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2022年 6月 27 日 

ウイグル強制労働防止法の施行に関する最新動向（2）

～米国強制労働執行タスクフォース（FLETF）の強制労働品の輸入防止戦略～ 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．本戦略の構成と輸入者が特に注目すべき項目 

Ⅲ．UFLPAエンティティリスト等の概要 

Ⅳ．FLETF 輸入者ガイダンスの位置付け及び内容 

Ⅰ．はじめに 

本ニュースレターは、2022年 6月 20日にお送りした「ウイグル強制労働防止法の施

行に関する最新動向（1）」1に続いて、2021 年 12 月 23 日に成立し、2022 年 6 月 21

日に施行されたウイグル強制労働防止法（以下「UFLPA」といいます。）に関する最新

動向を解説します。 

前回ご紹介したとおり、UFLPA の施行によって、①中国の新疆ウイグル自治区で全

部又は一部が採掘、生産、又は製造（以下「製造等」といいます。）された製品及び②

強制労働への関与等の疑いのある団体（エンティティ）のリストに掲載された者により

製造等された製品──については、全て強制労働で製造等されたものであると推定され、

製品の生産過程で強制労働が行われていないことを輸入者が立証することなどの厳格

な要件が満たされた場合を除き、原則として米国への輸入が禁止されました。 

1 「ウイグル強制労働防止法の施行に関する最新動向（1）～米国税関国境警備局（CBP）の輸入者向け

ガイダンス～」（CRISIS MANAGEMENT / INTERNATIONAL TRADE LAW BULLETIN 2022年 6月 20

日）についてはこちらをご覧ください。 
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前号のニュースレターでは、UFLPAの施行に先立って、米国税関国境警備局（CBP）

が 2022年 6月 13 日に公表した輸入者向けガイダンス（以下「CBP 輸入者ガイダンス」

といいます。）について、その位置付けや内容を解説しました。 

本ニュースレターでは、CBP 輸入者ガイダンス公表後の 2022年 6月 17日に、UFLPA

の規定2に基づいて米国強制労働執行タスクフォース（以下「FLETF」といいます。）3が

公表した「中国における強制労働関連製品の米国への輸入を防止するための 1930 年関

税法 307条の執行を支援する戦略」4（以下「本戦略」といいます。）について解説しま

す。本戦略は、UFLPA の明文の規定に基づき、強制労働により製造等された製品の輸

入防止の執行指針等を示したものであり、UFLPA の不可欠の一部をなすものとして重

要な意味を持っています。 

以下、まず後記Ⅱ.において本戦略の構成・注目すべき項目を簡単に解説します。そ

の上で、本戦略の中でも、米国における輸入者、ひいては米国向け輸出を行っている日

本企業にとっても実務上特に大きな影響を及ぼす可能性のある事項として、後記Ⅲ.に

おいて、UFLPA に基づくエンティティリストの概要とその具体的内容を、後記Ⅳ.にお

いて、本戦略に含まれる輸入者向けガイダンスの具体的内容をそれぞれ解説します5。 

 

Ⅱ．本戦略の構成と輸入者が特に注目すべき項目 

 

1. 本戦略の構成 

 

「ウイグル強制労働防止法の施行に関する最新動向（1）」でもご紹介したとおり、

UFLPAは、その明文で、FLETFに対し、「中華人民共和国における強制労働によって、

全部又は一部が製造等された製品の輸入を防止するための 1930年関税法 307条（19 

U.S.C. 1307）の執行を支援する戦略」を策定するよう義務付けています（UFLPA 2

条(c)）。本戦略は、この規定を受けて、FLETFが、2022 年 6月 17日に公表したもの

です。なお、前号のニュースレターでご紹介した CBP 輸入者ガイダンスは UFLPA本

文で明文で要求されているガイダンスとは異なるものですので、ご留意ください。 

本戦略は以下の内容で構成されています（UFLPA 3条(d)も参照）。 

（i） 中国国内で強制労働によって製造等された製品を輸入することに関する包

括的なリスク評価（Section I） 

 
2 UFLPA 2条(c) 
3 米国強制労働執行タスクフォース（Forced Labor Enforcement Task Force）は、2020年 5月 15日に、

米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）に基づいて設立された、強制労働に関与する産品等の輸出禁

止を監督する機関です。同タスクフォースは、米国の国土安全保障省（DHS）次官が議長となり、関連

する知見を有する他の政府機関等の代表者によって構成されています。 
4 Department of Homeland Security, Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or 

Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China (June 17, 2022)（米国国土安全保障

省ウェブサイト） 
5 ウイグル人権問題に関する米国の制裁及びウイグル強制労働防止法の内容については、弊所ニュース

レター「ウイグル人権問題をめぐる米国の制裁等と中国の対抗措置等の動向～日本企業に迫られる対応

～」（INTERNATIONAL TRADE LAW BULLETIN, 2021年 8月号（Vol.3））及び Client Alert 「危機管理：

米国ウイグル強制労働防止法の成立（Uyghur Forced Labor Prevention Act）」（Client Alert 2022年 1月

号（Vol.97））もご参照ください。 

https://www.dhs.gov/uflpa-strategy
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049787/20210805-112045.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049787/20210805-112045.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063812/20220112-022222.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063812/20220112-022222.pdf
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（ii） 強制労働のスキームの評価と説明及び強制労働に関与等している疑いのあ

る団体（エンティティ）のリスト（以下「UFLPA エンティティリスト」と

いいます。）（Section II） 

（iii） CBP が、強制労働によって製造等された製品を正確に特定・追跡するため

の取組み、ツール、技術（Section III） 

（iv） CBP による、米国の港における 1930年関税法 307条に違反する製品の流入

を防止するための法的権限とツールの使用の強化策（Section IV） 

（v） CBP が強制労働によって製造された製品が米国の港に流入しないことを確

保するために必要な追加資源 

（vi） 輸入者向けのガイダンス（以下「FLETF輸入者ガイダンス」といいます。） 

（vii） FLETFが、適切な NGO及び民間団体との間で行う調整と協力 

（viii） 結論 

 

2. 輸入者が特に注目すべき項目 

 

本戦略に含まれる上記（i）～（viii）の内容はいずれも重要な内容が記載されてい

ますが、このうち、米国における輸入者、ひいては米国向け輸出を行っている日本企

業のビジネスに影響を及ぼすものとして特に注目すべき項目は、（ii）の UFLPA エン

ティティリスト等、及び（vi）の FLETF輸入者ガイダンスと考えられます。 

既述のとおり、UFLPA は、①中国の新疆ウイグル自治区で全部又は一部製造等さ

れた製品、及び②強制労働への関与等の疑いのある団体（エンティティ）のリストに

掲載された者により製造等された製品──を輸入禁止の対象としています。本戦略の

うち上記（ii）に含まれる UFLPA エンティティリストは、②の強制労働への関与等の

疑いのあるエンティティを個別に指定するものであり、UFLPA の適用範囲を直接的

に画定する意味を持っています。 

また、本戦略のうち上記（vi）の FLETF 輸入者ガイダンスには、輸入者が UFLPA

を遵守するために求められる（ア）サプライチェーンデューディリジェンスに関する

考え方、（イ）製品に新疆ウイグル自治区原産の原材料等が含まれていないことを立

証するための証拠についての考え方、（ウ）1930年関税法 307条に基づく輸入差止め

等の対象となった製品を含む中国原産の製品について、生産過程で強制労働が行われ

ていないことを示すための証拠についての考え方──が盛り込まれおり、輸入者によ

る UFLPA対応の指針となるものです。 

そこで、以下では、Ⅲ.において、UFLPAエンティティリスト等の概要（上記（ii））

を、Ⅳ.において、FLETF輸入者向けガイダンス（上記（vi））の概要をそれぞれ解説

します。 
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Ⅲ．UFLPAエンティティリスト等の概要 

 

1. UFLPAの根拠規定 

 

UFLPA 2 条(d)(2)によれば、FLETF は、本戦略に（A）「ペアリング支援（pairing 

assistance）」、「貧困緩和（poverty alleviation）」その他の名目でウイグル族等の少数

民族から労働力を搾取することを内容とする中国の各種の労働政策に関する包括的

な記載及び評価、（B）強制労働に関与等している疑いのある団体（エンティティ）の

リスト（UFLPA エンティティリスト）──を含めなければならないとされています。 

さらに、（B）の UFLPAエンティティリストは、より具体的には以下の（i）～（ix）

のリスト等から構成されます。これらのうち（i）、（ii）、（iv）、（v）に記載された団体

（エンティティ）が製造等した製品が、UFLPA に基づく輸入禁止の対象とされてい

ます（UFLPA 3 条(a)）。 

 

（i） 新疆ウイグル自治区に所在し、製品の全部又は一部を強制労働により製造

するエンティティのリスト 

（ii） 新疆ウイグル自治区政府と協力して、強制労働者、またはウイグル人、カ

ザフ人、キルギス人もしくはその他迫害された集団のメンバーを新疆ウイ

グル自治区の外部に向けて募集、輸送、移送、収容又は受け入れるエンテ

ィティのリスト 

（iii） （i）又は（ii）にかかるリストに記載されたエンティティにより全部又は一

部を製造等された製品のリスト 

（iv） （iii）に記載された製品を中国から米国に輸出したエンティティのリスト 

（v） 「貧困緩和」プログラム、「ペアリング支援」プログラム、または強制労働

を実施するその他の政府労働スキームのため、新疆ウイグル自治区から、

または新疆政府もしくは新疆新疆生産建設兵団（以下「XPCC」といいます。）

と協働する者から原材料を調達する施設及びエンティティ（XPCCを含む）

のリスト 

（vi） （v）に記載する施設及びエンティティを追加的に特定するための計画 

（vii） UFLPA の目的を達するための違反商品保留命令（WRO）の発出その他、製

品を米国に輸出しているエンティティに対する執行計画 

（viii） 綿花、トマト、ポリシリコンを含む優先取組み対象の産業分野リスト 

（ix） 優先取組み対象の産業分野に対する執行計画 

 

本戦略 Section IIには、上記 UFLPA 2条(d)(2)で要求された内容が具体的に記載さ

れています。 
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2. 中国における強制労働スキームの評価と説明（上記(A)） 

 

本戦略 Section II は、UFLPA 2条(d)(2)を踏まえ、米国が問題視する中国の各種労

働政策に関する評価と説明（上記(A)）がなされています。 

これによれば、中国は収容所でウイグル族その他の少数民族に対して強制労働を行

わせ、また、収容所からの出所後にも強制労働を要求したとされており、また、中国

政府により実施されている「相互ペアリング支援」、「貧困緩和」、「土地譲渡と再雇用」

といったプログラムは、「国家後援の強制労働（state-sponsored forced labor）」であ

るとされています。この点に関し、本戦略は、国際労働機関（ILO）による強制労働

の定義を引用しつつ、中国政府が実施している上記の各プログラムには、いずれも、

ウイグル族等の少数民族に対する脅迫、迫害された少数民族の脆弱性の濫用、移動の

制限、孤立、虐待的な労働条件、過度な時間外労働など、強制労働の徴候が見られる

と説明しています。 

 

3.  UFLPAエンティティリストの具体的内容（上記(B)） 

 

本戦略 Section II には、以下のとおり、UFLPA に基づく輸入禁止措置の対象となる

団体（エンティティ）のリストが掲載されています。 

 

No. リストの種類 対象エンティティ 

（i） 新疆ウイグル自治区に所在し、製品

の全部又は一部を強制労働により

製造等するエンティティのリスト 

Hoshine Silicon Industry 

(Shanshan) Co., Ltd等 10のエ

ンティティ及び子会社等 

（ii） 新疆ウイグル自治区政府と協力し

て、強制労働者、またはウイグル

人、カザフ人、キルギス人もしく

はその他迫害された集団のメンバ

ーを新疆ウイグル自治区の外部に

向けて募集、輸送、移送、収容又

は受け入れるエンティティのリス

ト 

XPCC、Aksu Huafu Textiles Co.

等10のエンティティ及びその子

会社等 

（iv） （i）または（ii）にかかるリスト

に記載されたエンティティにより

全部または一部を製造等された製

品を中国から米国に輸出したエン

ティティのリスト 

該当なし 

※上記（i）及び（ii）で指定され

たエンティティは、製造業者と

輸出業者の両方の役割を果たす

可能性があるとして、現時点で

は、追加の輸出者は特定されて

いない 
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（v） 「貧困緩和」プログラム、「ペアリ

ング支援」プログラム、または強

制労働を実施するその他の政府労

働スキームのため、新疆ウイグル

自治区から、または新疆政府もし

くは XPCCで働く者から原材料を

調達する施設及びエンティティ

（XPCCを含む）のリスト 

Hoshine Silicon Industry 

(Shanshan) Co., Ltd、XPCC、第

四休日技能教育訓練センター等

11の施設並びにエンティティ及

びその子会社等 

 

なお、上記各リストの初期的な情報源は、1930年関税法 307条に基づいて CBP が

発出した既存の違反商品保留命令（WRO）、及び米国商務省産業安全保障局（BIS）

による米国輸出管理規則（EAR）上のエンティティリスト（禁輸対象団体リスト）と

されています6。また、FLETF の構成機関は、エンティティの追加、削除、修正を提

案できるとされており7、今後、上記エンティティリストは随時更新される可能性が

あります（更新される際には連邦官報（Federal Register）に掲載されます。）。 

 

4. 優先的に輸入禁止を執行する産業分野のリスト 

 

本戦略には、優先的に輸入禁止を執行する産業分野のリスト（上記 1で紹介したリ

ストの（viii））として、衣料、綿花と綿製品、ポリシリコンを含むシリカベースの製

品、トマト及び川下製品の 4つの分野が掲げられています。 

 

Ⅳ．FLETF輸入者ガイダンスの位置付け及び内容 

 

1. FLETF輸入者ガイダンスの位置付け 

 

FLETF 輸入者ガイダンスは、前述のとおり、UFLPA の規定に基づき FLETF が本

戦略の一部として作成公表したもので、輸入者向けの指針として、UFLPA の解釈適

用の考え方を示すものです。6月 13日に CBP から公表された輸入者向けガイダンス

（CBP 輸入者ガイダンス）と一部内容が重複する部分もありますが、FLETF 輸入者

ガイダンスの方が法律上の要件に基づくという意味でよりフォーマルな性格が与え

られており、内容もより詳細なものとなっています。具体的には、輸入者は、輸入製

品が UFLPA の適用対象製品（例えば、新疆ウイグル自治区産の製品）に該当すると

して差止め等された場合、例外的に当該製品の輸入が認められるべきとの主張を行う

際、FLETF 輸入者ガイダンスを遵守していることが法律の明文で要求されています

 
6 本戦略 22頁 
7 本戦略 25頁 
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（UFLPA3 条(b)(1)(A)）。なお、前号のニュースレターで述べたとおり、CBP 輸入者

ガイダンスについても、実務上の指針として参照する必要があります。 

 

2. FLETF輸入者ガイダンスの内容 

 

FLETF輸入者ガイダンスには、以下の内容が含まれています（本戦略 Section IV、

UFLPA 2条(d)(6)）。 

① 中国、特に新疆ウイグル自治区原産の製品に、全部又は一部が強制労働によっ

て製造等された製品が含まれていないことを確保（ensure）することを目的と

するデューディリジェンス、サプライチェーンの追跡及び管理に関する考え方

（本戦略 Section IV・A） 

② 製品に新疆ウイグル自治区原産の原材料等が含まれていないことを示すための

証拠についての考え方（本戦略 Section IV・B） 

③ 1930年関税法 307条に基づく輸入差止め等の対象となった中国原産の製品につ

いて、生産過程で強制労働が行われていないことを示すための証拠についての

考え方（本戦略 Section IV・C） 

 

①～③の具体的な内容はそれぞれ以下のとおりです。 

 

（1）デューディリジェンス、サプライチェーンの追跡及び管理の考え方（上記①） 

デューディリジェンス 

本項目では、UFLPAの適用対象製品であるとされた製品について、輸入禁止措置

の対象とならない旨の主張を行う際、輸入者は、全部又は一部が強制労働によって

製造等された製品は輸入された製品に含まれていないことを確保するためのデュー

ディリジェンスを実施していることが必要とされています。 

デューディリジェンスのシステムは産業によって異なり得ますが、効果的なデュ

ーディリジェンスには、以下の要素が含まれるとされています。 

✓ 利害関係者（ステークホルダー）とパートナーの関与 

✓ リスクと影響の評価 

✓ 行動規範の作成 

✓ サプライチェーン全体にまたがるコミュニケーションとトレーニング 

✓ 行動規範等の遵守状況のモニタリング 

✓ 違反の修正 

✓ 独立機関による審査 

✓ 実施及び関与の状況の報告 
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効果的なサプライチェーンの追跡 

本項目では、効果的なサプライチェーンの追跡はデューディリジェンスの第一歩

として必要不可欠とされ、輸入者は、製品のサプライチェーンのあらゆる段階にお

けるサプライヤー（原材料のサプライヤーを含む）とその労働力の出所を知ってお

くことが必要とされています。 

 

サプライチェーンの管理 

本項目では、サプライチェーンの管理もデューディリジェンスの一部であり、確

認された強制労働のリスクを防止及び軽減する効果があるとされています。 

その上で、効果的なサプライチェーン管理には、（i）取引開始前に、潜在的に強制

労働のリスクを有するサプライヤーを精査するプロセスを設けること、（ii）サプラ

イヤーとの契約の中に、強制労働がサプライチェーンで特定された場合にサプライ

ヤーによる是正措置を必要とする旨を要求する条項や、是正措置が実施されない場

合の効果（契約関係の終了など）に関する条項を設けておくこと、（iii）強制労働の

徴候の不存在を確認するために、資料、人員、及び労働者（採用段階を含む）への

アクセスを確保すること──が含まれるとされています。 

また、輸入者は、サプライチェーン管理データを管理するための情報システムを

整備し、すべてのサプライチェーンのマッピング及びリスクと影響の評価情報をデ

ータベース化した上で、情報を適時に入力及び更新する必要があるとされます。 

 

（2）製品に新疆ウイグル自治区原産の原材料等が含まれていないことを示すための

証拠の考え方（上記②） 

 

本項目では、CBP が UFLPA の適用対象製品に該当するとして差止め等を行った

場合に、そもそも当該製品には新疆ウイグル自治区原産品が含まれておらず、UFLPA

エンティティリスト掲載エンティティとも無関係であって、UFLPAの適用対象製品

にあたらないことを立証するための証拠の考え方が示されています。 

本項目では、製品に新疆ウイグル自治区原産品等が含まれていないことを示すた

めにはサプライチェーンを追跡することが一般的な方法となるとした上で、新疆ウ

イグル自治区原産品を別の場所で積み替えることによって原産地を隠蔽する事案も

存在することなども踏まえ、CBP は、個別事案に応じ、輸入されようとしている製

品や特定の部品（component）のサプライチェーンの追跡結果に関する資料を要求

することがあり得るとされています。要求される資料には、例えば以下のものが含

まれるとされてます（ただし、輸入者に提出を求められる証拠の類型（type）、性質

（nature）及び範囲（extent）は、関連する事実及び状況に応じて異なるとされてお

り、本項目に示された情報は、CBP が要求する可能性のある資料等を網羅的に記載

したものではありません。）。 
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✓ 輸入品とその部品のサプライチェーンの詳細な説明（製造等のすべての段階

を含み、第三国での商品の調達、製造、または加工等のあらゆる工程を含む）。

輸入品が原材料から完成品に至るまで、どのようなエンティティによって、

どこでどのように作られたか（自社製造、外部への製造委託等）に関する資

料。また、サプライチェーンの各段階に関与するエンティティの役割やエン

ティティ間の関係（たとえば、サプライヤーが製造業者でもあるかどうか）

に関する資料。 

✓ 輸入品の各部品の出所を示す証拠（異なるサプライヤーの供給する原材料、

部品等）が混ざっている場合、各原材料等の出所やその管理方法（control）

を示すための監査可能なプロセスを整理する必要があるとされています。 

なお、本項目では DNA 分析や同位体試験といった科学的手法を用いることにより、

サプライチェーンを個別に追跡することなく、特定の製品や原材料の出所を起源を

特定できる場合があることにも言及がされています。ただし、こうした証拠を提出

する際には、その信頼性を示すこと等も必要になるとされています。 

 

（3）生産過程で強制労働が行われていないことを示すための証拠の考え方（上記③） 

本項目では、CBP が UFLPA の適用対象製品に該当するとして差止め等を行った

場合に、輸入者が、UFLPAの適用対象製品ではあるが、生産過程で強制労働が行わ

れていないことを立証するための証拠の考え方が示されています。輸入者は、強制

労働の徴候（indicators、詳細は上記Ⅲ.2.参照）が存在しないこと又は、完全に改善

等されたことを示す証拠の提出を求められます。 

本戦略では、中国を原産地とする製品について、全部又は一部が強制労働により

製造等されていないことを示す証拠には、以下が含まれるとされています（ただし、

（2）と同様に、輸入者に提出を求められる証拠の類型、性質及び範囲は、関連する

事実及び状況に応じて異なり、本項目に示される情報は、CBP が要求する可能性の

ある資料等を網羅的に記載したものではありません。）。 

✓ サプライチェーン全体のマッピング、サプライチェーンにおける輸送に関す

る証拠（各段階にいかなるエンティティが関与するかに関する証拠を含む） 

✓ 製品の生産過程において、強制労働の存在を推定されるエンティティの全て

の労働者の完全なリスト（以下を含む） 

➢ 各事業場において、賃金が誰にどのように支払われているかを示す証

拠 

➢ 労働者が新疆出身であるか、及び居住の状況を確認する証拠 

➢ 証拠に記載された労働者（数）と生産量に矛盾がないことを示す証拠

（各業務カテゴリー毎の労働者数、原材料の数量、生産される製品等

の数量、労働時間及び生産量等を含む） 

✓ 製品の製造にかかわる労働者全員について中国政府、XPCC または UFLPA

エンティティリストに掲載されるエンティティの関与の下で、募集、移送等
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されていないことを示す証拠（特に、各エンティティについて、全ての労働

者が自発的に募集採用されていることを確保するための管理体制に関する証

拠） 

✓ 新疆出身の全ての労働者が、脅迫や処罰の脅威なしに、自発的に働いている

ことを示す信頼できる証拠 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『MHMプレミアム Liveセミナー「経済安全保障の最前線」』 

視聴期間  2022年 7月 20日（水）13:00～17:00 

講師    石本 茂彦、林 浩美、増島 雅和、梅津 英明、東 陽介、石川 大輝、 

高宮 雄介、宮岡 邦生、蔦 大輔、大川 信太郎 

主催    森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHM マイページ」にてご視聴申込みを受け付けており

ます。 

※ 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 4910回金融ファクシミリ新聞社セミナー「経済安全保障と機 

微技術管理―セキュリティ・クリアランス、サイバーセキュリティ

基準、経済安全保障推進法、外為法を踏まえて－」』 

開催日時  2022年 7月 1 日（金）13:30～15:30 

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  『第 4937回金融ファクシミリセミナー「経済安全保障と投資規制 

－外為法、重要土地等調査法を踏まえて－」』 

開催日時  2022年 8月 1 日（月）13:30～15:30 

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  『一歩先の「ビジネスと人権」と人権デュー・ディリジェンス～理 

想と現実の間で、どう対応するべきか～』 

開催日時  2022年 8月 25日（木）13:00～16:00 

講師    梅津 英明 

主催    一般社団法人企業研究会 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18582.html
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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文献情報 

➢ 論文    「＜企業法務＞ウイグル人権問題をめぐる最新動向と各種規制の 

体系的理解」 

雑誌    会計・監査ジャーナル Vol.34 No.3 

著者等   梅津 英明、鈴木 幹太、沈 暘 

 

➢ 論文    「日本の輸出管理制度を人権の観点から読み解く―外為法人権     

の観点からの輸出管理は可能か」 

雑誌    NBL No.1213 

著者等   大川 信太郎 

 

➢ 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 4 回 経済安全保障を読み 

解く主要 11分野 ――経済制裁編」 

雑誌    ビジネス法務 2022年 5月号 

著者等   大川 信太郎 

 

➢ 書籍    『外為法に基づく投資管理―重要土地等調査法・FIRRMA も 

踏まえた理論と実務』 

出版社   中央経済社 

著者等   大川 信太郎 

 

➢ 論文    「先端技術・先端物資と経済安全保障（上）」 

雑誌    NBL No.1215 

著者等   大川 信太郎 

 

➢ 論文    「先端技術・先端物資と経済安全保障（下）」 

雑誌    NBL No.1216 

著者等   大川 信太郎 

 

➢ 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 5 回 経済安全保障推進案 

（上）経済安全保障を読み解く主要 11 分野 ――サプライチェー

ン強靭化、基幹インフラの機能維持」 

雑誌    ビジネス法務 2022年 6月号 

著者等   大川 信太郎 

 

➢ 論文    「視点 国際紛争下で問われる ESG」 

雑誌    資料版商事法務 No.457 

著者等   梅津 英明 
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NEWS 

➢ 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 並びに Corporate and Mergers and 

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

らは、石本 茂彦弁護士、江口 拓哉弁護士、高宮 雄介弁護士が Best Lawyers に

選ばれています。 

 

 

 

（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 


