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2022 年 12 月号（Vol.3） 

 

第 3 回 GX 実行会議及び第 4 回 GX 実行会議における議論の動向 
 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. GX に向けて政府が掲げる政策の方針 

Ⅲ. 参加者からの意見について 

Ⅳ. おわりに 

 

 

 

Ⅰ. はじめに 

 

2022 年 10 月 26 日に第 3 回 GX 実行会議 1（以下「第 3 回会議」といいます。）、2022

年 11 月 29 日に第 4 回 GX 実行会議（以下「第 4 回会議」といいます。）が開催されま

した。両会議では、今後 10 年間で、150 兆円超の官民 GX 投資 2を実現させるべく、ど

ういった政策を進めていくべきかという取組みの方向性について、産・官・学・金の各

セクターから参加した有識者による意見交換が実施されました。 

 

そこで、本稿では、第 3 回会議及び第 4 回会議において、具体的に、どのようなテー

マが取り扱われ、それに対してどのような意見交換がなされたかを簡潔に整理すること

と致します。 

 

Ⅱ. GX に向けて政府が掲げる政策の方針 
 

第 3 回会議及び第 4 回会議では、官民 GX 投資等の促進による日本社会全体の GX の

実現に向けて、政府が掲げる下記の 5 つのテーマについて議論がなされました。 

 

① 成長志向型カーボンプライシング構想・GX リーグの段階的発展 3 

② 規制・支援一体型投資促進策 

③ 新たな金融手法の活用 

④ アジア・ゼロエミッション共同体構想など国際展開戦略 

 
1 産業革命以来の化石燃料中心の経済、社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社

会システム全体の変革、すなわち、GX（グリーントランスフォーメーション）を実行するべく、岸田文

雄内閣総理大臣を議長として、大学、民間企業、金融機関等、各セクターから参加する有識者を構成員

とする会議体のことを指します。 
2 具体的には、20 兆円規模の GX 経済移行債（仮称）という新たな国債を発行し、それを呼び水としつ

つ、民間から 130 兆円の投資を引き出すことを目標としています。 
3 第 3 回会議においては、成長志向型カーボンプライシング構想と GX リーグの段階的発展とが個別の

柱として議論されていましたが、GX リーグにおいて予定されている排出量取引制度が成長志向型カー

ボンプライシングにおける鍵となることから、第 4 回会議においては一体的に議論がなされています。 
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⑤ 「公正な移行」、中堅・中小企業に係る取組み 4 

 

また、第 4 回会議においては、上記の議論を踏まえた今後 10 年を見据えたロードマッ

プの全体像についても示されています。 

以下、それぞれについて、内容を詳述します。 

 

1. 成長志向型カーボンプライシング構想・GX リーグの段階的発展 
 

前述した 150 兆円の官民 GX 投資を実現し、国際公約と産業競争力強化・経済成長

を同時に実現していくために「成長志向型カーボンプライシング構想」の速やかな実

現・実行が中核的な目標として掲げられています。 

ここで、「成長志向型カーボンプライシング構想」とは、主に以下の 3 つの項目を

柱とする施策であって、将来の導入が検討されているカーボンプライシングのみに着

目したものではなく、そこで得られるであろう将来の財源を活用して、前倒しして GX

投資を実施していくことを目指すものであり、日本経済への影響も考慮しながら GX

投資の実施からカーボンプライシング等によるその回収に至るまでを視野に入れた

長期的な構想になります。 

 

① 日本経済への影響、国外への生産移転（カーボンリーケージ）が生じるリスクを

踏まえ、直ちにカーボンプライシングを導入するのではなく、GX に取り組む期

間を設けた上で導入する。 

② カーボンプライシングは、最初は低い負担で導入し、徐々に負担を引き上げてい

くとともに、その方針を予め示すことで GX 投資の前倒しにつなげる。 

③ カーボンプライシング導入の結果として得られる将来の財源を裏付けとした

「GX 経済移行債（仮称）」を発行し、これによる大胆な先行投資支援を行う。 

 

また、「成長志向型カーボンプライシング」に係る新たな制度については、中長期

的に減少すると見込まれる負担（例えば、GX の推進により負担総額が減少するであ

ろう石油石炭税や、2032 年以降ピークアウトすると見込まれる再エネ賦課金等）を

踏まえて導入することを基本とする方針が示されています。 

 

以上を踏まえ、第 4 回会議において「成長志向型カーボンプライシング」について

の具体的な手法として、炭素排出に応じた一律のカーボンプライシングとしての「炭

素に対する賦課金」5と市場を活用したカーボンプライシングとしての GX リーグ 6に

 
4 当初は、当該事項を除いた項目が GX の実現に向けての柱として掲げられていましたが、第 3 回会議

において「公正な移行」や中小企業の関わり方にも焦点をあてた意見が複数あったことから、第 4 回会

議においては独立した議論のテーマとして取り上げられています。 
5 「炭素に関する賦課金」は、炭素税と似た機能を有しますが、税率につき法令の明確な規定や変更時

の法改正が必要となる税制の形式に比べ、導入や見直しが容易であるといわれています。 
6 GX リーグは、GX に積極的に取り組む企業群が、官・学・金で GX に向けた挑戦を行うプレイヤーと

共に、一体として経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行う場
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おける「排出量取引市場」の制度設計が提示されています。 

 

（1）「炭素に対する賦課金」の制度設計の考え方 

まず、賦課金の対象者としては、温室効果ガス排出実績の測定、検証、賦課金の納

付及びその遵守状況の捕捉等を幅広い主体を対象に実施することは実務上困難であ

ることから、画一的に化石燃料の輸入事業者等 7を対象とすべきといった議論が展開

されています。 

 

また、賦課金の負担率については、（i）初期は低い負担で導入し、徐々に賦課金の

額を引き上げること、（ii）排出量取引市場におけるカーボンクレジットの価格が市

場で決定されることを踏まえて、適切に決定できる制度設計を行っていくこと、（iii）

同じ炭素排出に対して賦課金と排出量取引市場の両方において負担を求められる可

能性があるため、適切な調整措置を講ずる必要があること 8が指摘されています。 

 

（2）「排出量取引市場」の制度設計の考え方 

GX リーグにおける排出量取引（GX-ETS）について、公平性・実効性をさらに高

めていくためには、将来（2026 年度以降）、削減目標に対する民間の第三者認証や

目標達成に向けた規律強化、参加率の更なる向上に向けた方策等を検討する必要が

あるとされています。 

 

また、諸外国では排出枠を政府から有償で調達する有償オークションが実施され

ていることから、今後は、特に発電部門への段階的な有償オークションの導入の検

討を進めていくといった方針も示されています。 

 

加えて、諸外国の事例を参考に、取引価格の上限と下限を予め定め、カーボンプ

ライスとしての予見可能性を高めつつ、長期的に当該上限価格及び下限価格を上昇

させることを示すことで、企業に対する脱炭素に向けた投資のインセンティブを与

えることが重要といった考えが示されています。 

 

2. 規制・支援一体型投資促進策 

 

規制・支援一体型投資促進策は、革新的技術開発、社会実装等に対する政府の資金

 
であり、2023 年 4 月以降に本格稼働することが予定されています。GX リーグは、（i）サステナブルな

未来像を議論、想像する場、（ii）市場創造やルールメイキングを議論する場、（iii）参加企業が自ら掲げ

た温室効果ガス排出削減目標に向けて自主的な排出量取引を行う場としての性格がありますが、ここで

は主に、（iii）の排出量取引制度に議論の焦点が当てられています。GX リーグの説明については、Carbon 
Credit Bulletin 2022 年 10 月号（Vol.1）（https://www.mhmjapan.com/content/files/00064871/20221011-
115220.pdf）もご参照ください。 
7 但し、代替技術が存在しない、貿易集約度が高い等の性質を有する財については、代替技術の開発動

向を踏まえて当面の間対象外とするといった対応も検討されています。 
8 賦課金と排出量取引との間でバランスをとるという観点からは、両制度の運用主体を同一の主体とし

て、一体的に運用していくことも必要といった議論も展開されています。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064871/20221011-115220.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064871/20221011-115220.pdf
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面での支援と、企業投資や消費者行動を変えるための規制、制度的措置とを一体的に

進めることによって、脱炭素分野に対する民間投資を促進し、構造転換や需要創出を

効果的に進めることを目標とした施策です。 

 

（1）政府支援の基本原則（案）について 

限られた政府予算を、民間投資を引き出す効率的な政府支援として活用するため

に、第 4 回会議では、以下の「政府支援の基本原則（案）」が提示されました。 

 

＜支援の必要条件＞ 

① 技術の革新性や事業の性質等により民間企業のみでは投資判断が困難なものを

支援の対象とする。 

② 産業競争力強化・経済成長及び温室効果ガス排出削減のいずれの実現にも貢献す

るものであり、市場規模・削減規模・GX 達成に不可欠な国内供給の必要性等を

総合的に勘案した際の優先順位が高いものから支援を行う。 

③ 企業投資・需要側の行動を変えていく仕組みにつながる規制・制度面の措置と一

体的に講ずる。 

④ 国内の人的・物的投資拡大につながるものを対象とする。 

 

＜支援の類型＞ 

 
 

（2）各産業ごとの今後の道行き（案） 

また、第 4 回会議では、前述した政府支援の基本原則（案）に加えて、以下の各

産業ごとに目標・戦略、GX 投資、規制・制度、国際戦略の 4 つの項目について、

 

A) 技術革新性又は事業革新性が

あり、外需獲得・内需拡大を見

据えた成長投資 

or 

B) 高度な技術で、化石原燃料・エ

ネルギーの減少と収益性向上

（統合・再編やマークアップ

等）の双方に資する成長投資 

or 

C)全国規模の市場が想定される

主要物品の導入初期の国内需

要対策（供給側の投資も伴う

もの） 

産業競争力強化・経済成長 

 

① 技術革新を通じて、将来の国

内の削減に貢献する研究開

発投資  

or 

② 技術的に削減効果が高く、足

元で、直接的に国内の排出削

減に貢献する設備投資  

or 

③ 全国規模で需要があり、高い

削減効果が長期に及ぶ主要

物品の導入初期の国内需要

対策 

排出削減 
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2050 年までのロードマップの案が示されました。詳細は割愛しますが、いずれのカ

テゴリーにおいても、掲げられた目標・戦略の達成に向けて投資・支援と規制・制度

的措置とを一体的に進めることが示されています。 

 

① 水素・アンモニア 

② 蓄電池産業 

③ 素材（鉄鋼・化学・セメント・紙パルプ）産業 

④ 自動車産業 

⑤ 資源循環産業 

⑥ 住宅・建築物 

⑦ 脱炭素目的のデジタル投資 

⑧ 航空機産業 

⑨ ゼロエミッション船舶（海事産業） 

⑩ バイオものづくり 

⑪ CCS 

 

3. 新たな金融手法の活用 

 

（1）取組みの方向性について 

GX の推進へ向けた新たな金融手法の活用に関しては、以下の 3 点について、その

方向性が示されています。 

 

① 「トランジション・ファイナンス」の発展に向けた国際的なルール形成等 

2050 年のカーボンニュートラル実現という目標を明確に定め、そこに向けて具

体的に取り組む「トランジション」に対して、国内外の ESG 資金を強力に振り向け

ていくことが重要と考えられています。そのため、グリーン・ファイナンス 9の拡大

に加えて、投融資先の温室効果ガス排出量（ファイナンスト・エミッション）の算定

についての「トランジション・ファイナンス」10の推進と整合的なルール形成等、国

際的な理解醸成に向けた取組みが重要視されています。 

 

② アジアの GX 実現に向けた「トランジション・ファイナンス」の活用 

世界の気候変動問題に対処しつつ、経済成長を実現していく上で、アジアの GX

実現は極めて重要であると考えられることから、「トランジション・ファイナンス」

のアジアでの活用促進に向けた取組みが議論されています。 

 
9 グリーンボンドやグリーンローン（企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する

資金を調達するために発行する債券や、融資）など、環境に良い効果を与える投資への資金提供を意味

する広範囲の概念を指します。 
10 脱炭素社会の実現に向けて長期的な戦略に則り、着実な温室効果ガスの排出削減の取組みを行う企業

に対し、その取組みを支援することを目的とした新しいファイナンス手法で、燃料転換、省エネ技術、

高効率発電の設備など、トランジション段階にある技術や取組みに対するファイナンスのことを指しま

す。 
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③ ファイナンス面での官民連携強化 

GX 分野は、技術や需要の不透明性が高く、また大規模かつ長期の資金供給が必

要な場合もあり、民間金融だけでは取り切れないリスクがあります。また、投融資

先の温室効果ガス排出量の一時的な増加を懸念して、多排出産業に対する投融資が

敬遠されることにより、多排出産業におけるイノベーションが進まないといった問

題も指摘されています。そのような分野については、公的資金と組み合わせた金融

手法（いわゆるブレンデッド・ファイナンス）の活用の在り方についても議論が進

められています。 

 

（2）GX 投資の対象類型 

第 4 回会議では、公的資金と民間資金を組み合わせていくことが重要な分野とし

て、以下の 3 つの分野が類型化されています。 

 

① 「GX エネルギー分野」：脱炭素時代に必要な新たなエネルギーインフラ整備 11 

② 「GX プロセス分野」：鉄、化学等、素材を中心とする多排出製造業 12 

③ 「GX プロダクト分野」：最終製品が使用段階で脱炭素に貢献・実現する産業 13 

 

（3）GX 投資類型のリスク特性に応じたファイナンススキーム 

GX 投資は、技術リスク、完工リスク、需要リスク等、様々なリスクを伴うことか

ら、規制・支援一体型投資促進策と連動する形で、補助金、出資、債務保証等の公的

機関による金融手法を組み合わせて、各リスクに応じた適切なファイナンススキー

ムを検討することが重要とされています。また、GX 投資を新たなアセットクラスと

して認識し、それに関連するファイナンス手法を開発するためには、関連技術、金

融、気候変動政策等の知見を有する人材群を育成していくことも重要ではないかと

いった問題提起がなされています。 

 

4. アジア・ゼロエミッション共同体構想など国際展開戦略 
 

第 4 回会議では、日本は、今後、グローバルな GX の実現に貢献すべく、クリーン

市場の形成やイノベーション協力を主導すること、中でも、世界の排出量の半分以上

を占めるアジア地域のプラットフォームとして「アジア・ゼロエミッション共同体」

（AZEC）構想を実現し、エネルギー・トランジションをより一層後押しするという

方向性が示されました。特にアジアにおいては、アジア・トランジション・ファイナ

ンスに関するガイドラインの策定や、株式会社国際協力銀行（JBIC）・株式会社日本

貿易保険（NEXI）・独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）による

エネルギー・トランジションに向けた支援のほか、パリ協定の下での二国間クレジッ

 
11 水素・アンモニアサプライチェーン、浮体式洋上風力、蓄電・送電設備、CCS 等。 
12 水素還元製鉄、人工光合成による化学品等。 
13 電気自動車、CO2 吸収コンクリート等。 
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ト制度の拡大等、具体的な取組みを加速させています。 

 

5. 「公正な移行」、中堅・中小企業に係る取組み 

 

「公正な移行（Just Transition）」とは、2009 年の国連気候変動枠組条約締約国会議

（COP15）において国際労働組合総連合（ITUC）により提唱されたもので、気候変

動に対応した低炭素社会や生物多様性の保護に配慮した環境負荷の少ない社会への

移行に際し、労働者の権利や生計を脅かすことがないように配慮すべきであるという

考え方です。第 4 回会議においては、GX を進める上でもこうした配慮は必要である

という考えが示されており、成長分野等への労働移動の円滑化支援、転職支援、リス

キリング支援等を通じて新たなスキルの獲得とグリーン分野を含む成長分野への円

滑な労働移動を同時に進めることにより、公正な移行を後押ししていくといった方針

が明らかにされています。 

 

また、中小企業については、温室効果ガス排出量の見える化、設備投資促進、支援

機関からの「プッシュ型」の働きかけ、グリーン製品市場創出等を通じた GX へ向け

た取組みの後押しが重要ではないかとされています。現時点では、中堅・中小企業を

含めたサプライチェーン全体でのグリーン化の取組みを促すため、下請中小企業振興

法（昭和 45 年法律 145 号）3 条 1 項に基づく振興基準ついて、脱炭素化を始めとす

るグリーン化を追加するとともに、事業再構築補助金にグリーン成長枠を、ものづく

り・商業・サービス生産性向上促進補助金にグリーン枠を新設するなどといった動き

があることが説明されています。 

 

Ⅲ. 参加者からの意見について 

 

第 3 回会議及び第 4 回会議においては、様々な参加者から多様な意見が寄せられてい

ますが、紙幅の関係から全てを取り上げることはできないため、以下ではその一部のみ

を紹介しております。 

 

1. 炭素に対する賦課金及び排出量取引制度に関する意見について 

 

カーボンプライシングについて、GX に取り組む期間を設けた上で段階的に導入す

るという基本的な方針については、概ね賛同が得られているようですが、検討が長引

けば実践が遠のくとして、早期の決断と丁寧な周知が必要といった慎重な意見もあり

ました。排出量取引制度の導入にあたっては、温室効果ガスの排出削減に向けた目標

の設定は、企業の自主的な取組みに任せるべきとする意見に対して、一部の参加者か

らは、排出量の割当ては最終的には国がコントロールすべきといった意見や義務化、

法制化することにより強制力を持った形で制度化するべきといった意見が寄せられ

ています。また、各企業や産業セクターの実情、個々の企業がそれまで実施してきた
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努力等を踏まえて、公平性が担保される形で制度設計が行われるべきといった意見も

ありました。賦課金の対象者や排出量取引における有償オークションの対象を、特定

の分野における事業者に限定する議論については、正面から反対する意見はほとんど

なかったものの、その負担を公平な形で最終需要家又はサプライチェーン全体に転嫁

する仕組みが必要であるといった意見が出されました。 

 

2. 政府による規制・支援一体型投資促進策に関する意見について 

 

政府による支援の実施自体について反対する意見はありませんでしたが、政府の示

す支援の必要条件について、技術の革新性にとらわれず、GX 実現に資する産業横断

的な取組みや新産業の創出等について、省庁の垣根を超えた包括的な支援を行うべき

といった意見や、供給側の技術的革新、社会実装のみならず、エネルギー等の使用側

の脱炭素化を促進させる視点も重要といった意見、不確実性が高い中で公平性に重き

をおくよりも、日本が将来に向けて GX のポートフォリオをどう形づくっていくのか

という観点から、政府による戦略的な意図も含めた重要性を判断軸にすべきではない

かといった様々な意見が出されています。また、GX 経済移行債（仮称）の償還財源

については、公平性、中立性、透明性等を念頭に検討する必要があるといった意見や

受益者である国民にも一定程度の負担をしてもらうことを検討すべきでないかと

いった意見もあります。その他、政府による支援がグリーンウォッシュであるとの批

判を受けないように、国際的なルールへの配慮も必要であるといった指摘や、一定の

サイクルで支援の妥当性と効果測定を行い公表する仕組みが必要といった指摘もな

されています。 

 

なお、規制に関しては、意見自体がそこまで多くなかったものの、規制や自主的な

ルールに対して短期的な成果を求めることには慎重であるべきであり、あくまでも支

援を先行させるべきだといった意見が見られました。 

 

3. その他の意見 

 

その他の意見としては、GX に関する国際戦略について、地政学的な視点から、イ

ンドや中国等を念頭にどういった戦略を展開していくべきか検討することが重要と

いった意見や、アジア・ゼロエミッション共同体を利用しつつ、エネルギー安全保障

の観点からより多くの信頼できるパートナーを作っていくことが重要といった指摘

がありました。また、GX に向けたファイナンスに関しては、民間資金と公的資金の

組合わせによるリスク分担が重要であり、また、リスクの把握、ファイナンス手法の

適切な選定といった観点からは取組みの早い段階から金融機関を参加させることが

重要といった指摘もなされています。事業者間の連携によるカーボンニュートラルの

促進との関係では、実効性のあるガイドラインを整備するなど、競争法の適用関係を

明確化していくべきといった意見が出されています。 
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Ⅳ. おわりに 

 

第 4 回会議の最後に、岸田文雄内閣総理大臣より、第 5 回 GX 実行会議に向けて、以

下 3 点の指示が出されました。 

 

① カーボンプライシングの開始時点、GX 経済移行債（仮称）による支援資金確保や

その償還の実施時期、実際に支援する取組みなどについて、実行準備に移ること

ができる制度案を示すこと。その際、政策の進捗評価と必要な見直しを効果的に

実施できる仕組みも盛り込むこと。 

 

② 足元のエネルギー危機克服と持続的な GX 推進を両立していくために、再生可能

エネルギー、省エネルギー、原子力等の脱炭素エネルギーを活用していくにあたっ

て、専門家や与党の検討を経た提案を提出すること。 

 

③ 今後 10 年間の GX に向けたロードマップの中で、分野別の支援・制度一体型の投

資促進策を明確に示し、民間企業の投資意欲を最大限高めることを重視すること。 

 
第 5 回 GX 実行会議では、実行準備に移ることができる程度に制度設計の中身が具体

化されていくことが予定されており、今後の議論の動向は引き続き注目されるところで

す。 

 

当事務所では、GX 実行会議をはじめとした、GX の実現へ向けた動きについて、今後

も情報発信を行っていく所存です。 
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セミナー情報 
 セミナー  『第 5059 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「【速報】2023 年 3

月期から義務化 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報開

示」』 

開催日時  2022 年 12 月 26 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  『2023 年 3 月期（6 月提出）有価証券報告書から適用「サステナビ

リティ情報の義務的開示」』 

開催日時  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～12:00 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『第 5072 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023 年 3 月期有価

証券報告書から始まるサステナビリティ法定開示を正しく理解す

る」』 

開催日時  2023 年 2 月 15 日（水）13:30~15:30 

講師    田井中 克之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

NEWS 
 ジャカルタオフィス開設のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、インドネシア・ジャカルタにおいて、2023 年 1 月

を目途に、新たな提携先となる法律事務所（ATD Law）との業務提携を開始する

ことにより、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

 

インドネシアは、ASEAN 諸国の中でも、最大の人口を擁する国家であり、日系

企業を含む海外企業・投資家による関心が引き続き非常に高い国です。海外製造

拠点としての重要性に加えて、近時は、金融・テクノロジー・医療・物流・運送

サービス等を中心にイノベーションが起きている業務分野への投資等、投資対象

の関心も多様化しており、今後も巨大な消費マーケットに裏打ちされた各種産業

の多様化・深化が見込まれます。 

 

これまでも、当事務所は、既存の各拠点から、インドネシアに関する様々な先駆

的案件に関与して参りましたが、今般、国境を越えた往来が復活し、インドネシ

アへの投資案件もさらに増加することが見込まれるこのタイミングで、インドネ

シア現地におけるサービスの提供体制をより一層強化すべく、ATD Law との業

務提携により、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/491.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/491.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/491.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/491.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/15.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/15.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
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ATD Law は、Abadi Abi Tisnadisastra インドネシア法弁護士（Abi 弁護士）が代

表を務めるインドネシアの現地法律事務所です。Abi 弁護士は、弁護士として 20

年以上の経験を有し、インドネシア現地のリーガルマーケットにおいても非常に

高い評価を得ている弁護士であり、日系企業クライアントを含む国際的なクライ

アントの M&A／コーポレート／金融／通信／テクノロジー分野の案件について

多くの実績を有しています。 

 

ATD Law は、インドネシアの独立した法律事務所として本日より業務を開始し

ております。2023 年 1 月を目途に、ATD Law と弊事務所とは業務提携を開始し、

ATD Law in association with MHM という形で、弊事務所ジャカルタオフィスと

しての業務を開始することを予定しております。 

 

また、ジャカルタオフィスには、コーポレート／M&A の各分野、特にインドネシ

ア案件を多く取り扱ってきており、過去にインドネシア駐在経験もあるシンガ

ポールオフィスパートナーの竹内 哲 弁護士が駐在することに加えて、日本法弁

護士（アソシエイト）が駐在いたします。ジャカルタオフィスとして業務を開始

するタイミングにて、これらの日本法弁護士も駐在することを予定しております。 

 

ジャカルタオフィスの正式な開設日及び住所等の詳細につきましては、改めてお

知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 
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