹

次、富永 裕貴、上田 優介、岡田 宏樹、筑井 翔太、堺 有光子、

塩崎 耕平、宮原 拓郎（執筆協力者） 
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➢ 本     『詳解 外為法 貿易管理編――外国法令も踏まえた理論と実務』 

（2022 年 2 月刊） 

 

出版社   株式会社商事法務 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 本     『NFT ビジネス見るだけノート』（2022 年 3 月刊） 

 

出版社   株式会社宝島社 

著者    増田 雅史 

 

➢ 論文    「2022 年株主総会の実務対応（1）助言会社・機関投資家の議決権 

行使基準の動向〔上〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2284 

著者    澤口 実、松下 憲、若林 功晃、片野 泰世、山岡 孝太、芳川 雄磨 

 

➢ 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

〔下〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2284 

著者    渡辺 邦広 

 

➢ 論文    「2022 年株主総会の実務対応（1）助言会社・機関投資家の議決権 

行使基準の動向〔下〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2285 

著者    澤口 実、松下 憲、若林 功晃、片野 泰世、山岡 孝太、芳川 雄磨 

 

➢ 論文    「2022 年定時総会における定款変更議案に関する実務上の留意点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2285 

著者    渡辺 邦広 
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➢ 論文    「ネットワーク安全審査規則の改正」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.50 No.2 

著者    井村 俊介、福島 翔平、柴 巍 

 

➢ 論文    「経済安全保障と人権問題の交錯と対応の難しさ」 

掲載誌   NBL No.1211 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 論文    「＜論説＞事業担保・包括担保の効用と限界（上）－金融実務を踏 

まえて－」 

掲載誌   金融法務事情 No.2178 

著者    佐藤 正謙 

 

➢ 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 2 回 経済安全保障を読み解 

く主要 11 分野 ――貿易管理編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 3 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「2022 年版 バーチャル株主総会の実施事例―バーチャルオン 

リー株主総会の解禁と近時の実務の動向」 

掲載誌   別冊商事法務 No.466 

著者    白岩 直樹 

 

➢ 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(20) 委託でできること・できないこと」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 2 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 

 

➢ 論文    「モニタリング・モデルを採用する 会社における監査委員会等の  

監査について（2022）」 

掲載誌   一般社団法人日本取締役協会 

著者    太子堂 厚子 

 

➢ 論文    「＜Robotics 法律相談室第 79 回＞仮想空間（メタバース）にはど 

のような法的課題があるか」 

掲載誌   日経 Robotics 2022 年 3 月号 

著者    岡田 淳、福澤 寛人 

➢ 論文    「座談会 ガバナンス・イノベーションのあるべき姿を考える」 
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掲載誌   情報法制研究 Vol.10 

著者    羽深 宏樹 

 

➢ 論文    弁護士が精選！重要労働判例 - 第 302 回 医療法⼈社団弘恵会 

（配転）（介護職員に対する他部⾨への配転命令の有効性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    大屋 広貴 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Insolvency Litigation 2021 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Insolvency Litigation 2021 

著者    片桐 大、石田 渉 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2022  

- Japan Trends and Developments」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2022 

著者    吉田 和央 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2022  

- Regulations on Drone Flights in Japan」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2022  

10th Edition 

著者    戸嶋 浩二、林 浩美（共著） 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2022  

- Japan chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2022  

10th Edition 

著者    林 浩美 

 

➢ 論文    「The Legal 500: Employee Incentives Country Comparative Guide  

- Japan Chapter」 

掲載誌   The Legal 500: Employee Incentives Country Comparative Guide 

著者    金丸 祐子、小山 浩、朽網 友章、宇賀神 崇 
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➢ 論文    「The Consumer Finance Law Review 6th edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Consumer Finance Law Review 6th edition 

著者    石川 貴教、湯川 昌紀、芳野 涼（共著） 

 

➢ 論文    「Mondaq Dominance Comparative Guide - Japan Chapter」 

掲載誌   Dominance Comparative Guide 

著者    高宮 雄介、大段 徹次、筑井 翔太（共著） 

 

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

➢ Chambers Global 2022 にて高い評価を得ました  

Chambers Global 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その分野で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）

及び中国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

所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

・Banking & Finance: Domestic (Band 1) 

・Capital Markets: Domestic (Band 1) 

・Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

・Corporate/M&A: Domestic (Band 1) 

・Dispute Resolution: Domestic (Band 1) 

・Intellectual Property: Domestic (Band 2) 

・International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Band 1) 

・International Trade (Band 1) 

・THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking & Finance (Band 2) 

・Corporate/M&A (Band 2) 

・Projects & Energy (Band 1) 

 

MYANMAR（Myanmar Legal MHM Limited） 

・General Business Law (Band 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

・Banking & Finance: Domestic 

佐藤 正謙、青山 大樹、小林 卓泰 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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・Capital Markets: Domestic 

鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光、田井中 克之 

・Capital Markets: Domestic: J-REITs  

藤津 康彦、尾本 太郎 

・Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives  

佐藤 正謙、江平 享 

・Corporate/M&A: Domestic 

棚橋 元、石綿 学、松村 祐土、大石 篤史、小島 義博、林 宏和、松下 憲 

・Corporate/M&A: Foreign Expertise based abroad in Myanmar 

武川 丈士 

・Dispute Resolution: Domestic  

関戸 麦、飯田 耕一郎 

・Dispute Resolution: International 

ダニエル・アレン 

・Intellectual Property: Domestic 

三好 豊、岡田 淳 

・Intellectual Property: Foreign Expert for China 

小野寺 良文 

・International Trade 

石本 茂彦、梅津 英明 

 

CHINA 

・Intellectual Property (International Firms): Foreign Expertise based abroad in 

Japan 

小野寺 良文 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・Banking & Finance 

ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォン 

・Corporate/M&A 

アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Projects & Energy 

ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォン 

 

MYANMAR（Myanmar Legal MHM Limited） 

・General Business Law 

キンチョー・チー、武川 丈士、ウィン・ナイン 
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➢ Chambers Asia Pacific Awards 2022 のショートリストに掲載されました 

Chambers & Partners による Chambers Asia Pacific Awards 2022 において、当

事務所がOutstanding Firm for Pro Bono部門のショートリストに掲載されました。

また、当事務所パートナーの竹野 康造 弁護士がOutstanding Contribution Award

のショートリストに掲載されました。 

 

➢ 増田 雅史弁護士が自由民主党デジタル社会推進本部に設置された「NFT 政策検

討プロジェクトチーム」に有識者メンバーとして参画しました 

 

 

（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 


