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2. 知的財産法：経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」

を公表

3. 競争法／独禁法：取引 DPF 法の施行及び消費者庁による取引 DPF 法における

「販売業者等」に係るガイドラインの公表

4. エネルギー・インフラ：資源エネルギー庁、水素・アンモニアのサプライチェー

ン構築・需要拡大に向けた議論を開始

5. 労働法：多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書の公表について

6. 会社法：2022 年 6 月総会に向けた留意点

7. 危機管理：改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点

8. 一般民事・債権管理：「ODR の推進に関する基本方針」の公表

9. M&A：公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業連携及びスター

トアップへの出資に関する指針」を策定

10. キャピタル・マーケッツ：四半期開示の見直しに関する動向

11. 税務：最高裁、不動産の相続税評価額が争われた事案において、納税者敗訴の

判決

12. 中国・アジア（ミャンマー）：ミャンマー中央銀行による外国為替管理の強化

～外国通貨のミャンマーチャットへの転換義務の導入等

13. 新興国（ロシア）：外資企業に対する外部管理法案

14. 国際訴訟・仲裁：投資紛争解決国際センター（ICSID）の仲裁規則改正

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 5 月号（Vol.101）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：経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交

渉指針」を公表

本年 3 月 31 日、経済産業省は、国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉に携

わる権利者及び実施者が則るべき、我が国としての誠実交渉の規範を示す「標準必須特

許のライセンスに関する誠実交渉指針」（「本指針」）を公表しました。 
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近年、標準必須特許（SEP：Standard Essential Patent）のライセンスに関する紛争

が世界各国で生じており、今後も SEP のライセンスは増加していく見込みです。この

ため、当該紛争を円滑に解決する手段を検討することは、我が国としての極めて重要な

課題と考えられることから、経済産業省競争環境整備室・知的財産政策室では、「標準

必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会」を開催し、検討が進め

られました。上記研究会における本指針の策定に向けた検討の過程を示した「標準必須

特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会 誠実交渉指針の策定に関す

る報告書」も併せて策定・公表されています。 

本指針において対象としているのは、FRAND 宣言がなされた SEP のライセンス交渉

となります。SEP のライセンス交渉は、①SEP を保有する権利者自らが実施者と行う

二者間交渉と、②権利者との契約に基づき、自らは SEP を保有しないパテントプール

管理会社が実施者と行う交渉に大別されますが、本指針では、二者間交渉における、交

渉当事者が則るべき誠実交渉の規範を示すものとして、パテントプール管理会社が行う

交渉を直接の対象とはしていません。 

なお、本指針は、法的拘束力を持つものではなく、また、SEP のライセンス交渉に関

する明確なグローバル・ルールは存在しないため、これに則って行動することにより、

個別の訴訟において、誠実に交渉したとの判断が得られることを保証するものではあり

ません。もっとも、誠実交渉指針は国内外の企業等の意見や、我が国における知的財産

法・競争法の有識者や産業界の意見を踏まえて策定されたものであることから、参考と

なるべきものといえ、SEP のライセンス交渉に携わる際にはその内容を十分に理解して

おく必要があるといえます。 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：取引 DPF 法の施行及び消費者庁による取引 DPF 法

における「販売業者等」に係るガイドラインの公表 

 

Client Alert 2022 年 3 月号（Vol.99）でご紹介した取引デジタルプラットフォーム（「取

引 DPF」）を利用する消費者の利益の保護に関する法律（「取引 DPF 法」）が、2022 年

5 月 1 日に施行されました。それに先立ち、2022 年 4 月 20 日、消費者庁は、取引 DPF

法における「販売業者等」該当性の基本的な考え方を説明するガイドライン（「本ガイ

ドライン」）及び同法 4 条（取引 DPF 利用の停止等に係る要請）・5 条（販売業者等情

報の開示請求）に係る Q&A（「本 Q&A」）を公表しています。 

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 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064062/20220307-031017.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064062/20220307-031017.pdf
mailto:atsushi.okada@mhm-global.com
mailto:susumu.sasaki@mhm-global.com
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取引 DPF 法は、主に取引 DPF を提供する事業者（「取引 DPF 提供者」）を規制する

ものです。しかし、取引 DPF を利用して商品の販売又は役務の提供の事業を営む者（「販

売業者等」）に該当する事業者も、消費者から苦情があった場合には取引 DPF 提供者か

ら調査を受け（取引 DPF 法 3 条 1 項 2 号）、一定の場合には取引 DPF の利用停止等の

対象となり（取引 DPF 法 4 条）、損害賠償請求等を行おうとする消費者に対し取引 DPF

提供者により自己の情報が開示される（取引 DPF 法 5 条）等、取引 DPF 法の影響を受

けることになります。本ガイドラインでは、取引 DPF 法における「販売業者等」への

該当性について、①基本的な考え方、②判断に資する考慮要素、③判断の基準時及び④

その他留意事項を示しました。その概要は以下のとおりです。 

① 基本的な考え方 

「販売業者等」とは、(i)営利の意思を持って(ii)反復継続して取引を行う者をい

い、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断される 

② 判断に資する考慮要素 

 以下の商品販売・役務提供がある場合、「販売業者等」であることが推認される：

情報商材、相当数の新品・新古品、相当数の特定のカテゴリーの商品役務（ブ

ランド品・健康食品・チケット等）、メーカー・型番等が同一の複数の商品、許

可・免許・資格・登録等を前提とした商品役務 

 商品・役務の提供を受けた者から、一定期間に相当数の評価やレビュー等があ

る場合、「販売業者等」であることが推認される 

③ 判断の基準時 

取引 DPF 法 5 条の情報開示請求における「販売事業者等」該当性は、原則と

して取引 DPF を利用して取引が行われた時点を基準として判断される 

④ その他留意事項 

販売事業者等の判断においては、他の取引 DPF や取引 DPF 以外の場（インター

ネット又は現実の場）での取引も考慮される 

 

また、本 Q&A においては、消費者庁が取引 DPF 提供者に対し取引 DPF 利用の停止

等に係る要請ができる場合の具体例や（取引 DPF 法 4 条関連）、消費者が取引 DPF 提

供者に対し販売業者等情報の開示請求をする場合の手続及び当該開示請求を受けた取

引 DPF 提供者の対応の詳細（取引 DPF 法 5 条関連）等について明確にされています。 

取引 DPF 提供者に該当しない事業者においても、改めて、本ガイドラインの考え方

を前提とした「販売業者等」への該当性を確認し、該当する場合には、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とともに、取引 DPF 法 4 条・5

条の措置・請求に関し、本 Q&A 記載の具体的な手続等を確認しておくことが推奨され

ます。 
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4. エネルギー・インフラ：資源エネルギー庁、水素・アンモニアのサプ

ライチェーン構築・需要拡大に向けた議論を

開始 

 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、水素・アンモニアの社会実装の議論

が進んでいます。昨年 10 月に閣議決定された第 6 次エネルギー基本計画においては、

2030 年の電源構成のうち水素・アンモニアによる発電を 1%程度見込むものとされまし

た。これを受けて、資源エネルギー庁は 3 月、新たに水素政策小委員会及びアンモニア

等脱炭素燃料政策小委員会を設け、両委員会の合同会議の形で議論を開始しました。 

合同会議においては、水素・アンモニアについて需要拡大と供給促進の両側面から検

討が進められています。具体的には、①商用サプライチェーンの構築支援と、②供給イ

ンフラ・拠点整備の形成支援に関して議論が進められており、特に①商用サプライ

チェーンの構築に関しては、グレー水素を含み、かつ、用途を限定しない方向での幅広

い支援が議論されている点が注目されます。会議はおおよそ 1 ヶ月間に 3 回開催という

ハイペースで進められており、近く中間整理が提示されることが予想されます。 

 

 

 

5. 労働法：多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書の公表

について 

 

厚生労働省は、2022 年 3 月 30 日、多様化する労働契約のルールに関する検討会報告

書（「本報告書」）を公表しました。同検討会は、2021 年 3 月 24 日から 13 回にわたり

開催され、無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する現状等についての把

握、企業、労働組合、有識者からのヒアリング、無期転換ルール及び多様な正社員の雇

用ルール等に関する論点についての整理等がなされました。 

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 

シニア・アソシエイト 後潟 伸吾 

 092-739-8144（福岡） 

 shingo.ushirogata@mhm-global.com 

 

パートナー 白川 佳 

 03-6266-8916 

 kei.shirakawa@mhm-global.com 

 

mailto:hideki.utsunomiya@mhm-global.com
mailto:saori.takekoshi@mhm-global.com
mailto:shingo.ushirogata@mhm-global.com
mailto:kei.shirakawa@mhm-global.com
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本報告書では、大きく分けて、①無期転換ルールに関する見直し、②多様な正社員の

労働契約関係の明確化等及び③労使コミュニケーション等の観点から議論がなされて

います。 

① 無期転換ルールに関する見直しについて、無期転換ルールの導入目的である有期

契約労働者の雇用安定に一定の効果が見られる状況であることが示されるとと

もに、現時点で無期転換ルールを根幹から見直さなければならない問題が生じて

いる状況ではないが、各企業における有期労働契約や無期転換制度について、労

使双方が情報を共有し、企業の実情に応じて適切に活用できるようにしていくこ

とが適当とされています。 

② 多様な正社員の労働契約関係の明確化等について、労使紛争の未然防止や、労使

双方の予見可能性の向上に加え、労使間の情報の質・量の格差是正や契約に係る

透明性の確保を図ることが必要であり、労使自治や契約自由の原則の大前提とし

て、法令上の措置も含め、労働契約関係の明確化を検討することが適当とされて

います。 

③ 労使コミュニケーション等について、無期転換制度等を定める際に、無期転換

者・有期契約労働者の意見が反映されるよう、また、多様な正社員の働き方を選

びやすくするためにも、いわゆる正社員自体の働き方の見直しを含め、労使コ

ミュニケーションを促すことが適当とされています。 

企業としては、本報告書にて適当とされている対応を参考に、多様化する労働契約に

即した労使関係を構築することが望ましいといえます。 

 

 

 

6. 会社法：2022 年 6 月総会に向けた留意点 

 

2022 年 5 月に入り、3 月決算会社の 6 月の定時株主総会に向けた準備が本格化して

います。本年 6 月の株主総会に向けた主な留意点は、以下のとおりです。 

 

1 新型コロナウイルス対策について 

新型コロナウイルス感染症対応は、本年も引き続き意識する必要があります。2020

年に経済産業省（「経産省」）から公表された「株主総会運営に係る Q&A」（「本 Q&A」）

は、2022 年 6 月総会にも妥当するため、各社においては、本 Q&A や、本年 3 月総会

に至るまでに蓄積された自社及び他社の事例等を参照しつつ、会場に入場できる株主

の人数の合理的な範囲での制限等を実施することが効果的です。 

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
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2 株主総会のデジタル化の加速について 

ハイブリッド型バーチャル株主総会を採用する会社も、一昨年、昨年に続き増加傾

向にあります。2022 年 4 月 25 日付で東京証券取引所（「東証」）が公表した「2022

年 3 月期決算会社の定時株主総会の動向について」（本調査）によれば、定時株主総

会においてバーチャル株主総会の開催を予定している上場会社の割合は、18.7%と昨

年と比べて 4.1pt 増加し、その大多数は、ハイブリッド参加型での開催を予定してい

ます。バーチャル株主総会の開催には、株主の利益の確保に配慮し、運営に透明性・

公正性が確保されるよう適切な対応が求められるため、各社においては、経産省より

2020 年 2 月に公表された「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」、及び

2021 年 2 月に公表された「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド（別冊）

実施事例集」等を参照しつつ、当日に向けて運用上の論点を再検討することが有効で

す。 

3 電子提供措置制度の導入や CGコードの改訂等を踏まえた対応について 

株主総会資料の電子提供制度の施行日が 2022 年 9 月 1 日と定められたことを踏ま

え、電子提供措置をとる旨や書面交付請求があった場合の交付書面に法務省令で定め

るものの全部又は一部を記載しないこととする旨等の定款の定めを設ける旨の定款

変更議案を上程する会社も多く見られます。かかる定款変更議案の上程に当たっては、

全国株懇連合会が公表した「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」（2021 年 10 月 22 日）や「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）を参照することも有効です。また、本調査に

よると、招集通知の Tdnet におけるウェブ開示を株主総会開催日の 3 週間以上前に行

う会社は、78.8%と過去最高水準を更新する見込みです。これは、電子提供制度導入

に伴い、2023 年 3 月以降に開催される株主総会では、開催日の 3 週間前までに電子

提供措置が求められることを意識した動きと思われます。もっとも、発送を総会開催

日の 3 週間以上前に行う会社は 25.2%と例年と横ばいであり、電子提供制度の導入に

向けてより一層の早期化には課題も残ります。一方で、本調査によると、機関投資家

向けの議決権電子行使プラットフォームを利用するプライム市場上場会社は、92.5%

と昨年の市場一部上場会社と比べて 32.2pt 増加見込みであり、個人投資家向けにイ

ンターネットによる議決権行使を可能とする会社も、全上場会社のうち 76.5%と昨年

と比べて 10.7pt 増加見込みです。これは、プライム市場上場会社は少なくとも機関

投資家向けの議決権行使プラットフォームを利用可能とすべきとする改訂コーポ

レートガバナンス・コード（補充原則 1-2④）が、本年 4 月 4 日の東証市場区分見直

しを受けて適用開始されたことを踏まえた動きと考えられます。 

 

各社は、電子提供措置制度の導入や CG コードの改訂等の動向も注視しつつ、招集通

知の作成や当日の想定問答の準備等、当日に向けた対応を本格化する必要があります。 
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＜参考資料＞ 

経済産業省：「株主総会運営に係る Q&A」（2020 年 4 月 28 日最終更新） 

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html 

東京証券取引所：「2022 年 3 月期決算会社の定時株主総会の動向について」（2022 年 4 月 25

日） 

press202204.pdf (jpx.co.jp) 

経済産業省：「『ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド（別冊）実施事例集』を策

定しました」（2021 年 2 月 3 日） 

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002.html 

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) 

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) 

 

 

 

7. 危機管理：改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等として

の留意点 

 

2022 年 4 月 25 日、公益社団法人日本監査役協会（「監査役協会」）が「改正公益通報

者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点 ―公益通報対応業務従事者制度と

の関係を中心に―」（「本留意点」）を公表しました。 

本留意点は、監査役等（監査役、監査委員、監査等委員）がどのような事項に留意す

べきかについて、監査役協会が消費者庁に照会を行った結果を整理したものです。 

2022 年 6 月 1 日の改正公益通報者保護法施行に向けて、2021 年 8 月 20 日に「公益

通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」、2021 年 10 月に「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」がそれぞれ公表されていま

すが、本留意点は、これらを踏まえた上で、公益通報対応業務従事者制度について、監

査役等の権限・責任との関係についてどのように整理すべきか、監査役等としてどのよ

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.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
https://www.jpx.co.jp/news/1021/nlsgeu000006c2la-att/press202204.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203002.html
https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2021_05.pdf
http://www.kabukon.net/pic/study_2022_01.pdf
mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
mailto:ayana.kagawa@mhmjapan.com
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うな事項に留意すべきかについて、より具体的に消費者庁に照会した結果が整理されて

いる点で、参考になるものと考えられます。 

本留意点で述べられているのは以下の事項です。 

○改正法が監査役等の監査権限に及ぼす影響の有無 

○監査役等が内部通報窓口の一つとなっている場合 

・監査役等を業務従事者として指定すべき必要性 

・監査役会、監査委員会、監査等委員会において指定すべき範囲 

・補助使用人について 

○監査役等が内部通報窓口となっていない場合 

・監査役等が内部通報に関する情報につき定期的に報告を受ける場合 

・監査役等が内部通報のつど内容について報告を受ける場合 

・監査役等が監査権限を行使する場合 

・指定の必要が生じた際の対応 

・監査役等の監査権限と改正法 12 条にいう「正当な理由」の関係 

・通常の監査役等への報告の公益通報への該当性 

改正法の施行まで 1 ヶ月をきりましたが、本留意点も参照しながら、十分な準備をし

ておく必要があります。 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：「ODR の推進に関する基本方針」の公表 

 

法務省は、2022 年 3 月 31 日、「ODR の推進に関する基本方針～ODR を国民に身近

なものとするためのアクション・プラン～」（「本基本方針」）を策定し、公表しました。 

「ODR（Online Dispute Resolution）」とは、広義には IT・AI 等の先端技術を用いた

オンラインでの紛争解決手続をいいますが、本基本方針では、ODR について、デジタ

ル技術を活用して調停等の紛争解決手続（ADR = Alternative Dispute Resolution）をオ

ンライン上で実施すること（ADR フェーズ）と位置付けられています。 

本基本方針は、ODR に関する基本認識及び ODR の推進目標と推進策等について策定

するものです。 

具体的には、推進目標のうち短期目標（1～2 年以内）として、ODR の推進基盤の整

備を掲げ、そのための具体策として、①国民の日常への ODR の浸透（ODR の生活イン

フラ化）、②ODR へのアクセス・ODR の質の向上、③ODR 事業への参入支援が挙げら

れています。 

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

アソシエイト 山内 裕雅 
 03-6266-8547 

 hiromasa.yamauchi@mhm-global.com 
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また、中期目標（5 年以内）として、「機能、デザイン等の面で世界最高品質の ODR

を社会実装し、スマホ等の身近なデバイスが 1 台あれば、いつでもどこでもだれでも紛

争解決のための効果的な支援を受けることができる社会を実現する」ことを掲げ、その

ための具体策として、①相談・交渉・調停のワンストップ化、②世界トップレベルの

ODR が提供される環境の整備、③ODR における AI 技術の活用に向けた基盤整備が挙

げられています。 

本基本方針で示された目標が実現された場合、企業間の紛争を含めた紛争解決手続の

実務に大きな変化をもたらすこととなります。また最近では、これに関連して、ADR

自体の機能を強化するための方策として、ADR 法の改正に向けての動きも活発化して

います。今後、ODR の実現に向けて制度の整備が進むことが予想されるため、その議

論状況も含め、動向を注視していく必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

法務省：ODR の推進に関する基本方針～ODR を国民に身近なものとするためのアクショ

ン・プラン～ 

https://www.moj.go.jp/content/001370368.pdf 

 

 

 

9. M&A：公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業連携

及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定 

 

2022 年 3 月 31 日、公正取引委員会・経済産業省は、スタートアップと連携事業者と

の間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的とし、「スタートアップとの事業連

携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定しました。本指針は、成長戦略実

行計画（2021 年 6 月閣議決定）において、スタートアップと出資者との契約の適正化

に向けて、新たなガイドラインを策定することとされたことを受け、公正取引委員会と

経済産業省の連名でスタートアップへの出資に関する指針として策定されたものです。

具体的には、公正取引員会の実態調査で明らかとなった問題について、公正取引委員会

が独占禁止法上の考え方等を示し、経済産業省が解決の方向性等を示すものとなってい

ます。 

本指針により、スタートアップと連携事業者の双方において、公平で継続的な関係を

基礎としたオープンイノベーションが促進されることが期待されます。 

 

パートナー 川端 健太 

 03-6266-8743 

 kenta.kawabata@mhm-global.com 

アソシエイト 北山 智也 
 03-5293-4909 

 tomoya.kitayama@mhm-global.com 

 

https://www.moj.go.jp/content/001370368.pdf
mailto:kenta.kawabata@mhm-global.com
mailto:tomoya.kitayama@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. 

10 
 

 

 

10. キャピタル・マーケッツ：四半期開示の見直しに関する動向 

 

金融庁・金融審議会は、2022 年 4 月 18 日、ディスクロージャーワーキング・グルー

プ（「DWG」）第 8 回会合（「本会合」）を開催し、金融商品取引法に基づく四半期報告

書と取引所規則に基づく四半期決算短信の「一本化」の方向性を示しました。 

四半期開示に関しては、これまでも四半期報告書・決算短信それぞれの開示内容の簡

素化が行われる等、度々その見直しが行われていましたが、DWG においても、四半期

開示の見直しについて議論が行われました。当該議論においては、四半期開示は、いわ

ゆるショートターミズムを助長するため、これを見直すべきであるという四半期開示そ

のものの意義に対する意見も示されましたが、金融審議会事務局資料においてはショー

トターミズムと四半期開示との関係性については「明確な答えが出ていない」とした上

で、その当否については今後のさらなる議論が必要とされています。他方で、人的資源

の効率的投入や長時間労働の是正といったコスト削減のために、四半期決算短信と四半

期報告書とを「一本化」することについては幅広い支持があったとしています。 

具体的な一本化の方法としては、開示のタイミングがより遅い四半期報告書に集約さ

せることは、情報の有用性・適時性を低下させるおそれがあること、四半期決算短信に

関しては投資家に広く利用されていること、また、開示内容の「正確性の担保」という

点からは、四半期報告書の形でなくても、代替的な手法（例えば、適時開示を臨時報告

書とすることにより担保する方策等）により確保することも考えられること等を踏まえ、

四半期決算短信への一本化を基本に検討するという方向性が示されています。他方で、

一本化に当たっては、①四半期開示の具体的内容、②虚偽記載に対するエンフォースメ

ント、③監査法人によるレビューの有無等の点の整理が必要ではないかと指摘されてい

ます。 

四半期決算短信への一本化については、上記のとおり開示する会社のコスト削減等の

ためとされているものの、他方で、四半期決算短信と四半期報告書で開示が求められる

事項の一部は四半期決算短信では求められていないため、四半期報告書をこのまま廃止

するだけでは開示の後退につながり得ること、また、仮に四半期決算短信の内容を臨時

報告書等の法定開示書類において開示することが求められるとなると、当該内容（特に

業績予想等）について法的開示書類の虚偽記載責任の問題が生じ得ることから、一本化

の具体的な内容については、こうした観点も踏まえて慎重に検討することが必要と考え

られます。 

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 
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四半期開示の見直しに関しては、DWG において今後提言がなされ、当該提言の内容

を踏まえた法改正がなされることが予想されます。四半期開示の見直しは、企業及び投

資家の実務に大きな影響を与えると考えられ、今後の議論が注目されます。なお、四半

期開示の見直しが実務に与える影響等の詳細については、当事務所の CAPITAL 

MARKETS BULLETIN 2022 年 4 月号（Vol. 61）「四半期開示の見直しと実務上の影響」

もご参照ください。 

 

 

 

11. 税務：最高裁、不動産の相続税評価額が争われた事案において、納

税者敗訴の判決 

 

最高裁は、2022 年 4 月 19 日、納税者が、相続税の確定申告に際して、相続財産であ

る不動産（「本件不動産」）について財産評価基本通達（「評価通達」）の定める方法によ

り相続税法 22 条に定める相続税評価額を算定したのに対して、税務当局が本件不動産

の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして、財産評価

基本通達総則 6 項に基づき、別途実施した鑑定による評価額により行った更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分の適法性が争われた事案において、納税者敗訴の判決を

下しました（「本判決」）。 

本判決は、相続税法 22 条に定める「時価」とは、当該財産の客観的な交換価値をい

うものと解した上で、評価通達はあくまでも行政機関の内規であって法的効力を有さな

いことを指摘し、「相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時

における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条[注：相続税法 22 条]

に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価し

た価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。」と判示しました。そ

して、租税法条の一般原則としての平等原則との関係については、「相続税の課税価格

に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うこ

とが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由が

あると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を

上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解する

のが相当である。」と判示し、本件については、相続税の負担の著しい軽減に加えて、

被相続人及び相続人が租税負担の軽減を意図して本件不動産の購入等を行ったことを

指摘し、評価通達の方法による画一的な評価を行うことは、本件不動産の購入等のよう

パートナー 鈴木 克昌 
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な行為をせず、又はすることのできない他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさ

せ、実質的な租税負担の公平に反するため、当該事情があると判断しました。 

本判決は相続税及び贈与税の実務に大きな影響を与えると思われ、今後のプランニン

グ・確定申告等に際しては本判決に留意する必要があります。 

 

 

 

12. 中国・アジア（ミャンマー）：ミャンマー中央銀行による外国為替管理

の強化～外国通貨のミャンマーチャッ

トへの転換義務の導入等 

 

ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar：「CBM」）は、2022 年 4 月 3 日

Notification12/2022 号等において、外国為替管理法（Foreign Exchange Management 

Law）に基づく外国為替管理のための新たな規制（「本外為規制」）を公表しました。 

本外為規制は、①ミャンマー国内の外貨口座に払い込まれた米ドルは、1,850 チャッ

ト／米ドルの固定レートでミャンマーチャットに転換しなければならないとする外貨

の強制兌換に関する規制と、②ミャンマー国外への外貨支払はすべて外国為替監督委員

会（Foreign Exchange Supervisory Committee）の事前承認を受けなければならないと

する外貨の国外送金に関する規制を主たる内容とするものです。このうち、上記①に関

しては、4 月 20 日付の CBM による LetterFE-1/69 号において一部適用除外が認められ

ており、ミャンマー投資委員会（MIC）による承認を受けた投資や、経済特区（Special 

Economic Zone）における投資等については、ミャンマーチャットへの転換義務の対象

としないことが定められています。 

本外為規制は、外貨不足とそれに伴う急激なミャンマーチャット安を受けた、現地外

為市場の安定化のための措置とされていますが、その内容は現地事業の継続に極めて重

大な支障となり得るものであることから、今後も関係当局の動向を注視していく必要が

あります。 
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13. 新興国（ロシア）：外資企業に対する外部管理法案 

 

2022 年 4 月 12 日、連邦法案 104796-8 号（「本法案」）がロシア下院に提出されまし

た。今般のウクライナ情勢に関連する各国の対ロシア制裁を受けて、ロシア政府が対抗

措置の一環として、撤退企業の資産の接収・国有化に関する検討を行っているとの報道

がなされていましたが、本法案は、ロシア事業を停止し又はこれを企図する外資企業の

出資持分又は経営権を、裁判所の決定に基づき「外部管理者」に移管することにより、

当該企業のロシア事業を継続させ又は資産を売却することを可能にするものです。本年

5 月後半に、ロシア下院における本法案の審議が開始されるとみられています。 

 

(1) 外部管理制度の対象 

本法案において、外部管理制度の対象は、ロシアに所在する企業のうち、(i)日本を

含む「非友好国」と関係を有する法人又は自然人（非友好国において居住し、登記さ

れ又は主たる事業所若しくは主たる収入源を有する自然人又は法人）に支配され又は

直接若しくは間接に持分の 25%以上を保有されており、かつ(ii)ロシア連邦又はロシ

ア連邦構成地域の経済的安定及び市民の権利利益の保護等に関して「重要な意義」を

有する企業とされています。 

(ii)の「重要な意義」の基準として、本法案には業種（食糧等の生活必需品、医薬品

等の重要物資の生産・販売等、インフラ関連等）、ロシア市場における地位・代替性、

従業員数が当該企業の所在地域の労働人口に占める割合（25%以上）等が挙げられて

います。加えて、経済発展省が設置する省庁間委員会は、これらの基準にかかわらず、

ある企業が「重要な意義」を有すると認めることができるものとされています。 

上記 2 要件に該当する企業について、経営者が職務の執行をロシア法に反して事実

上停止した場合、経営者又は出資者が、当該企業の事業の停止等を生じさせるような

行為を行った場合、事業の一部又は全部の停止により商品の販売・役務の提供が著し

く減少した場合等に、省庁間委員会が裁判所に対して「外部管理者」の選任を申し立

てることが可能とされています。外部管理者は、ロシア対外経済銀行（VEB.RF）又

は省庁間委員会の指定する機関が務めることとされています。 

 

(2) 外部管理の方法 

外部管理の方法としては、(i)外部管理者が対象企業の持分の全部又は一部を信託管

理する方法と、(ii)外部管理者が対象企業の執行機関の権限を取得する方法の 2 つが定

められています。また、事後的に前者の方法から後者の方法に移行することも認めら

れています。 

外部管理の方法(i)においては、外部管理者は、対象企業の組織再編、清算、定款変

更及び持分の移転を生じる取引について議決権を有さないものとされており、これら

の決定は出資者の権限として残存することになります。 
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これに対して、外部管理の方法(ii)が適用される場合、対象企業における従前の執行

機関の権限は停止され、外部管理者は、定款の定めにかかわらず、本法案の規定に基

づき権限を行使することができます。また、外部管理者選任前に行われた対象企業の

任意清算、組織再編、配当金の支払い、自己株式の取得、定款変更、執行機関の権限

制限等の決定は効力を失うものとされています。このほか、対象企業又は対象企業の

契約相手方による一定の行為・取引が制限されます。外部管理者が重要な意思決定を

行う場合には、省庁間委員会の事前の同意を得るか、当該決定が省庁間委員会の定め

る規則に適合したものでなければならないとされています。加えて、外部管理者は、

組織再編により新設会社に対象会社の事業を移転させ、当該新設会社の株式を競売す

ることができます。競売手続の完了後、外部管理者は、対象企業について破産手続又

は清算手続を申し立てることになります。 

 

本法案においては、省庁間委員会に広汎な裁量が認められていること、遡及適用条項

があり、外部管理の開始事由の例として 2022 年 2 月 24 日以降の事由が明示されてい

ること、外部管理者は、上記要件を満たす企業の「支店」についても選任することがで

きるとされており、非ロシア法人のロシア子会社だけでなく、ロシア国内の支店にも適

用される可能性があること等にも留意が必要です。 

また、本法案のほかにも、非友好国関係者の財産の没収を認める民法改正案（連邦法

案 103072-8 号）、対ロシア制裁の遵守行為に対する刑事罰を導入する刑法改正案（連邦

法案 102053-8 号）、非友好国関係者の知的財産権の無償使用を認める大統領令（2022

年 3 月 6 日付ロシア大統領令 299 号）、預託証券を通じたロシア企業株式の国外取引の

禁止（ロシア連邦法 114-FZ 号）、非友好国と関係する不動産取引その他の取引の制限

（2022 年 3 月 1 日付ロシア大統領令 81 号）、対象者との取引・輸出等を禁止する対抗

制裁（2022 年 5 月 3 日付ロシア大統領令）等の対抗措置1が検討中又は導入済みであり、

本法案の審議の経過と併せて、ロシア政府・議会の動向を引き続き注視していく必要が

あります。 

 

 

 
1 本法案を含むロシアによる対抗措置に関する法令の一部については、日ロ貿易投資促進機構のウェブ

サイト（https://www.jp-ru.org/news/etc/p009712/）で日本語訳（仮訳）が提供されています。 
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アソシエイト 滝口 浩平 
 03-5293-4869 

 kohei.takiguchi@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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14. 国際訴訟・仲裁：投資紛争解決国際センター（ICSID）の仲裁規則改

正 

 

近時のウクライナ問題等、企業の海外進出に伴う政治的リスクについては改めて注目

が集まっているところです。企業等の投資家と投資受入国との間で紛争が生じた場合に

投資家が争う手段としては、投資受入国の国内裁判所での訴訟手続があり得ますが、投

資受入国の裁判所の中立性には不安が残ります。こうした懸念に応えてより中立的な紛

争解決の場として用意されているのが、投資関連協定に基づく国際仲裁です。 

投資紛争解決国際センター（ International Center for Settlement of Investment 

Dispute: ICSID）の国際仲裁は、日本を含む 156 ヶ国が加盟する ICSID 条約に基づく投

資家と国家との間の紛争解決のための仲裁手続であり、ICSID の定める仲裁規則（ICSID

仲裁規則）に従って行われます。 

今般、その ICSID 仲裁規則が改正されました。主な改正点をご紹介すると、 (i)当事

者から 60 日以内に異議がない限り、仲裁判断を公開することや、当事者からの異議が

ない場合の第三者によるヒアリングの傍聴、当事者が第三者からの経済的支援（third 

party funding）を受けている場合の開示等の手続の透明化、(ii)仲裁廷が当事者の仲裁手

続コストの負担を決定する際の考慮要素の明確化や、仲裁手続コストに対するセキュリ

ティの提供を命じる手続の明確化等、仲裁手続コストに関するルールの明確化、(iii)仲

裁判断発出までのタイムラインや、当事者の同意に基づく迅速仲裁手続の導入等の仲裁

手続の迅速化、(iv)保全手段の判断要素等の明確化が挙げられます。 

新しい ICSID 仲裁規則は、2022 年 7 月 1 日以降に申し立てられる仲裁に適用される

こととなります。不安定な国際情勢の影響もあって、今後、日本企業が投資紛争の当事

者となるリスクも高まることが予想されますので、しっかりと内容を把握していく必要

があります。 

 

 

  

パートナー 横田 真一朗 
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 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  『2022 年株主総会の重要トピックと議事運営最終チェック～改訂 

コーポレートガバナンス・コードと東証市場再編を踏まえ見直すべ

きポイントを整理する～』 

視聴期間  2022 年 4 月 26 日（火）10:00～ 2022 年 6 月 27 日（月）17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『RCEP 完全対応！EPA を通じた輸出入コスト削減とビジネス拡 

大の基本と実践』 

開催日時  2022 年 5 月 11 日（水）10:00～12:00 

講師    宮岡 邦生 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『LBO ファイナンスの実務～レンダー及びスポンサー双方の観点 

からスキーム・契約交渉上のポイントを解説～』 

開催日時  2022 年 5 月 13 日（金）10:00～12:00 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『IPO を成功させるための準備方法と留意点～公開価格設定プロセ 

ス、IPO 前ファイナンス、SPAC 等の押さえておくべき近時トピッ

クも～』 

開催日時  2022 年 5 月 16 日（月）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  『医薬品企業法務研究会（医法研）5 月度月例会 講演「ライフサ 

イエンス業界における最近の重要裁判例」』 

開催日時  2022 年 5 月 17 日（火）15:30～17:00 

講師    堀尾 貴将 

主催    医薬品企業法務研究会 

 

➢ セミナー  『経済安全保障とは何か～経済安全保障推進法案の概要と企業実務 

へのインパクト～』 

開催日時  2022 年 5 月 17 日（火）10:30～12:00 

講師    大川 信太郎 

主催    一般財団法人エンジニアリング協会 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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➢ セミナー  『フードテックビジネスの法務の最前線～大企業とスタートアップ 

の協業の視点も踏まえて～』（第 207 回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2022 年 5 月 18 日（水）15:00～17:00 

講師    中野 玲也 

主催    森・濱田松本法律事務所 

※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いたしま

す。（申込期限：2022 年 5 月 13 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  『NFT ビジネスの法律実務と課題』 

開催日時  2022 年 5 月 19 日（木）10:40～12:20 

講師    増田 雅史 

主催    桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 

 

➢ セミナー  『第 4879 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～経済安全

保障推進法案やウクライナ情勢も踏まえて～」』 

開催日時  2022 年 5 月 19 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  『電力業界の最新動向と小売営業の要点～近時の市場リスク等を踏 

まえて求められる対応とそのポイント～』 

開催日時  2022 年 5 月 19 日（木）13:00～15:00 

講師    木山 二郎、長窪 芳史 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ セミナー  『ステーブルコイン関連の法改正と NFT 法律実務の最新動向』 

開催日時  2022 年 5 月 20 日（金）14:00～15:30 

講師    増田 雅史、寺井 勝哉 

主催    公益財団法人国際金融情報センター 

 

➢ セミナー  『デジタルコンテンツとしての NFT について語り合う』 

開催日時  2022 年 5 月 21 日（土）14:00～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    国際商事研究学会 

  

https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
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➢ セミナー  『【イーデザイン損保における新商品開発の取り組み】と【今国会 

で成立した道交法改正を踏まえた自動運転・自動車保険に関する最

新法務】』 

開催日時  2022 年 5 月 23 日（月）13:30～16:30 

講師    佐藤 典仁、秋田 顕精 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

➢ セミナー  『デジタル情報資産の活用と流通－データ、OSS、NFT のビジネ 

スとライセンス－』 

開催日時  2022 年 5 月 24 日（火）14:00～17:00 

講師    齋藤 浩貴 

主催    日本ライセンス協会 関西研修委員会 

 

➢ セミナー  『中国の労働法制と労務管理のポイント』 

開催日時  2022 年 5 月 25 日（水）13:30～16:30 

講師    五十嵐 充 

主催    株式会社労務行政 人事育成事業部 セミナー事務局 

 

➢ セミナー  『改正個人情報保護法を踏まえたグローバルデータ侵害（漏えい等） 

の実務対応』 

開催日時  2022 年 5 月 25 日（水）14:00～16:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ 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』 

開催日時  2022 年 5 月 30 日（月）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  『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  2022 年 5 月 31 日（火）13:30～16:30 

講師    五十嵐 充、宇賀神 崇 

主催    株式会社経営調査研究会 
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➢ セミナー  『自動運転・新モビリティ関連法改正／MONET の現在地とこれか 

ら』 

開催日時  2022 年 5 月 31 日（火）14:00～16:00 

講師    佐藤 典仁 

主催    株式会社イード 

 

➢ セミナー  『NFT の法的留意点と最新動向』 

開催日時  2022 年 6 月 1 日（水）14:00～17:00 

講師    増田 雅史 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『インドネシアの労働法制と労務管理のポイント』 

開催日時  2022 年 6 月 1 日（水）13:30～16:30 

講師    花村 大祐 

主催    株式会社労務行政 人事育成事業部 セミナー事務局 

 

➢ セミナー  『第 4886 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「金融商品取引法の 

法執行の基礎と証券取引等監視委員会の調査・検査等への対応―元

調査官が近時の裁判例・課徴金事例を踏まえ実務的な対応を解説

―」』 

開催日時  2022 年 6 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 の基礎と法的論点整理』 

開催日時  2022 年 6 月 3 日（金）15:00～17:30 

講師    増田 雅史 

主催    日本動画協会 著作権委員会 

 

➢ セミナー  『ベトナムの労働法制と労務管理のポイント』 

開催日時  2022 年 6 月 7 日（火）13:30～16:30 

講師    江口 拓哉 

主催    株式会社労務行政 人事育成事業部 セミナー事務局 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本     『一般行員のためのコンプライアンス（改訂第 12 版）』 

（2022 年 4 月刊） 

 

出版社   一般社団法人全国地方銀行協会 地方銀行研修所 

著者    松井 秀樹、池田 和世、小田 大輔、石川 貴教（監修・共著）、大

野  

志保、白根 央（共著） 

 

➢ 本     『管理者のためのコンプライアンス（改訂第 13 版）』 

（2022 年 4 月刊） 

 

出版社   一般社団法人全国地方銀行協会 地方銀行研修所 

著者    松井 秀樹、池田 和世、小田 大輔、石川 貴教（監修・共著）、伊

藤  

憲二、大野 志保、白根 央（共著） 

 

➢ 本     『実務 中国労働法 日中対比で学ぶ最新労務管理』 

（2022 年 4 月刊） 

 

出版社   一般社団法人経団連事業サービス 

著者    森 規光、姚 珊、五十嵐 充、宇賀神 崇、福島 翔平、塩崎 耕平、 

加瀬 由美子、重冨 賢人、福澤 寛人、戴 楽天、沈 暘 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 本     『任意の指名委員会・報酬委員会の実務』 

（2022 年 5 月刊） 

 

出版社   株式会社商事法務 

著者    澤口 実（監修）、渡辺 邦広（編著）、若林 功晃、松村 謙太郎、飯 

島 隆博、坂㞍 健輔（著） 

 

➢ 論文    「買収防衛策に関する裁判所の判断枠組みと実務からの示唆（上）」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2290  

著者    松下 憲、福田 剛、増野 駿太、西村 智宏 

 

➢ 論文    「子会社からの配当をめぐる税務上の留意点〔上〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2290  

著者    小山 浩 

 

➢ 論文    「買収防衛策に関する裁判所の判断枠組みと実務からの示唆（中）」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2291 

著者    松下 憲、福田 剛、増野 駿太、西村 智宏 

 

➢ 論文    「＜実務問答会社法 第 61 回＞バーチャル株主総会への参加・出 

席と委任状の取扱い」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2291 

著者    若林 功晃 

 

➢ 論文    「子会社からの配当をめぐる税務上の留意点〔下〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2292 

著者    小山 浩 

 

➢ 論文    「自動運転レベル 4 と電動キックボード等の新しいモビリティ実現 

のための道路交通法改正の方向性」 

掲載誌   NBL No.1215 

著者    佐藤 典仁 
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➢ 論文    「先端技術・先端物資と経済安全保障（上）」 

掲載誌   NBL No.1215 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「＜特集 4 月 1 日に施行された改正個人情報保護法下での金融分 

野の対応＞ 個人関連情報・委託に関する実務対応上の諸論点」 

掲載誌   金融法務事情 No.2183 

著者    小川 智史 

 

➢ 論文    「ここ数年の働き方改革関連法制」 

掲載誌   月刊監査役 No.734  

著者    上田 雅大 

 

➢ 論文    「機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析＜上＞―― 2022 年 

版――」 

掲載誌   資料版商事法務 456 号 

著者    若林 功晃、福澤 寛人、城戸 賢仁 

 

➢ 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（21） プロファイリングについて規制はあるの？」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 4 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 

 

➢ 論文    「理論・実務を相対化する ～米国での経験から得られた視点～」 

掲載誌   税務弘報 2022 年 5 月号 

著者    小山 浩 

 

➢ 論文    「医療機関におけるサイバーセキュリティ」 

掲載誌   日経ヘルスケア 2022 年 4 月号 

著者    中野 進一郎 

 

➢ 論文    「外資企業が注意すべき法制度（2） 情報セキュリティ、個人情 

報保護、独禁法」 

掲載誌   日中経済ジャーナル 2022 年 4 月号 

著者    石本 茂彦 
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➢ 論文    「（翻訳）企業内弁護士の倫理的ジレンマ」 

掲載誌   中央・ロージャーナル 第 18 巻第 4 号 

著者    末長 祐 

 

➢ 論文    「フリーランス・トラブル 110 番（厚労省委託）の意義」 

掲載誌   季刊労働法 276 号 

著者    森田 茉莉子（編著） 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 308 回 日和住設ほか（退職 

後の自殺と会社の不法行為責任）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    芝村 佳奈 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 309 回 エイシントラスト元 

代表取締役（元代表取締役への未払い割増賃金相当額の損害賠償請

求）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    平岡 優 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Cybersecurity 2022 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Cybersecurity 2022 

著者    小野寺 良文、田中 浩之、嶋村 直登（共著） 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Employment &  

Labour Law 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Employment &  

Labour Law 2022 

著者    安倍 嘉一、大野 志保、金丸 祐子 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of  

Foreign Judgments 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Enforcement of  

Foreign Judgments 2022 

著者    金丸 祐子、辰野 嘉則 
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➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured  

Finance Laws and Regulations 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured  

Finance Laws and Regulations 2022 

著者    末廣 裕亮 

 

➢ 論文    「The Private Equity Review 11th Edition - Japan Chapter  

(Investing)」 

掲載誌   The Private Equity Review 11th Edition 

著者    内田 修平 

 

➢ 論文    「The Private Equity Review 11th Edition - Japan Chapter  

(Fundraising)」 

掲載誌   The Private Equity Review 11th Edition 

著者    石田 幹人 

 

➢ 論文    「Global Legal Insights - International Arbitration 2022」 

掲載誌   Global Legal Insights - International Arbitration 2022 

著者    金丸 祐子、辰野 嘉則 

 

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

➢ The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™ 及び Best Lawyers: Ones to 

Watch in Japan™にて高い評価を得ました 

Best Lawyers®による、The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™にて、

当事務所は、Banking and Finance Law ならびに Corporate and Mergers and 

Acquisitions Law にて"Law Firm of the Year"を受賞しました。 

 

また、下記 7 名の弁護士が"Lawyers of the Year"に選ばれました。 

 

奥田 洋一 - Criminal Defense 

武川 丈士 - International Business Transactions 

小島 義博 - Corporate and Mergers and Acquisitions Law 

増島 雅和 - FinTech Practice 

青山 大樹 - Structured Finance Law 

上村 哲史 - Media and Entertainment Law 

小山 浩 - Tax Law 

 

加えて、当事務所の弁護士 127 名が The Best Lawyers in Japan™に、63 名が

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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Best Lawyers: Ones to Watch in Japan™に選出されております。 

 

➢ Chambers Asia-Pacific & Greater China Region Awards 2022 にて Pro Bono およ

び Japan Domestic Law Advisers of the Year の 2 部門を受賞しました 

Chambers & Partners による Chambers Asia-Pacific & Greater China Region 

Awards 2022 の授賞式が 2022 年 4 月 7 日にオンラインで行われ、当事務所は 2

部門を受賞しました。また、当事務所パートナーの竹野 康造 弁護士がショート

リストに選出されました。 

 

森・濱田松本法律事務所 

Japan Domestic Law Advisers of the Year 受賞 

Outstanding Firm for Pro Bono 受賞 

 

弁護士 

Outstanding Contribution Award – 竹野 康造 ショートリスト 

 

➢ Financial Times 誌による FT Innovative Lawyers Asia Pacific Awards for 2022 の

ショートリストに掲載されました 

Financial Times 誌による FT Innovative Lawyers Asia-Pacific Awards for 2022 に

おいて、当事務所は、パートナーの鈴木 克昌 弁護士が関与したキャピタルマー

ケッツの案件で評価され、Innovation in creating new standards のショートリス

トに掲載されました。また、当事務所のパートナーの中野 玲也 弁護士が Change 

maker のショートリストに掲載されました。 

 

➢ 飯田 耕一郎 弁護士が ALB Asia Super 50 Disputes Lawyers 2022 に選出されま

した 

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

Business）Asia 2022 年 4 月号にて、飯田 耕一郎 弁護士が ALB Asia Super 50 

Disputes Lawyers 2022 に選出されました。 

 

➢ 箱田 英子 弁護士が IFLR1000 Women Leaders 2022において日本を代表する女

性弁護士に選ばれました 

IFLR1000 の調査により、当事務所の箱田 英子 弁護士が日本を代表する女性弁

護士として Japan IFLR1000 Women Leaders 2022 に選出されました。 

 

➢ 松下 憲 弁護士が京都大学法科大学院 非常勤講師に就任しました 

 

➢ 島 美穂子 弁護士が経済産業省 資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 
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資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料政策小員会 委員に就任しました 

 

➢ 辰野 嘉則 弁護士が一般社団法人日本国際紛争解決センター 事務局次長に就任

しました 

 

➢ 内田 修平 弁護士が東京大学大学院法学政治学研究科 客員准教授に就任しまし

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 


