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2022 年 7 月号（Vol.103） 

1. はじめに

2. 知的財産法：知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2022」を公表

3. 競争法／独禁法：公取委、エンフォースメントとアドボカシーの連携・強化を

表明

4. エネルギー・インフラ：FIT/FIP 制度における蓄電池の設置促進案について

5. 労働法：男女の賃金差の情報公表等に関する改正省令案の要綱に関する答申につ

いて

6. 会社法：金融審議会、『ディスクロージャーワーキング・グループ報告』を公表

7. 危機管理：日本公認会計士協会「上場会社等における会計不正の動向（2022

年版）」の公表

8. 一般民事・債権管理：改正民事訴訟法（IT 化関係）の成立

9. M&A：新株発行の差止め仮処分を認める近時の決定例（名古屋地決令和 4 年 2

月 17 日）

10. キャピタル・マーケッツ：日証協、引受規則改正に係るパブリックコメント結果

を公表

11. 税務：日中租税条約・日港租税協定に対する BEPS 防止措置条約の適用開始

12. 中国・アジア（タイ）：タイ公開会社法の改正

13. 新興国（南アフリカ）：外国人の雇用規制強化等に関する法改正

14. 国際訴訟・仲裁：米国ディスカバリー手続きの国際仲裁での利用に関する米国連

邦最高裁判決

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 7 月号（Vol.103）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：知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2022」を公表

政府の知的財産戦略本部は、2022 年 6 月 3 日、「知的財産推計画 2022」（「知的財産

推進計画」）を公表しました。知的財産推進計画では、コロナ後のデジタル化及び気候

変動に対するグリーン化による経済回復戦略を進める中で、グローバルな競争環境の変

化（知財戦略の変化を迫る動向）とイノベーションに十分貢献できていない日本の知財

エコシステム（将来の成長に必要な知財・無形資産への投資の不足、フル活用されてい

ない日本企業等の知財、産業のダイナミズムを阻害する自己完結型の企業の知財管理、
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大学で創出される知財の事業化におけるネック）という基本認識の下で、今後の知財戦

略の方向性としては、イノベーションに貢献する知財エコシステムへの転換とデジタル

化に対応したコンテンツ・クールジャパン戦略が重要であるとされております。 

その上で、今後の知財戦略推進上重要となる政策課題と施策を、次の重点 8 施策に整

理しています。 

①スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化 

・スタートアップが知財対価として株式・新株予約権を活用しやすい環境整備 

・大学における事業化を見据えた権利化の支援 

・大学等における共同研究成果の活用促進 

・「大学知財ガバナンスガイドライン（仮称）」の策定と大学への浸透等 

②知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化 

・企業の開示・ガバナンス強化と投資家の役割の明確化 

③標準の戦略的活用の推進 

・官民一丸となった重点的な標準活用推進等 

④デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整備 

・データ取扱いルール実装の推進等 

⑤デジタル時代のコンテンツ戦略 

・Web3.0 時代を見据えたコンテンツ戦略 

・デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革等 

⑥中小企業／地方（地域）／農林水産業分野の知財活用強化 

・中小企業の知財取引の適正化等 

⑦知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化 

⑧アフターコロナを見据えたクールジャパン（CJ）の再起動 

これらの政策課題と施策は、今後の知的財産権に関わる法改正にも影響を与えると考

えられますので、その動向を注視する必要があります。 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、エンフォースメントとアドボカシーの連

携・強化を表明 
 

公取委は、2022 年 6 月 16 日、同月 7 日に閣議決定された政府の骨太方針 2022 及び

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を受け、組織全体としてデジタル

化等社会経済の変化への対応を強化するため、エンフォースメント（独禁法の執行）と
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アドボカシー（取引慣行や規制により競争が働いていない分野を調査し、取引慣行の改

善や規制の見直しを提言すること）の連携・強化を図っていくという姿勢を表明しまし

た（「本表明」）。注目すべき点は以下のとおりです。 

アドボカシーの実効性の強化について、公取委は、実態調査の対象とする分野の選定

基準を示した上で、これまで原則任意のアンケートやヒアリングを通じて行っていた調

査方法を改め、今後は、任意の調査では情報収集が困難な場合には、強制力のある独禁

法 40 条1に基づく調査権限を行使する方針であることを明らかにしています。また、公

取委は、実態調査の結果、必要に応じ、個別の関係事業者に対し、文書等で点検・改善

を要請し、改善内容の報告を求めることにより違反の未然防止を図ることに加え、実態

調査で得られた情報等を個別の独禁法違反被疑事件審査の端緒としても積極的に活用

し、シームレスにエンフォースメントにつなげる姿勢を明らかにしています。 

一方、エンフォースメントの実効性の強化については、公取委は、①これまで最終段

階まで公表してこなかった独禁法違反被疑事件審査について、今後、デジタル・プラッ

トフォーム事業者に対する事件等において、情報収集を効率的・効果的に行う必要があ

る場合は、公表に伴う審査活動等への影響も慎重に比較衡量した上で個別事件の審査の

初期段階であっても、事件の概要を公表して、広く第三者から情報・意見を募集するこ

と、②これまで第 2 次審査の開始までは公表・意見募集をしてこなかった企業結合審査

案件について、今後、デジタル市場の案件を中心に、必要に応じ、第 2 次審査の開始の

如何を問わず、公表・意見募集をすること、③これまで通常は任意の手法によって行っ

てきた、事件審査の開始是非の判断のための情報収集や企業結合審査における情報収集

について、必要に応じて独禁法 40 条に基づく調査権限を行使すること、④特にデジタ

ル市場の企業結合案件について、当事会社における企業結合計画の意図・目的や利害関

係者への影響や市場の将来についての予測等を把握するため、審査の初期段階から当事

会社の内部文書（取締役会における資料や社内の競争分析に係る資料等）の提出を求め

ること、及び⑤企業結合審査のみならず違反被疑事件においても経済分析を活用するこ

とを明らかにしています。 

以上の方針は、既に公取委の実際の取り組みに現れてきています。例えば、公取委は、

同月 28 日に公表されたクラウドサービス分野の取引実態に関する実態調査報告書につ

いて、同調査では独禁法 40 条に基づく報告命令を発出したことを明らかにしており、

また、同条の権限行使に関する規則案を新たに作成し（同月 17 日からパブリックコメ

ント募集中）、同条による報告命令をより活用する準備を進めています。また、企業結

合審査においても、デジタル・プラットフォーム事業者の企業結合に関し、第 2 次審査

 
1 独禁法 40 条は、「公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令

により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要

な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。」と定めており、同条による処分への違反は、

300 万円以下の罰金の対象となります（独禁法 94 条の 2）。 
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が開始されていない時点での公表及び意見募集が 6 月時点で既に 2 件行われており、ま

た、同月 22 日付で内部文書の提出に係る公取委の実務が公表されています。 

以上のとおり、公取委は、エンフォースメントとアドボカシーを車の両輪として、今

後より対応を強化していく姿勢を明らかにしており、また当該姿勢は既に実行に移され

てきています。本表明は必ずしもデジタル分野のみを対象とするものではないため、企

業としては、業種・分野に関わらず、日々の事業活動及び企業結合の両方の局面におい

て留意が必要といえます。例えば、実態調査報告書が公表されている分野はもちろん、

実態調査報告書に記載された独禁法上の考え方・留意点が参考となる分野においては、

報告書を踏まえた実務の見直しの重要性が一層高まっているといえます。また、企業結

合においても、第 2 次審査に至らない場合でも、公取委が案件公表・意見募集を行う可

能性や、広範な社内文書の提出を求める可能性があることに留意が必要といえます。 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：FIT/FIP 制度における蓄電池の設置促進案に

ついて 

 

2022 年 6 月 7 日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

の第 42 回会合が開催され2、再エネ発電事業の高度化に向けた施策の一環として、

FIT/FIP 制度における蓄電池の設置促進案3が事務局より示され（「事務局案」）、検討が

開始されました。 

(1) 現行制度における取扱い 

事務局案の記載も踏まえると、現行の再エネ特措法下における太陽光の新規認定

案件（新規のFIP認定案件及び2022年度以降にFIT認定を取得したFIP移行案件）、

既存認定案件（上記以外の案件）のそれぞれにつき、蓄電池の取扱いは以下のとお

り整理できます。 

✓ 従来より、認定を新規に申請する際、当初から蓄電池を併設する発電事業計

画とすることは可能。 

✓ 新規認定案件、既存認定案件問わず、認定の取得後、事後的に蓄電池を併設

する場合、変更認定を申請・取得することが必要。 

 
2 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/042.html 
3 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/042_01_00.pdf 
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✓ 新規認定案件、既存認定案件問わず、PCS より系統側に蓄電池を事後的に併

設する場合、調達価格変更事由には該当しない。 

✓ 新規認定案件では、PCS より PV 側に蓄電池を事後的に併設する場合も、調

達価格変更事由には該当しない。 

✓ これに対し、既存認定案件では、PCS より PV 側に蓄電池を事後的に併設す

る場合、(i)蓄電池からの発電量を区分計量できない場合は、発電設備全体に

ついてその時点の最新の調達価格に変更することを条件に、事後的な蓄電池

の併設が認められる。(ii)他方、蓄電池に一度充電した電気を売電する際に、

その電気を認定事業者にて区分計量し、非 FIT/非 FIP で売電する場合は、例

外的に、調達価格の変更なしに事後的な蓄電池の併設が認められる。 

✓ 上記いずれの場合も、系統からの電気（「系統電気」）を蓄電池に充電するこ

とは認められない。 

(2) 事務局案の概要 

事務局案では、上記の現行制度における取扱いを前提としつつ、新規認定案件の

みならず既存認定案件も含めて蓄電池を活用した再エネ発電事業の高度化を進め

ていく方針の下、以下の蓄電池設置促進案が提案されています。 

① 系統電気の取扱い 

事務局案では、FIT/FIP の支援対象となる（交付金の算定の基礎となる）電気量

が認定発電設備から発電された電気量に限定される必要があることを前提としつ

つ、系統電気の充電を認めることが蓄電池の稼働率向上に繋がることを勘案し、2

つの要請を両立させる方向で見直しが提案されています。 

具体的には、蓄電池への系統電気の充電を認めつつ、系統から充電された電気量

と認定発電設備側から充電された電気量を計量し、蓄電池から放電された電気量を

その比率で按分することで、認定発電設備側由来の電気量を算定し、かかる認定発

電設備由来の電気量については FIT 買取/FIP プレミアム交付の対象とすることが

提案されています。そして、今後の検討については、資源エネルギー庁・広域機関・

送配電事業者において実務的な整理を早急に行いつつ、併せて、資源エネルギー庁

では年内を目途に必要な規定類等の改正を行う方向性が示されています。 

② FIP移行案件における事後的な蓄電池の併設 

事務局案では、蓄電池を事後的に設置した上で FIP 制度へ移行する取り組みに

ついて、FIP 制度の趣旨である電力市場への統合に資するため促進するべきとの考

えを示しつつ、他方で、当初想定していなかった国民負担が生じる恐れもある（そ

のため、現行制度下では、原則として調達価格変更事由とされている）として、

FIP 移行案件における事後的な蓄電池併設の緩和については、国民負担の抑制の観

点も踏まえて、調達価格等算定委員会とも連携して今後議論を進めていく方向が示

されています。 

以上のとおり、事務局案では、2022 年 4 月の FIP 制度導入も踏まえ、既存認定案件

を含めた蓄電池の積極活用を促す方策が提案されましたが、他方で、その是非を含めて



 
 

   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 
 

詳細は今後の議論に委ねられる形となっているため、発電事業者をはじめとした関係事

業者においては、今後の動向を注視していくことが必要と考えられます。 

 

 

 

5. 労働法：男女の賃金差の情報公表等に関する改正省令案の要綱に関

する答申について 
 

労働政策審議会雇用環境・均等分科会は、2022 年 6 月 24 日、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する一般事業主行動計画等に関する省令（「本省令」）の一部を改正す

る省令案要綱（「本要綱」）に関する、厚生労働大臣からの同日付の諮問に対して、「妥

当と認める」旨答申（「本答申」）しました。 

現在、雇用する労働者の男女の賃金の差異は、企業において必要に応じて把握するこ

とでよいとされています。もっとも、日本における男女間賃金格差の状況が他の先進国

と比較して大きく、状況把握・課題分析を行う必要があるとして、本要綱は、常時雇用

する労働者の数が 300 人を超える企業に対して、雇用する労働者の男女の賃金の差異の

公表及び状況把握を義務付けることとしています。また、本要綱には、当該公表に際し

て、雇用するすべての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を公表しなければ

ならない旨も同様に規定されています。 

本答申を受け、本要綱の内容を踏まえた本省令改正がなされることとなりますので、

特に常時雇用する労働者の数が 300 人を超える企業においては、今後の動向を踏まえ、

適切な公表及び状況把握を行う必要があるといえます。 
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6. 会社法：金融審議会、『ディスクロージャーワーキング・グループ報 

告』を公表 

 

2022 年 6 月 13 日、金融審議会は、「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」

（「本報告」）を公表しました。本報告は、令和 3 年 9 月から計 9 回に亘って企業開示の

在り方について検討を行ってきた同審議会の検討結果を纏めたものです。本報告の内容

は多岐に亘りますが、本稿ではそのうち特にコーポレートガバナンスに関する開示にか

かるものについて、紹介します。 

① 取締役会、指名委員会・報酬委員会等の活動状況に関する開示 

本報告では、指名委員会・報酬委員会や取締役会全体の機能発揮の状況への投資

家の関心の高まりも踏まえ、取締役会、委員会等の活動状況の「記載欄」を有価証

券報告書に設けるべきとされています。その上で、まずは、現在の監査役会等の活

動状況の開示と同様、「開催頻度」「主な検討事項」「個々の構成員の出席状況」を記

載項目とすべきとされています。また、これらの開示情報を補足するため、上記の

「記載欄」においては核となる情報を記載した上で、詳細な情報は、コーポレート・

ガバナンス報告書や任意開示書類を参照することも考えられるとされています。 

② 監査の信頼性確保に関する開示 

監査役会、監査委員会、又は監査等委員会（監査役会等）における実質的な活動

状況を開示し、投資家と監査役等との対話を促進させていく観点から、有価証券報

告書の枠組みの中で、a. 監査役又は監査委員会・監査等委員会の委員長の視点によ

る監査の状況の認識と監査役会等の活動状況等の説明、b. KAM についての監査役

等の検討内容、を開示することが望ましいとされています。また、内部監査体制の

基本的情報が投資家にとって有用と考えられることから、有価証券報告書において、

c. デュアルレポーティングラインの有無を含む内部監査の実効性の説明も開示項

目とすべきとされています。 

③ 政策保有株式等に関する開示 

政策保有株式にかかる開示については、投資家から見た好事例との乖離が大きい

と指摘されていることを踏まえ、政策保有株式の発行会社と業務提携等を行ってい

る場合の説明について、有価証券報告書の開示項目とすべきとされています。また、

政策保有株式の議決権行使の基準についても、例えば、「記述情報の開示の好事例集」

等を通し、積極的な開示を促すべきとされています。さらに、政策保有株式が「純

投資目的」と整理され政策保有株式としての開示がされていないケースがあること

を踏まえ、企業における「純投資目的」の保有株式について、金融庁において純投

資と政策保有の区分の考え方や両者の間の区分変更の動向等の実態を調べて適切な

開示に向けた取組みを進めることが期待されるともされています。 

 

本報告では、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の「記載欄」の新設や金

商法上の四半期開示義務の廃止（取引所規則に基づく四半期決算短信への一本化）の検
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討等の必要性も言及されています。今後は、本報告を踏まえた法改正等の制度整備が予

想され、各社の実務への大きな影響が想定されます。各社は、引き続き今後の議論にも

注目しながら、自社の開示の内容を検討する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

金融庁：「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告の公表について」

（2022 年 6 月 13 日）https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220613.html 

 

 

 

 

7. 危機管理：日本公認会計士協会「上場会社等における会計不正の動

向（2022 年版）」の公表 
 

2022 年 6 月 27 日、日本公認会計士協会（経営研究調査会）は、「上場会社等におけ

る会計不正の動向（2022 年版）」（「本資料」）を公表しました。 

本資料は、近年の会計不正の動向について、上場会社及びその関係会社（「上場会社

等」）が公表した会計不正を集計し、取りまとめたもので、2018 年以降毎年、内容の更

新がなされています。 

本資料は、実際の事例を紹介しながら、以下の 9 つの観点から分析を行っています。 

1 会計不正の公表会社数 

2 会計不正の類型と手口 

3 会計不正の主要な業種内訳 

4 会計不正の上場市場別の内訳 

5 会計不正の発覚経路 

6 会計不正の関与者 

7 会計不正の発生場所 

8 会計不正の不正調査体制の動向 

9 会計不正と内部統制報告書の訂正の関係 

例えば、「1 会計不正の公表会社数」によれば、2018 年 3 月期から 2022 年 3 月期

において、会計不正の発覚の事実を公表した上場会社等は 164 社存在し、2022 年 3 月

期も 31 社と増加傾向にあること、「2 会計不正の類型と手口」によれば、売上の過大

計上や循環取引等の収益関連の会計不正が比較的多く発生していると考えられ、2022

年 3 月期においても公表された粉飾決算のうち、50%が収益関連の会計不正であったこ

パートナー 石井 裕介 
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と、「4 会計不正の上場市場別の内訳」によれば、市場区分によって会計不正の発生割

合が変わらないと考えられることが示されています。 

また、「5 会計不正の発覚経路」によれば、会社が整備・運用している内部統制によっ

て発覚するケースが多いものの、当局の調査等や内部通報によって発覚するケースも多

いこと、「6 会計不正の関与者」によれば、単独よりも共謀で会計不正を実行するケー

スの方が多く、非管理職よりも、役員・管理職の共謀により会計不正を実行するケース

が多いこと、「7 会計不正の発生場所」によれば、海外子会社で発生する会計不正は、

地域別に見ればアジアに所在する海外子会社が圧倒的に多く、特に日本企業の進出が多

い中国において発生するケースが多いことが指摘されています。 

さらに、「8 会計不正の不正調査体制の動向」によれば、いわゆる粉飾決算において

は、外部専門家が関与する調査体制が多く、特に、外部専門家のみによる調査体制も約

半数の割合で用いられていることがわかります。 

本資料は、公認会計士のみならず企業等が参考にすることも期待されています。本資

料の分析結果からも示されているとおり、会計不正はいかなる企業でも発生し得るもの

であり、自社にどのような会計不正のリスクが存在するのか把握する観点からも、本資

料は有用といえます。 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：改正民事訴訟法（IT 化関係）の成立 
 

2022 年 5 月 18 日、民事訴訟法等の一部を改正する法律案が成立し、民事裁判手続の

IT 化等に関連する民事訴訟法の一部の規定が改正されました（「改正民訴法」）。わが国

は、2017 年より民事裁判手続の IT 化の段階的実現を目指してきたところ、①現行法の

下でウェブ会議等の運用を拡充し、争点整理等の充実を図る（フェーズ 1）、②法整備

を行い、関係者の出頭を要しない口頭弁論期日等を実現する（フェーズ 2）、③システ

ム構築等の環境整備を行い、オンライン申立てを実現する（フェーズ 3）を目標に掲げ

ていました。コロナ禍においてウェブ会議を用いた裁判手続の運用が急速に拡充しまし

たが、現行法上、ウェブ会議を用いた書面による準備手続期日では準備書面の陳述や証

拠調べが行えないという限界があるため、現在の運用はフェーズ 2 半ばに留まっていま

す。 

改正民訴法では、オンラインによる訴え提起や準備書面の提出が可能になり（改正民

訴法 132 条の 10）、特に弁護士等の訴訟代理人においては、オンライン提出が義務付け

られました（132 条の 11 第 1 号）。オンライン提出された書面の送達は、原則として書

パートナー 藤津 康彦 
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面として出力することにより作成した書面で行うこととされていますが（109 条）、事

前にオンラインによる送達を受ける旨の届出がされている場合はオンラインによる送

達が可能とされています（109 条の 2）。なお、弁護士等の訴訟代理人においては、当該

届出が義務付けられているため（132 条の 11 第 2 項、109 条の 2 第 1 項但書）、届出が

なくともオンラインによる送達が可能とされています（109 条の 4 第 1 項）。オンライ

ン提出については、既に一部の地方裁判所で試行運用が開始されている民事裁判書類電

子提出システム（mints）が用いられます。なお、2022 年 6 月 28 日より、知的財産高

等裁判所、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の一部においても mints の運用が開始さ

れています。 

また、期日の呼出し（94 条 1 項 1 号、2 項（「電子呼出状」））や判決書（252 条（「電

子判決書」））もオンライン化され、訴訟記録は原則として電磁的に記録されることにな

りました。これに伴い、当事者や利害関係を疎明した第三者は、オンラインで訴訟記録

を閲覧又は複写することができるようになります（91 条の 2 第 2 項）。 

さらに、口頭弁論期日についても、裁判所が「相当と認めるとき」には、ウェブ会議

の方式による実施が可能となり（87 条の 2）、当事者間に異議がなく、裁判所が「相当

と認めるとき」には、証人尋問についてもウェブ会議の方式による実施が可能となりま

した（204 条 3 号）。これらの民事裁判手続オンライン化により、上記目標のフェーズ 3

までが実現されます。訴え提起から判決まですべての民事裁判手続がオンライン上で行

われることも可能となり、審理の迅速化が期待されます。 

くわえて、改正民訴法では、消費者契約に関する訴え及び個別労働関係民事紛争に関

する訴えを除き、当事者双方が同意する場合に一定期間内に裁判所が判断を示す「法定

審理期間訴訟手続」という新たな手続が新設されました（381 条の 2）。同手続では、当

事者双方の申出又は当事者の一方の申出と相手方の同意があった場合に、裁判所が法定

審理期間訴訟手続により審理・裁判をする旨決定し（381 条の 2 第 2 項）、当該決定の

日から 2 週間以内に口頭弁論等の期日を指定し（381 条の 3 第 1 項）、さらに当該期日

から 6 ヶ月以内に弁論を終結して、その後 1 ヶ月以内に判決が言い渡されます（同条 2

項）。一旦法定審理期間訴訟手続による審理が開始された場合でも、当事者から申出が

ある等の一定の場合には、通常の訴訟手続による審理・裁判に移行することとなり（381

条の 4 第 1 項）、これにより手続保障が図られています。また、法定審理期間訴訟手続

の終局判決に対しては、却下判決以外の場合は控訴をすることができませんが（381 条

の 6）、判決の送達から 2 週間以内に異議の申立てをすることができ（381 条の 7 第 1

項）、異議があれば訴訟は通常の手続により審理・裁判されることになります（381 条

の 8 第 1 項）。 

改正民訴法は、4 年後までに完全施行を目指して段階的に運用が開始される予定です。

今後、訴訟実務に多大な変化をもたらすことが予想されるため、その運用に関する動向

が注目されます。 
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9. M&A：新株発行の差止め仮処分を認める近時の決定例（名古屋地決

令和 4 年 2 月 17 日） 
 

名古屋地裁は、令和 4 年 2 月 17 日、X 社が Y 社による新株の発行（「本新株発行」）

の差止め仮処分を求めた事案において、差止め仮処分を認める決定を行いました（「本

決定」）。 

本決定において、名古屋地裁は、①Y 社の取締役会が本新株発行を決議した当時 X 社

が Y 社の取締役の多数派の解任を目的とする臨時株主総会の招集を請求して経営権を

めぐる争いが顕在化していたこと、②本新株発行は Y 社の既存の株主の議決権割合に重

大な影響を及ぼすものであること、③本新株発行が現経営陣の多数派の解任が議案と

なっている株主総会の直前に行われ、その上、現経営陣と密接な関係を持ち、現経営陣

の多数派の解任議案に反対を表明している Z 社に対して新株を発行し、かつ、会社法

124条 4項に基づき株主総会の議決権の基準日後に当該新株に議決権を付与することを

予定するものであること、④Y 社は本新株発行の目的として新規事業である宿泊施設事

業及び借入金返済のための資金調達を主張するところ、当該資金使途は具体的であるが、

資金調達の必要性がさほど差し迫ったものか疑問であるにもかかわらず、Y 社の意思決

定の態様が拙速であること等を理由に、本新株発行は、現経営陣の多数派の支配権の維

持を主要な目的として行われたものと推認され「著しく不公正な方法」により行われた

として、新株発行の差止め仮処分を認めています。なお、本決定を受けて、Y 社は、本

新株発行を中止しています。 

会社法 210 条 2 号が規定する「著しく不公正な方法」による新株発行であるとして差

止め事由に該当するかどうかについては、新株発行の主要な目的は何か、また、当該目

的が新株発行を正当化するに足りるものかという点を基準に判断が行われることが多

く（いわゆる「主要目的ルール」）、実際の裁判所の運用としては、資金調達の必要性が

認められれば、資金調達方法の選択については会社の裁量を広く認める傾向が強いとさ

れてきましたが、本決定は、会社が主張する資金調達に一定の具体性が認められながら

も、現経営陣の支配権維持目的が主要な目的であるとして差止め仮処分が認められた決

定として、実務上参考になると思われます。 
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10.  キャピタル・マーケッツ：日証協、引受規則改正に係るパブリッ 

クコメント結果を公表 

 

日本証券業協会（日証協）は、2022 年 6 月 10 日、「有価証券の引受け等に関する規

則」等の一部改正（本改正）に係るパブリックコメント結果を公表しました（本パブコ

メ）。 

本改正において、株式の募集・売出しが国内と海外において同時に行われる場合にお

ける、募集・売出しの引受けに際して行われるオーバーアロットメントの上限数量につ

いて、従来、国内募集・売出しの予定数量の 15%とされていたところ、国内募集・売出

しと海外募集・売出しを合算した予定数量の 15%とされることとなっています。本改正

は本年 7 月 1 日から施行され、同日以後、取締役会決議等が行われる募集・売出しから

適用されることとされています。 

本パブコメでは、①海外におけるオーバーアロットメントの数量には、買取引受の対

象株式とは別に、追加的に普通株式を取得する権利として発行者又は売出人から海外の

引受会社に対して付与され、募集期間の終了後に行使数量が確定する数量（いわゆる「海

外増額オプション」）が含まれること、②募集・売出しが海外のみで行われる場合のオー

バーアロットメントの上限数量は当該海外募集・売出しの 15%となること、③株式の募

集・売出しが国内と海外において同時に行われる場合における内外比率について海外分

を国内分よりも高くする場合で、かつオーバーアロットメントは国内のみに設定する場

合、国内の募集・売出しの数量よりも国内オーバーアロットメントの数量が上回ること

となっても特段問題はないと考えられること、等が明らかとされています。 

本改正により、今後は、案件全体の規模に応じて、投資家の需要動向を踏まえた販売

及びその後の流通市場における需給の悪化の防止というオーバーアロットメントの効

果が十分に得られる形でのオファリングの遂行が期待されます。 

なお、日証協規則等については、上記の点以外にも、日証協が設置した「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」報告書において、制度見直し

の必要性及び見直しの内容等が示されており、これに基づき今後更なる改正がなされる

ことが予定されています。「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」報告書の内容及び実務への影響等については、当事務所の CAPITAL 

MARKETS BULLETIN「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」

（2022 年 2 月号）もご参照ください。 
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11. 税務：日中租税条約・日港租税協定に対する BEPS 防止措置条約   

の適用開始 
 

2022 年 5 月 25 日、中国は、税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措

置を実施するための多数国間条約（いわゆる BEPS 防止措置条約）に関する承認書を寄

託し、また香港に係る留保及び通告を提出しました。これにより、日中租税条約及び日

港租税協定において、非居住者に係る源泉徴収について 2023 年 1 月 1 日以降から、そ

の他の租税については 2023 年 3 月 1 日以降に開始する課税期間から、BEPS 防止措置

条約の規定がそれぞれ適用されることとなります。 

日中租税条約及び日港租税協定について適用対象となる規定のうち特に留意すべき

ものとして、条約の濫用防止に関する BEPS 防止措置条約 7 条 1 が挙げられます。こ

れは、直接的又は間接的に租税条約上の特典を受けることがスキームや取引の主たる目

的の 1 つである場合に、租税条約上の特典を与えないとするものです。日港租税協定に

関しては 26 条において一定の条項に関する特典の制限規定が設けられていたものの、

日中租税条約には包括的な特典制限条項は設けられていなかったため、今後は特に留意

が必要となります。また日中租税条約に関しては、同条約においてこれまで設けられて

いなかった対応的調整及び相互協議に関する BEPS 防止措置条約 17 条 1 も適用対象と

なります。なお、恒久的施設に関する BEPS 防止措置条約 12 条から 15 条までの規定

や不動産化体株式に関する同 9 条の規定等は適用対象となっておりません（但し日港租

税協定においては不動産化体株式に関する規定が既に設けられています（13 条 2）。）。 

今後、BEPS 防止措置条約の適用により影響が生じ得るスキームや取引関係に関して

は、適用開始時までに適切な対応をとる必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

財務省 HP（BEPS 防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます＜中国・香港＞） 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/202

20603mli.html 

 

 
 

 

12. 中国・アジア（タイ）：タイ公開会社法の改正 
 

タイ公開会社法（Public Limited Companies Act B.E. 2535（1992）：「公開会社法」）

の改正法（「本改正法」）が 2022 年 5 月 24 日に施行されました。2014 年以降、一定の
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シニア・アソシエイト 安部 慶彦 

 03-6213-8161 
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要件の下、電子的方法での株主総会及び取締役会の開催が可能ではあったものの、本改

正法に伴い、公開会社法上の招集手続等を電子的方法で行うことができ、より効率的な

会議の開催が可能となったといえます。以下、本改正法の主な改正点について紹介しま

す。 

 

①一般的な通知手続について 

公開会社法に基づき新聞公告が要求される通知等について、登記官（registrar）が定

める電子的方法により行うことが可能になりました。また、公開会社法に基づき取締役、

株主、債権者、会社及び取締役会に対して書面等を送付する場合、当該受取人が電子的

方法による送付につき同意等をするときには、登記官が定める電子的方法による送付が

可能となります。 

 

②取締役会の招集及び開催について 

改正前の公開会社法では、取締役会は、原則、取締役会の Chairman（「議長」と異な

る概念です）又は 2 人以上の取締役からの請求により招集され、後者の場合、Chairman

は請求を受けた日から 14 日以内に取締役会を招集する必要があるとされていました。

本改正法では、2 人以上の取締役からの請求について「会社利益の保護のため又は合理

的な理由がある場合」という条件が追加されたほか、Chairman が招集しない場合、請

求をした当該 2 人以上の取締役が共同で取締役会を招集することが可能となりました。

また、取締役会において Chairman がいない場合には Vice Chairman が、Vice Chairman

もいない場合には 2 人の取締役が共同で取締役会を招集できることが新設されました。 

また、取締役会の招集通知期限が取締役会開催日の 7 日前から 3 日間に短縮されまし

た。そのほか、会社の利益又は権利の保護、かつ、緊急の場合、招集通知期限の短縮及

び「その他の方法」による招集通知の送付が可能という改正前の例外に関し、「その他

の方法」として「電子的方法」も可能であることが明確化されました。 

さらに、会社の附属定款において明示的に禁止されている場合を除き、電子的方法に

よる取締役会が開催できることが明確化されました。その場合、開催場所は会社の本社

とみなされます。 

 

③株主総会の開催について 

会社の附属定款において明示的に禁止されている場合を除き、電子的方法による株主

総会が開催できることが明確化されました。その場合、開催場所は会社の本社とみなさ

れます。また、登記官が定める基準を満たしている安全な方法等による電子的方法であ

れば、電子的方法による委任状の提出も可能となりました。 
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13. 新興国（南アフリカ）：外国人の雇用規制強化等に関する法改正 
 

南アフリカでは、2022年2月28日、雇用労働大臣（Minister of Employment and Labour）

により、使用者による外国人労働者の雇用を制限する内容の労働関連法規の改正案

（Draft National Labour Migration Policy And Employment Services Amendment Bill）

（「本改正案」）が提出されました。 

 

本改正案によれば、使用者は、外国人労働者（＝南アフリカの市民権若しくは永住権

を有する者、又は難民を除くすべての者）を雇用する場合、以下のような条件が新たに

課されることになっております。 

① 外国人が南アフリカにおける適法な就労資格を有しているか否か確認すること 

② 採用対象職務に求められる技能を有する者が外国人以外に国内に存在しない旨を

事前に確認すること 

③ 採用対象ポジションに関する技能移転計画を策定すること 

④ 外国人に適用される労働条件が南アフリカ国民に適用されるものに比して劣らな

いものであること 

 

本改正案は、雇用労働大臣に対し、雇用できる外国人労働者の人数について、業種・

職種・国籍・地域ごとに、上限（quota）を設ける権限も付与しております。但し、か

かる上限は、一定の重要技能を必要とするポジションにおける雇用の場合、又は、申請

に基づき雇用労働大臣が適用除外を認める場合は適用されないものとされております。 

 

本改正案の主な目的は、失業率の高さが長く深刻な社会的課題となっている同国にお

いて（※）、外国人労働者の雇用を制限することで国民の雇用機会の確保を目指し、一

方で問題となっている不適法な外国人労働者の雇用問題の適正化を図ることとされて

います。 

※ 南アフリカ統計局（Statistics South Africa）によれば、2022 年第一四半期（2022

年 3 月 31 日時点）における失業率は 34.5% 

 

タイ弁護士 パヌパン・ウドムスワンナクン 
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アソシエイト 白井 啓子 

 +66-2-009-5130（バンコク） 

 keiko.shirai@mhm-global.com 

タイ弁護士 プームパット・ウドムスワンナクン 

 +66-2-009-5175（バンコク） 

 poompat.u@mhm-global.com 
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本改正案は、今年 5 月中までパブリックコメントに付され、その結果を踏まえて、議

会に提出されることになっておりますが、本ニュースレター執筆時点で法案の修正・成

立の見込みは明らかにされておりません。本改正案が原案どおり成立した場合、南アフ

リカ国内において駐在員その他外国人労働者を雇用する日本企業を含む外国企業の事

業に影響を及ぼすことが確実であり、法案の成否、及び成立後の運用状況等について今

後の動向を注視していく必要があります。 

 

最後に、今年 8 月 27~28 日にかけて 8 回目のアフリカ開発会議（TICAD 8）がチュニ

ジアで 3 年ぶりに開催されることもあり、日本企業によるアフリカ投資は今後より一層

の拡大が期待されております。南アフリカはアフリカ諸国の中でも進出日系企業数が

トップであり今後もアフリカにおける中核的な拠点として引き続き注目されており、本

改正案は、現地での事業に重大な影響を与える可能性のあり注視が必要と思われご紹介

させていただきました。 

 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：米国ディスカバリー手続きの国際仲裁での利用に

関する米国連邦最高裁判決 

 

米国におけるディスカバリー（証拠開示）手続きは、紛争の相手方や第三者に対して、

証言録取や文書等の証拠の開示を求める手続きであり、その範囲が非常に広く、当事者

の負担になることで知られています。近年、この米国におけるディスカバリー手続きを、

国際仲裁手続きにおいて使用するために利用できるか（例えばシンガポールの仲裁手続

きにおいて証拠として提出することを目的とし、米国在の会社や人に対して、ディスカ

バリーを求めることができるか）という点が争われてきました。下級審での判断は分か

れていましたが、米国連邦最高裁判所（「最高裁」）は、2022 年 6 月 13 日、ZA Automotive 

US, Inc. v. Luxshare Lt.事件において、この論点に対する判断を示しました。 

問題となった条文は、合衆国法典第 28 編 1782 条であり、同条では、米国の連邦地

方裁判所が「foreign and international tribunal」手続きで使用するために、ディスカバ

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 西村 良 
 03-5293-4878 
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リーを命じることを認めています。この「foreign and international tribunal」に国際仲

裁手続きにおける仲裁廷が含まれるか、が争われたものです。 

この点に関し最高裁は、foreign tribunal とは、国外に所在する判断機関を意味するも

のではなく、外国の国家に属する判断機関を意味する（当該判断機関は国家から権限を

付託されている必要がある）と判断しました。また、international tribunal とは、複数の

国家から権限を付託されている判断機関であると判断しました。 

そして、問題となった国際商事仲裁は、私人間の契約に基づき、民間の仲裁機関の定

めた規則に基づいて行われるものであること等を挙げ、foreign tribunal に該当しないと

結論付けました。もう 1 つ問題となっていた投資協定仲裁については、投資協定仲裁は

国家間の条約等を根拠とし、かつ国家を相手とする紛争であることから、難しい問題で

あるとの認識を示しつつ、投資協定仲裁が international tribunalと認められるか否かは、

条約に基づき、国家が国家権力を仲裁機関に付託したと認められるかという解釈問題で

あるとの判断を示しました。その上で、アドホック仲裁については、国家が国家権力を

仲裁機関に付託したとは認められず、本件では international tribunal には該当しないと

いう判断を下しました。 

この最高裁判決は、米国ディスカバリー手続きを、国際商事仲裁のために利用するこ

とは出来ないことを明確にしたものであり、今後の実務に与える影響は大きいと思われ

ます。他方、投資協定仲裁については、アドホック仲裁のために米国ディスカバリー手

続きは利用できないことは明確になったものの、例えば投資紛争解決国際センター

（ICSID）に基づく仲裁手続きのための利用の可否は明らかではありません。この点は、

今後の議論の進展を見守る必要があると思われます。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ 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 

※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。 

※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 4919 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「改正道路交通法の 

概要、MaaS の法制度と実務上の留意点－レベル 4 無人自動運転移

動サービス・新しいモビリティ（電動キックボード・自動配送ロボッ

ト）の実現に向け－」』 

開催日時  2022 年 7 月 7 日（木）9:30～11:30 

講師    佐藤 典仁、秋田 顕精 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『アドテクノロジーの導入及び第三者提供を中心とした個人データ 

の利活用規制対応の実務〜最新改正と近時の解釈動向を踏まえて

〜』 

開催日時  2022 年 7 月 7 日（木）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  『モバイルビジネス法務・知財講座 2022 第 1 回「モバイルコンテ 

ンツビジネス関連法律の最新状況」』 

開催日時  2022 年 7 月 7 日（木）14:00～17:00 

講師    飯田 耕一郎 

主催    一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF） 

 

➢ セミナー  『第 4921 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「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 7 月 8 日（金）13:30～15:30 

講師    白川 佳 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

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  『2022 年度 日本ライセンス協会 大津年次大会 「知財で切り拓 

く！持続的に発展する未来」』 

開催日時  2022 年 7 月 9 日（土）10:00～11:30 

講師    齋藤 浩貴 

主催    日本ライセンス協会 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】ケースで理解するカーブアウト M&A～基 

礎から案件遂行上の実務ポイントまで～』 

視聴期間  2022 年 7 月 11 日（月）10:00～2022 年 9 月 12 日（月）17:00 

講師    佐藤 典仁 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『配電事業制度のポイントとその法的問題点〜改正電気事業法で導 

入された電気事業の新ビジネスモデルを学ぶ〜』 

開催日時  2022 年 7 月 12 日（火）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  『組織全体のセキュリティ意識を向上させる 医療機関におけるサ 

イバーセキュリティ法務～サイバー攻撃による経営リスク・法的責

任を見据え、平時からできる対策を解説～』 

開催日時  2022 年 7 月 13 日（水）13:00～15:00 

講師    嶋村 直登、中野 進一郎 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ セミナー  『新しいモビリティ・自動運転・MaaS の法制度の最新動向とビジ 

ネスへの活用〜国土交通省自動車局での法改正・規制対応経験を踏

まえて改正道交法の概要、具体的事例や将来の方向性を解説〜』 

開催日時  2022 年 7 月 13 日（水）10:00～12:00 

講師    佐藤 典仁、秋田 顕精 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『【中国・香港セミナー】 中国・香港における「越境ワーク」の法 

務・税務 Q&A －国境を超える働き方の留意点－』 

開催日時  2022 年 7 月 13 日（水）15:00～16:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    フェアコンサルティンググループ 
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➢ 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』 

開催日時  2022 年 7 月 14 日（木）14:00～17:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『グローバル労働法カレッジ「ベトナム編」「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 7 月 14 日（木）14:00～17:00 

講師    江口 拓哉、大西 敦子 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 

 

➢ 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 7 月 19 日（火）10:00～12:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    経営調査研究会 

 

➢ セミナー  『NFT:Non-Fungible Token における法的留意点』 

開催日時  2022 年 7 月 21 日（木）13:00～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社情報機構 

 

➢ セミナー  『フードテックビジネスの法務 ～スタートアップとの協業を踏ま 

えて～』 

開催日時  2022 年 7 月 21 日（木）14:00～16:00 

講師    中野 玲也 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『第 4936 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「医療機関における 

サイバーセキュリティ」』 

開催日時  2022 年 7 月 22 日（金）13:30～15:30 

講師    嶋村 直登、中野 進一郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 
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➢ セミナー  『第 4931 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「IPO に向けた準備 

の全体像とポイント～IPO 前のファイナンスやアンダープライシ

ング問題、SPAC 等の近時トピックも～」』 

開催日時  2022 年 7 月 22 日（金）9:30～11:30 

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  『最新規則案を踏まえた CPRA（カリフォルニア州プライバシー権 

法）の実務対応を中心とした米国プライバシー規制の最新動向』 

開催日時  2022 年 7 月 22 日（金）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  『外国投資信託の組成、私募・公募、継続業務の法務と実務〜外国 

投資信託の基礎から特定投資家私募制度の見直しを含む最新ト

ピックまで〜』 

開催日時  2022 年 7 月 27 日（水）13:30～16:30 

講師    中野 恵太 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『第 7 回 CLO セミナー CLO／法務担当者に求められる「サステナ 

ビリティ」開示の視点』 

開催日時  2022 年 7 月 28 日（木）18:30～19:30 

講師    宮田 俊 

主催    一般社団法人日本 CLO 協会 

 

➢ セミナー  『脱炭素時代における再エネ投資の最前線〜M&A、洋上風力、FIP、 

コーポレート PPA の最新動向を専門の弁護士が解説〜』 

開催日時  2022 年 7 月 29 日（金）13:00～15:00 

講師    村上 祐亮 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ セミナー  『NFT ビジネスの法律実務と最新動向』 

開催日時  2022 年 7 月 31 日（日）20:00～21:30 

講師    増田 雅史 

主催    名古屋商科大学ビジネススクール 技術経営ネットワーク 
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➢ 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  『データセンターに対する不動産投資実務〜DD・契約実務を中心 

に解説〜』 

開催日時  2022 年 8 月 1 日（月）13:30～16:30 

講師    蓮本 哲 

主催    金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『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 8 月 3 日（水）9:30～11:30 

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  『プロジェクトファイナンスの実務〜リスク分担のポイントを事業 

者・金融機関双方の視点で解説〜』 

開催日時  2022 年 8 月 4 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】最新動向を踏まえた内部統制システム見 

直しのポイント～担当者に必要な実務対応上の視点～』 

視聴期間  2022 年 8 月 5 日（金）10:00～2022 年 10 月 6 日（木）17:00 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『第 4945 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トー 

クン・オファリング（STO）の法律実務～不動産 STO・社債 STO

の最新動向を中心に～」』 

開催日時  2022 年 8 月 5 日（金）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 
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➢ セミナー  『ブロックチェーン法律実務の基礎と最新動向～暗号資産規制から 

NFT まで～』 

開催日時  2022 年 8 月 5 日（金）13:00～15:00 

講師    増田 雅史 

主催    近畿弁護士会連合会 

 

 

文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本 『ヘルステックの法務 Q&A〔第 2 版〕』（2022 年 4 月刊） 

 

出版社   株式会社商事法務 

著者    浦岡 洋、岡田 淳、大室 幸子、代 宗剛、大野 志保、堀尾 貴将（編

著）、末岡 晶子、久保田 修平、吉田 和央、徳田 安崇、嶋村 直登、

吉田 瑞穂、奥田 亮輔、中野 進一郎、南谷 健太、兼松 勇樹、川

井 悠暉、齋藤 悠輝、芝村 佳奈、本嶋 孔太郎（著） 

 

➢ 論文    「「『不正競争防止法』適用の若干問題に関する解釈」について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.50 No.5 

著者    森 規光、塩崎 耕平（共著） 

 

➢ 論文    「個人情報保護をめぐる実務対応の最前線（第 7 回） 個人関連情 

報の第三者提供規制」 

掲載誌   NBL No.1218 

著者    岡田 淳、北山 昇、小川 智史 

 

➢ 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」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 6 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「類型別 不正・不祥事への初動対応 第 5 回 環境汚染」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 7 月号 

著者    山内 洋嗣、山田 徹、高田 和佳 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 6 回 経済安全保障推進案 

（下）経済安全保障を読み解く主要 11 分野－技術基盤強化、非公

開特許」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 7 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「新・改正会社法セミナー 令和元年・平成 26 年改正の検討 社 

外取締役（業務執行）（2）・株式等売渡請求等（1）」 

掲載誌   ジュリスト No.1569 

著者    澤口 実 

 

➢ 論文    「新・改正会社法セミナー 令和元年・平成 26 年改正の検討 株 

式等売渡請求等（2）」 

掲載誌   ジュリスト No.1571 

著者    澤口 実 

 

➢ 論文    「2022 年 6 月総会の当日の運営における監査役等の留意点」 

掲載誌   月刊監査役 No.735 

著者    松井 秀樹 

 

➢ 論文    「企業法務最前線 経済安全保障推進法の概要と議論のポイント」 

掲載誌   月刊監査役 No.736 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「相談室 Q&A 会社法務 22 年 4 月施行 改正個人情報保護法対 

応の留意点」 

掲載誌   企業会計 Vol.74 No.5 

著者    北山 昇 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 51回～第 55回」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3965、3972、3981、3988、3994 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

 

➢ 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（23） 仮名加工情報の利活用の可能性は？」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 6 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 
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➢ 論文    「取締役会事務局の役割とコーポレートガバナンス改革による変化」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    太子堂 厚子 

 

➢ 論文    「道路交通法改正を踏まえた電動キックボードの通勤利用を認める 

際の知識と留意点」 

掲載誌   ビジネスガイド 2022 年 7 月号 

著者    佐藤 典仁、秋田 顕精 

 

➢ 論文    「＜Robotics 法律相談室（83）＞EU のデータ法案はどのような規 

制を導入しようとしているのか」 

掲載誌   日経 Robotics 2022 年 7 月号 

著者    岡田 淳 

 

➢ 論文    「米国コンストラクション・ローンの概説」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.67 

著者    小澤 絵里子、内津 冬樹（共著） 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 314 回 放送大学学園（事後 

的に導入された更新上限条項・不更新条項に基づく雇止めの有効性）

事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    城戸 賢仁 

 

➢ 論文    「実務に役立つ法律基礎講座（83）管理監督者」 

掲載誌   労政時報 4036 号 

著者    安倍 嘉一、宇賀神 崇、南谷 健太、芝村 佳奈、渡邉 悠介、佐藤 真

澄、對馬 陸、岸本 直也（共著） 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Real Estate 2022 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Real Estate 2022 

著者    小澤 絵里子、石川 直樹、青山 大樹、蓮本 哲（共著） 

 

➢ 論文    「Global Legal Insights - Employment & Labour Law 2022 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Employment & Labour Law 2022 

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

➢ 【7/20（水）開催】MHM プレミアム Live セミナー「経済安全保障の最前線」の

お知らせ  

2022 年 7 月 20 日(水)に MHM プレミアム Live セミナー「経済安全保障の最前

線」が開催されます。 

現在、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。 

詳細はこちらのページをご確認ください。  

 

➢ IP STARS 2022 において高い評価を得ました 

Managing Intellectual Property が発行する IP STARS 2022 において、当事務所及

び当事務所の弁護士が以下の分野において高い評価を得ました。 

 

分野 

JAPAN 

Trade mark contentious - domestic firms 

 

弁護士 

JAPAN 

Patent star: 三好 豊、小野寺 良文 

Trade mark star: 小野寺 良文 

 

➢ ALB SE Asia Law Awards 2022 において当事務所バンコクオフィスのジェッサ

ダー・サワッディポン弁護士が受賞しました 

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)による ALB SE Asia Law Awards 2022 において、当事務所バンコクオ

フィス (Chandler MHM Limited)のジェッサダー・サワッディポン弁護士が

Managing Partner of the Year (Emerging Markets)カテゴリーにて受賞しました。 

 

➢ 呉 思定 弁護士が入所しました 

呉 思定 弁護士からのご挨拶 

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、森・濱田松本法律事務所にて執務させていただくことになりました、呉 

思定（ウー・スーディン）と申します。 

台湾弁護士（律師）試験に合格後、台湾台北地方裁判所及び台湾の有澤法律事務

所（Stellex Law Firm）にて執務し、労働法務案件、コンプライアンス、争訟／

紛争解決及び日台間国際業務などの分野において取り組んでまいりました。2020

年に一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻に入学し、日本における労働審

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18582.html
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判制度などの労働法分野を中心に、修士課程を修了した後、当事務所に入所する

ことになりました。 

多くのクライアントの皆様の案件を担当させていただけますことを楽しみにし

ております。日台に関わる案件についてこれまでの経験を活かすだけでなく、よ

り多岐にわたる分野で専門性を高め、少しでもクライアントの皆様のお役に立て

ますよう日々精進する所存ですので、何卒、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

➢ 河井 聡 弁護士が第一東京弁護士会 綱紀委員会 委員に就任しました 
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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 


