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1. はじめに

2. 知的財産法：米国連邦包括的個人情報保護法案 American Data Privacy and

Protection Act が連邦議会下院で審議へ

3. 競争法／独禁法：公取委、クラウドサービス分野の取引実態に関する報告書を

公表

4. エネルギー・インフラ：制度設計作業部会 第七次中間とりまとめについて

5. 労働法：副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定について

6. 会社法：経済産業省、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指

針（CGS ガイドライン）」の改訂を公表

7. 危機管理：消費者庁「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

についての指針」及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景

品表示法上の問題点及び留意事項」を改正

8. 一般民事・債権管理：「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」による

新たな準則型私的整理手続について

9. M&A：東証、「公正な M&A の在り方に関する指針」公表後 3 年目の開示状況を

公表

10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、サステナブルファイナンス有識者会議第二

次報告書を公表

11. 税務：国税庁、グループ通算制度に関する Q&A を改訂

12. 中国・アジア（中国）：「独占禁止法」の改正

13. 新興国（メキシコ）：リチウム国有化に関する鉱業法の改正

14. 国際訴訟・仲裁：ウクライナ最大の銀行とロシア政府間の投資仲裁の動向

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 8 月号（Vol.104）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：米国連邦包括的個人情報保護法案 American Data

Privacy and Protection Act が連邦議会下院で審議へ

2022年7月20日、米国連邦包括的個人情報保護法である American Data Privacy and 

Protection Act（ADPPA）法案が、連邦議会下院の委員会において、連邦議会下院での

審議に付されることが可決されました。 

https://docs.house.gov/meetings/IF/IF00/20220720/115041/BILLS-117-8152-P000034-Amdt-1.pdf
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米国は、現状、欧州や日本と異なり、包括的な連邦個人情報保護法を有していません

（なお、州レベルでは、CCPA/CPRA といった州の包括的な個人情報保護規制は既に存

在しています。）。現状では、特定の場面のみに適用される連邦法が存在することに加え

て、Federal Trade Commission Act（FTC 法）5 条（a）「不公正又は欺瞞的な行為又は

慣行」の禁止により、個人情報に関する「不公正又は欺瞞的な行為又は慣行」について

執行を行っているにとどまります。 

ADPPA は、多くの国の個人情報保護法と同様、広範な定めを有しています。本レター

では、紙幅の関係上、全体の解説はできませんが、例えば、一例として、以下の定めを

有しており、企業の米国向けのオンラインでのターゲティング広告を含む事業活動に影

響を与えることが想定されます。 

・第三者のウェブサイトやオンラインサービスにおける、個人のオンライン活動を識

別する情報／正確な位置情報／事業者が 17 歳未満の未成年者と認識している者に関す

る情報を含むセンシティブ情報の処理を、本人が要求した特定の製品又はサービスを提

供又は維持するために厳密に必要である場合及び ADPPA が定める特定の目的（注：ター

ゲティング広告は、ADPPA 上も、一般的には、個人データ処理の目的として認められ

ているが、センシティブ情報については、処理が認められる目的から除外されている。）

を達成するために厳密に必要な場合に限っている（§102(2)） 

ADPPA では、従前から米国連邦包括的個人情報保護法の成立にあたって最大の論点

であるとされる以下の 2 点について、民主党と共和党の超党派で妥協点に達しており、

成立の機運は過去最大に高まっているとはいえます。 

①連邦法と州法の優先関係（Preemption）：原則として連邦法の優先を認めている（な

お、データ侵害通知に関する各州法や CPRA の§1798.150 の個人情報セキュリティー侵

害に対する私的訴権等限られた州法の優先は認める。）（§404(b)） 

②私的訴権：肯定。法律の施行から 2 年後、FTC 及び関連する州の司法長官に 60 日

前に通知することを条件に、損害賠償、差止命令等を求めて、ADPPA の所定の条文違

反を理由に民事訴訟を起こすことが可能（§403） 

上記①は、各州で次々と成立する法律へのコンプライアンスを求められる企業からす

ると朗報といえますが、先行して強力な包括的な個人情報保護規制を導入しているカリ

フォルニア州を中心に反発が従前から強いものです。 

上記②は、企業からすると応訴負担が生じることになり留意が必要です。

CCPA/CPRA では、請求原因はセキュリティ対策を講じなかったことによるデータ侵害

発生時に限られており、成立済みのヴァージニア・コロラド・ユタ・コネチカットの各

州法では否定されていましたが、ADPPA では、すべての条文の違反についてではない

もののより広範な私的訴権を認めています。また、当初公表された案では、4 年の猶予

期間があったところ、これが最新の案では 2 年間に短縮されており留意が必要です。

ADPPA は、成立から 180 日で効力を生じることになっており、訴訟提起が可能になる

のは、成立から 2 年半後ということになります。但し、従前公表されていた案では、集

団訴訟の事前免除合意の効力が年齢を問わず否定されていたところ、最新の案では、18



 
 

   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. 

3 
 

歳以上の者については、集団訴訟の事前免除合意を行うことを許容しているようであり

（§403(b)(2)の反対解釈）、実務上は、18 歳以上の者向けには、利用規約等で集団訴訟

の事前免除合意をしておくという対応を講じることになると想定されます。 

上記のとおり、米国連邦包括的個人情報保護法の成立の機運が過去最大に高まってい

ること自体は間違いないようですが、実際には、連邦議会のスケジュールからして成立

するかは依然不透明です。米国における事業を行う日本企業としては、引き続き動向を

注視しておくべきといえます。 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、クラウドサービス分野の取引実態に関す

る報告書を公表 
 

公取委は、2022 年 6 月 28 日、クラウドサービス分野の取引実態に関する報告書（「本

報告書」）を公表しました。近年、企業のデジタル化等を支えるものとしてクラウドサー

ビスの利用が拡大しているところ、公取委は、デジタル・プラットフォーム事業者がク

ラウドサービスにおいても多くの事業者の事業活動の基盤を提供する重要な存在とな

りつつあるという認識の下、当該分野における取引実態・競争状況を明らかにし、独禁

法・競争政策上の考え方を示すために実態調査を行ったものです。 

本報告書は、以下のように、(1)クラウドサービス市場の競争環境を踏まえた競争政策

上の考え方と、(2)競争制限的行為に関する独禁法の考え方を示しています。 

 

(1)クラウドサービス市場の競争環境を踏まえた競争政策上の考え方 

本報告書は、クラウドサービス市場について、現在は拡大傾向にあるため、クラウド

事業者間の競争が一定程度機能しているものの、今後、規模の経済・範囲の経済や間接

ネットワーク効果等によって既存の大規模なクラウド事業者に市場シェアが集中し、市

場が非競争的な構造に変化していく可能性があると評価しています。また、クラウド事

業者と利用者との間に情報の非対称性が生じているということも指摘しています。本報

告書において公取委は、これらの懸念に対応するため、以下の取組を推奨しています。 

【クラウド事業者により実施されることが推奨される取組】 

① 利用者による、異なる提供事業者のクラウドサービス・オンプレミスへの移行や、

マルチクラウド・ハイブリッドクラウドの実現等について、これらを妨げる制約

を最小限とすること 

② 契約前に、利用者のサービス選択に資する情報を提供すること 

パートナー 小野寺 良文 

 03-5223-7769 

 yoshifumi.onodera@mhm-global.com 

パートナー 田中 浩之 

 03-6266-8597 

 hiroyuki.tanaka@mhm-global.com 

mailto:yoshifumi.onodera@mhm-global.com
mailto:hiroyuki.tanaka@mhm-global.com
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【利用者により実施されることが推奨される取組】 

① クラウドサービスの利用契約を終了させる条件の検討、システムの移行やデータ

の移行の可否や方法等の確認、他のクラウド事業者のサービスへの移行を想定し

たシステム設計の採用 

② クラウドサービスについての専門知識を有する人材の確保・育成 

 

(2)競争制限的な行為に関する独禁法の考え方 

本報告書は、クラウドサービスに関し、独禁法上問題となり得る競争制限的な行為に

ついても整理しています。概要は以下のとおりです。 

No 独禁法上問題となり得る競争制限的な行為 該当し得る行為類型1 

1 
クラウドサービスの市場において有力な提供事業者（「有力提

供事業者」）が、高額なデータ転送料を設定すること 
競争者に対する取引妨害等 

2 
有力提供事業者が、既存のサービスへ異なる機能を統合する

ことや、複数の異なるサービスを一括販売すること 
抱き合わせ販売等 

3 

ソフトウェア市場において有力な提供事業者が、当該事業者

の競争者が提供する IaaS の利用者にのみ不当に高額なソフ

トウェアライセンス料を設定すること 

差別対価、取引条件等の差

別取扱い、競争者に対する

取引妨害等 

4 

有力提供事業者が、当該事業者の競争者が提供するサービス

を利用しないパートナーを優遇すること 

差別対価、取引条件等の差

別取扱い、排他条件付取引、

拘束条件付取引等 

5 
マーケットプレイスを運営する提供事業者が、出品するソフ

トウェアベンダーに対して同等性条件を定めること 
拘束条件付取引等 

6 

マーケットプレイス等のプラットフォームを運営している提

供事業者が、その立場を利用して、サードパーティソフトウェ

アベンダーの取引データを利用し、提供事業者自身が販売す

るサービスの開発やマーケティングを有利に行うこと 

競争者に対する取引妨害 

7 

提供事業者が、その立場を利用して得た別の事業で競合する

利用者の機密情報等のデータを、当該別の事業に利用するこ

と 

競争者に対する取引妨害 

8 
提供事業者が、利用者との取引の条件を一方的に変更し、利

用者がそれに応じざるを得ない場合 
優越的地位の濫用 

9 
提供事業者が、パートナー契約の内容を一方的に設定・変更

し、当該パートナーがそれを受け入れざるを得ない場合 
優越的地位の濫用 

 

 
1 No.1～5 については、結果として、市場閉鎖効果が生じる場合（競争者や新規参入者が排除される又

はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれがある場合）に問題となる。 

No.6～7 については、競争者の相手方との取引を不当に妨害する場合に問題となる。 

No.8～9 については、利用者又はパートナーに対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場

合に問題となる。 
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以上のとおり、企業におけるクラウドサービスの利用が拡大している中で、本報告書

は、今後特定のクラウド事業者に市場シェアが集中する可能性も念頭に、独禁法上の論

点を具体的に指摘し、クラウド事業者・利用者の双方にとって指針となる考え方を明ら

かにしています。本レターの前号でご紹介したとおり、公取委は、本報告書のような実

態調査と具体的な違反事件の調査との連携を強化する考えを示しています。本報告書を

受けての今後の公取委の対応が注目されます。 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：制度設計作業部会 第七次中間とりまとめに

ついて 
 

2022 年 7 月 13 日、電力・ガス基本政策小委員会制度設計作業部会（「制度設計作業

部会」）の第七次中間とりまとめ（「本とりまとめ」）につき、パブリックコメントの結

果が公表され、併せて本とりまとめの確定版が公表されました2。本稿では、本とりま

とめの内容のうち、特に実務上の注目度が高いと思われる非化石証書に関する以下のト

ピックについて、概要をご紹介します。 

(1) 非 FIT非化石証書の発電側と需要家の直接取引 

非FIT再エネ電源由来の非FIT非化石証書の発電側と需要家の直接取引につき、「高

度化法における小売電気事業者の目標値から上記取組の取引量分を控除することを

前提に、非 FIT 再エネ電源に係るコーポレート PPA の取組に限り、一定の要件を満

たす場合には、発電事業者と需要家における非FIT再エネ証書の直接取引を認める」

こととされました。昨今のコーポレート PPA の取組増加を背景に、バーチャル PPA

をはじめとする発電側と需要家の間での非 FIT 非化石証書の直接取引のニーズの高

まりに応えるものといえます。 

この「一定の要件」の具体的な内容については、以下のとおり整理されています3。 

  

 
2 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=620222015&Mode=1 
3 なお、非 FIT 非化石電源の認定業務の委託機関である BIPROGY により、かかる本とりまとめの整理

を踏まえた事業者向けの説明資料が公表されています。 

https://pr.biprogy.com/solution/lob/energy/non_fit/ 

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 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065108/20220705-023201.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=620222015&Mode=1
https://pr.biprogy.com/solution/lob/energy/non_fit/
mailto:hideki.utsunomiya@mhm-global.com
mailto:saori.takekoshi@mhm-global.com
mailto:shingo.ushirogata@mhm-global.com
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対象電源 新設非 FIT 電源、卒 FIT 電源4 

FIP 電源については今後の需要家ニーズ等を踏まえ必要に応じ

て検討。 

対象年度 2022 年度以降 

その他 証書のダブルカウントを防止するため、①非 FIT 再エネ発電事業

者と需要家双方が JEPX において証書の口座を開設すること。②

証書の口座移転完了日までに、JEPX に相対取引の内容を報告

し、適切に証書の口座移転を行うこと。 

なお、卒 FIT 電源に関しては、一定の追加投資を要件とすることも制度設計作業部

会で検討されたものの、結論として、追加投資の有無に関係なく対象電源として認

めることとされました。FIP 電源に関しては、「必要に応じて検討」との表現に留め

られているものの、対象電源に含めることを求めるパブリックコメントが複数寄せ

られており、また、6 月 22 日開催の制度設計作業部会でも、事務局より「新設 FIP

電源又は2022年度以降に営業運転開始となったFIT電源がFIP電源に移行した場合」

を本直接取引の対象に含める案が提案されています5。 

(2) 需要家が証書を直接取引した場合の取扱い 

需要家が非化石証書を直接取得した場合の温対法における取扱いについては、第 1

回温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会（2022 年 1 月

17 日）において、小売電気事業者と同様に、「証書の電力量×全国平均係数で算出

した CO2 量を、他者から供給された電気に由来する CO2 排出量から控除する」方

法とするものと整理されていました。 

本とりまとめでは、かかる整理を前提としつつ、需要家による非化石証書（ゼロエ

ミ価値）の活用対象（上記の「他者から供給された電気」）は、小売電気事業者から

供給された電気に限ることとし、温対法の政省令でも同様の取扱いとするものとさ

れました。 

以上のとおり、本とりまとめでは、発電側・需要家による非 FIT 非化石証書の直接

取引が可能とされ、また、需要家による非化石証書の活用方法が整理されており、

特に非 FIT 再エネ電源を用いた日本国内でのバーチャル PPA の実現・普及につき、

道を開くものといえます。本とりまとめを端緒として、今後、実務において様々な

取引・ビジネスが検討されていくものと予想されますので、今後の動向が注目され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
4 上記の BIPROGY の事業者向け説明資料では、「FIT 認定廃止電源」も含むものとされています。 
5 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/067_06_00.pdf 
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 03-6213-8126 
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5. 労働法：副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定について 
 

厚生労働省は、2022 年 7 月 8 日、副業・兼業の促進に関するガイドライン（「本ガイ

ドライン」）を改定（「本改定」）しました。本ガイドラインは、2018 年 1 月、副業・兼

業について、企業や労働者が現行の法令のもとでどのような事項に留意をすべきかとい

う観点から作成され、2020 年 9 月、企業も労働者も安心して副業・兼業を行うことが

できるようルールを明確化する観点から改定がなされていました。本改定は、2022 年 6

月 7 日の閣議決定により、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技

術・スタートアップへの投資の実現～」及び「経済財政運営と改革の基本方針 2022」

において、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点等から、副業・兼業の拡大・促

進に取り込むことが決定されたことを踏まえ、副業・兼業を希望する労働者が、適切な

職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するため、企業に対して、

副業・兼業への対応状況についての情報公開を推奨する趣旨でなされています。 

具体的には、本改定により、本ガイドラインの「企業の対応」の中に「副業・兼業に

関する情報の公表について」が新設され「企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進

する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付

許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望まし

い」旨明記されました。また、「労働者の対応」の中で、適切な副業・兼業先を選択す

る観点から、上記の取組によって企業から公表される情報を参考にする旨追記されまし

た。 

本改定に伴い、厚生労働省が公表している兼業・副業の促進に関するガイドライン

Q&A（「本 Q&A」）にも改正がなされました。本 Q&A においては、公表の対象となる兼

業・副業の範囲として、他の会社等に雇用される形での副業・兼業に限らず事業主となっ

て行うものや請負・委託・準委任契約により行うもの（フリーランス・独立・企業等）

も含む旨、公表の態様として、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の

場合はその条件（条件等に変更がなされた場合、当該変更を含む。）について、自社の

ホームページ等（会社案内冊子や採用パンフレットを含む。）で公表することが望まれ

る旨等が明記されています。 

企業としては、本改正を受け、本 Q&A 記載の態様での兼業・副業に関する情報の公

表が望まれますので、自社の兼業・副業に関する公表状況について改めて確認する必要

があります。 
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6. 会社法：経済産業省、「コーポレート・ガバナンス・システムに関す

る実務指針（CGS ガイドライン）」の改訂を公表 

 

2022 年 7 月 19 日、経済産業省は、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する

実務指針（CGS ガイドライン）」（「CGS ガイドライン」）の改訂を公表しました。今回

の改訂は、2021 年 11 月以降の CGS 研究会（第 3 期）の検討内容を纏めたもので、コー

ポレートガバナンスの改革により企業価値を高めるために執行側と監督側の双方の機

能強化を相乗的に推し進めていく意識が必要であることや、ガバナンス・システムの工

夫を自律的に行うとともに、ステークホルダーに対してその理由を説明することが重要

であること等を提言しています。改訂の内容は多岐に亘りますが、主な内容は下記のと

おりです。 

1 取締役会の役割・機能の向上 

社外取締役の増加を踏まえ、改めて「監督」の意義について整理するとともに、ガバ

ナンス体制（a.取締役会の機能を監督に特化するケース、及び b.取締役会内外の監督機

能を強化するケース）やそれに応じた機関設計の選択についての考え方を整理していま

す。また、監査等委員会設置会社移行の際に検討すべき事項や、会社の抱える課題を踏

まえた取締役の選任の考え方等についても留意点（特に資本市場を意識した経営に関す

る知識等を備えた者として「投資家株主の関係者」を社外取締役として選任する場合）

を整理しています。 

2 社外取締役の資質・評価の在り方 

社外取締役の資質の向上のため社外取締役に研修機会の提供や費用の支援を行うべ

きであることや、指名委員会・報酬委員会の過半数を社外取締役とし、委員長を社外取

締役とすることを検討すべきこと、社外取締役の評価、ボードサクセッションといった

事項についての考え方等を整理しています。 

3 経営陣のリーダーシップ強化のための環境整備 

資質を備えた社長・CEO がリーダーシップを発揮して経営改革を推進するための社

内の仕組みを作るため、トップマネジメントチームの組成と権限の委譲、経営戦略等の

策定・実行における工夫、経営・執行の機能強化のための委員会の活用、経営陣の報酬、

幹部候補人材の育成・エンゲージメント向上といった事項について、ベストプラクティ

スを整理しています。 

 

なお、今回の改訂に際して、従来 CGS ガイドラインの別紙であった指名委員会・報

酬委員会及び後継者計画に関する内容は、「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画活

用に関する指針」として独立した指針として策定されました。各社は、CGS ガイドラ

インの改訂内容と併せて指名委員会・報酬委員会及び後継者計画活用に関する指針の内

容も踏まえ、企業価値向上に資するコーポレートガバナンスの取組を推進することが求

められます。 
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＜参考資料＞ 

経済産業省：「『コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針（CGS ガイドライ

ン）』を改訂しました」（2022 年 7 月 19 日） 

https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220719001/20220719001.html  

 

 

 

7. 危機管理：消費者庁「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管

理上の措置についての指針」及び「インターネット消費

者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及

び留意事項」を改正 
 

2022 年 6 月 29 日、消費者庁は、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上

の措置についての指針」及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品

表示法上の問題点及び留意事項」を改正しました。 

景品表示法 26 条において、事業者は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害しない

よう、不当表示を未然に防止するために必要な管理上の措置を講じることが義務付けら

れており、本指針及び本留意事項は、企業が講じるべき措置内容の参考として示されて

いるものです。 

2022 年 2 月 15 日付「アフィリエイト広告等に関する検討会報告書」において、近年、

インターネット上の広告手法の多様化・高度化等に伴い、広告主（商品・サービスの供

給を行う事業者）によるアフィリエイトプログラム6を利用した成果報酬型の広告が多

く見られることを踏まえ、広告主が講ずべき措置として具体化したものを明示すること

が必要である旨の提言がなされており、本改正は、かかる提言を踏まえてなされたもの

です。 

本指針の改正では、アフィリエイト広告の表示の管理や不当な表示等が明らかになっ

た場合における迅速かつ適切な対応の事例追加、アフィリエイト広告に事業者の「広告」

である旨を明示するための望ましい表示等の追加等がなされています。 

 
6 本指針及び本留意事項では、「アフェリエイトプログラム」について、インターネットを用いた広告

手法の一つであり、アフィリエイトプログラムのビジネスモデルは、比較サイト、ポイントサイト、ブ

ログその他のウェブサイトの運営者等が当該サイト等に当該運営者等以外の者が供給する商品･サービ

スのバナー広告、商品画像リンク及びテキストリンク等を掲載し、当該サイトを閲覧した者がバナー広

告、商品画像リンク及びテキストリンク等をクリックしたり、バナー広告、商品画像リンク及びテキス

トリンク等を通じて広告主のサイトにアクセスして広告主の商品･サービスを購入したり、購入の申し込

みを行ったりした場合等、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイターに対して、広告主か

ら成功報酬が支払われるものであるとされています。 
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また、本留意事項の改正では、アフィリエイトプログラムを利用した広告について、

広告主がその表示内容の決定に関与している場合には、景品表示法上、広告主が行った

表示とされることを確認した上、アフィリエイトプログラムのビジネスモデルにおける

具体的問題事例7や留意事項の追加等がなされています。 

以上のとおり、本指針及び本留意事項の改正では、近年多様化しているアフィリエイ

トプログラムを利用した成果報酬型の広告における、必要な措置や問題事例を具体的に

検討及び例示しているため、この種の広告に関わる企業は留意が必要です。 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」

による新たな準則型私的整理手続について 
 

2022 年 3 月 4 日、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「中小企業の事業再生

等に関する研究会」より、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」（「本 GL」）

が公表され、2022 年 4 月 15 日より適用が開始されています。本 GL は、中小企業者の

「平時」や「有事」の各段階において、中小企業者・金融機関それぞれが果たすべき役

割を明確化し、事業再生等に関する基本的な考え方を示すとともに、より迅速に中小企

業者が事業再生等に取り組めるよう、新たな準則型私的整理手続である「中小企業の事

業再生等のための私的整理手続」（「本手続」）を定めています。 

本手続は「準則型私的整理手続を中小企業者に対して適用する場合に広く準用できる

考え方を示すことを目指したもの」と言及されており、「事業再生 ADR」手続や中小企

業活性化協議会（旧 中小企業再生支援協議会）による再生支援手続等、従前から存在

する準則型私的整理手続に加わる新たな選択肢であると共に、従前の準則型私的整理手

続に比してより広く適用可能な準則型私的整理手続として注目されています。本 GL は、

「再生型」と「廃業型」の 2 つの本手続を定めていますが、本稿では、「再生型」手続

を念頭に概要をご紹介します。 

本手続の適用対象となる「中小企業者」とは、中小企業基本法 2 条 1 項に定義される

「中小企業者」のうち、①収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰り

の悪化等が生じることで経営困難な状況に陥っており、自助努力のみによる事業再生が

困難であること、②対象債権者に対して中小企業者の経営状況や財産状況に関する経営

情報等を適時適切かつ誠実に開示していること、③中小企業者及び中小企業者の主たる

 
7 例えば、問題となる事例として、「アフィリエイトサイトにおいて、十分な根拠がないにもかかわら

ず、「医療関係者も勧める『フサフサになった育毛剤』がヤバイ！」等と表示すること。」等が追加さ

れている。 
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債務を保証する保証人が反社会的勢力又はそれと関係のある者ではなく、そのおそれも

ないことの 3 点をすべて充足する者とされており、他の準則型私的整理手続に比して、

適用対象が比較的広く設定されています。 

次に、本 GL に定められている本手続の流れは、大要以下のとおりとなります。 

①本手続利用申請及び第三者支援専門家の選任 

②一時停止の要請 

③事業再生計画の立案 

④第三者支援専門家による事業再生計画案の調査報告 

⑤債権者会議の開催と事業再生計画の成立 

⑥経営者保証に関するガイドラインによる保証人の保証債務の整理 

⑦事業再生計画成立後のモニタリング 

本手続では、他の準則型私的整理手続と同様、第三者の立場で事業再生計画案や弁済

計画案の調査報告等を行う者として、事業再生案件の経験が豊富な弁護士等の「第三者

支援専門家」の関与が前提とされています。そして、かかる第三者支援専門家について、

本手続の利用を申請する中小企業者が自ら選定・選任し、その選任について主要債権者

（金融債権額のシェアが最上位の対象債権者から順番に、そのシェアの合計額が 50%

以上に達するまで積み上げた際の、単独又は複数の対象債権者）からの同意を得ること

により、正式に就任が認められる、という点に本手続の特徴があります。第三者支援専

門家を本手続を利用する中小企業者自らが選任することにより、中小企業者（及びその

外部アドバイザー）、第三者支援専門家間でのより密な連携が可能となり、他の準則型

私的整理手続に比して、迅速に手続を進められる可能性が高まります（第三者支援専門

家の候補者リストについては、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業

活性化全国本部及び一般社団法人事業再生実務家協会の HP にて公開されています。）。 

加えて、本手続に基づく債権放棄等については、他の準則型私的整理手続と同様に企

業再生税制が適用される旨、国税庁から回答が得られている点、及び本手続に基づく計

画策定等に要する費用の一部について、中小企業庁から一定の補助金の支給を受けるこ

とが可能な点も、本手続を利用するメリットとして挙げられます。 

本手続は、他の準則型私的整理手続を踏襲しつつも、より幅広い企業を対象とし、迅

速かつ柔軟な対応を可能としている点が大きな特徴といえます。今後、本手続を利用し

た私的整理の増加が予想され、その動向が注目されます。 
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9. M&A：東証、「公正な M&A の在り方に関する指針」公表後 3 年目の

開示状況を公表 
 

東証は、経済産業省が 2019 年 6 月 28 日付で策定した「公正な M&A の在り方に関す

る指針」（「本指針」）を踏まえ、2022 年 7 月 1 日に、2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6

月 30 日までに公表された MBO（14 件）及び支配株主による従属会社の買収（27 件）

の計 41 件の開示状況について公表しました。東証は、2020 年 6 月 30 日及び 2021 年 7

月 2 日にも、同様の集計結果を公表しており、今般の集計結果は、本指針の公表後 3 年

目の開示状況を取りまとめたものとなります。 

今般の集計結果によれば、昨年の集計結果と同様に、全 41 件において、①特別委員

会の委員の適格性に関する情報、②特別委員会の検討経緯（受領情報、審議）に関する

情報、③特別委員会の設置時期、④特別委員会による取引条件交渉過程への関与、⑤特

別委員会又は算定機関による事業計画の確認状況が開示されています。東証は、これら

の集計結果を踏まえ、本指針の公表後の情報開示の実務は広く定着してきたものと認め

られると評価をしています。 

MBO 及び支配株主による従属会社の買収に際しては、本指針及び今般の集計結果を

十分に参照しつつ、開示内容を検討する必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、サステナブルファイナンス有識

者会議第二次報告書を公表 

 

金融庁は、2022 年 7 月 13 日、「サステナブルファイナンス有識者会議第二次報告書

（案）」を公表しました（本報告書）。サステナブルファイナンス有識者会議においては、

昨年 6 月、金融行政におけるサステナブルファイナンスの推進に向けた諸施策を第一次

報告書として取りまとめ、サステナブルファイナンスを「持続可能な経済社会システム

を支えるインフラ」として位置付け、これを政策的に推進していく観点から、企業開示

の充実、市場機能の発揮、金融機関の投融資先支援とリスク管理の 3 つの柱で施策を取

りまとめていましたが、本報告書は、この 1 年の各施策の進捗状況のほか、国内外の動

向等を踏まえた更なる課題と提言を発信するために第 2 弾の報告書として公表された

ものです。 

本報告書では、①ESG に係る企業情報開示の充実、②アセットオーナー（機関投資

家）が ESG の観点から受託資産の持続的増大を図っていくための課題共有、③ESG 投
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資に係る環境整備、（情報プラットフォームの拡充等）、④ESG 評価機関・投資信託に

係るルール整備、⑤ESG 対応に関する金融機関と企業の対話促進について施策が提言

されています。また、横断的取組として、気候変動等の分野で創業に取り組むクライメー

トテック企業における資金調達の安定性を図るための環境整備（投資リターンに止まら

ない環境インパクトを計測する方法等）や、自然資本・生物多様性について国際的議論

も踏まえ今後検討を行うこと等が今後の課題として挙げられています。 

サステナブルファイナンス有識者会議第一次報告書において挙げられた施策の一部

には、その後関係各省庁等において実際に制度整備への動きに繋がったものもあること

から、本報告書で挙げられた課題についても、これに対応するための具体的な施策に向

けた取組がなされることが予想され、今後の動向が注目されます。 

 

 

 

11. 税務：国税庁、グループ通算制度に関する Q&A を改訂 
 

国税庁は、2022 年 7 月、「グループ通算制度に関する Q&A」の改訂を公表しました。

当該改定においては、令和 4 年度税制改正等を踏まえて、一定の新規の Q&A が追加さ

れているほか、既存の Q&A が一部改訂されています。  

具体的には、令和 4 年度税制改正により、通算子法人の株式の投資簿価修正制度にお

いて、当該通算子法人の簿価純資産額に、いわゆる買収プレミアムに相当する金額が帳

簿価額に加算できるようになった（改正前は、通算子法人の株式の帳簿価額はその通算

子法人の簿価純資産価額に相当する金額とされていました。）ことに伴う Q&A 等が新設

されています。例えば、「投資簿価修正における資産調整勘定対応金額等の加算措置」（問

63）として、買収プレミアムに相当する金額を加算するためには、離脱法人の株式を有

するすべての法人が離脱時の属する事業年度の確定申告書等に別表十四（五）を添付し、

いずれかの法人が調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項等を記載した書類を保存

していることが必要になる旨が、設例とともに解説されています。このほか、「株式の

取得が段階的に行われる場合の資産調整勘定対応金額等の計算」（問 64）や、「通算グ

ループ内で適格合併があった場合における資産調整勘定対応金額等の加算措置の適用」

（問 65）等が新設されています。 

投資簿価修正を含むグループ通算制度の仕組みは複雑であるため、上記の税制改正等

の影響を受ける M&A 取引等については、特に慎重な検討が必要になるといえます。 
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＜参考資料＞ 

「グループ通算制度に関する Q&A」の改訂について 

グループ通算制度に関する Q&A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（中国）：「独占禁止法」の改正 

 

2022 年 6 月 24 日、中国において「独占禁止法」の改正法（「改正法」）が制定されま

した。改正法は同年 8 月 1 日から施行されています。今回の改正は、中国の独占禁止法

が2008年8月1日に施行されて以来初めての改正となり、重要な改正が含まれますが、

特に実務に影響を与え得るポイントについて概説します。 

(1)独占合意に関する改正 

改正法は、再販売価格の固定等の垂直的独占合意に関して新たに「セーフハーバー制

度」を導入しました。すなわち、関連市場における市場占有率が法定基準を下回ること

等の条件に合致する場合、垂直的独占合意の禁止対象とならないとされています（18

条 3 項）。この市場占有率については、改正法の下位規定草案において 15%という基準

が示されていますが、まだ正式に決定されていません。また、改正法は、事業者が競争

制限効果がないと証明できる場合には、垂直的独占合意は禁止されないと規定しました

（18 条 2 項）。 

これらは垂直的独占合意が違法とならない場面を定める改正ですが、現時点では合法

と認められる基準が明確でないため、実務運用が明らかになるまでは保守的な対応が必

要と考えられます。 

(2)事業者集中審査に関する改正 

改正法では、独占禁止法の事業者集中審査において、審査期間不算入制度（Stop the 

Clock）が新たに規定されました。すなわち、独占禁止法執行機構が事業者集中の審査

を行う際、(i)資料が不足している場合、(ii)事業者集中審査に重大な影響を及ぼす新たな

状況が出現した場合又は(iii)事業者が、事業者の集中に付加された制限条件について評

価をするための時間を要すると申請した場合には、独占禁止法執行機構は事業者集中の

審査期間（最長 180 日）を停止することができるとされています（32 条）。 

この Stop the Clock 制度の運用次第では、事業者集中審査に要する期間が長期になる

可能性があるため、取引全体のクロージング時期に影響を与える可能性がある点に注意

が必要です。 
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(3)処分の厳格化 

改正法は、独占禁止法違反行為に対して、より高額の過料を規定しています。特に、

事業者集中の手続きの違反に対して、競争制限効果がある場合等においては、前年度売

上高の 10%以下の過料が科される可能性があり（これまでの規定では 50 万元以下の過

料とされていました。）、過料が高額となる可能性があるため、中国が関係する M&A 取

引を検討する際には、慎重に事業者集中届出の要否を検討する必要があります。 

(4)改正法関連の下位規定の制定 

改正法に関して、独占合意禁止や事業者集中審査等に関する 6 つの下位規定が 2022

年 6 月 27 日に公表されており、今後制定される予定です。上記(1)のセーフハーバーに

おける市場占有率の基準制定や、事業者集中審査が必要となる場合の基準の改定が行わ

れることが予定されており、関連規定の制定状況を注視する必要があります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（メキシコ）：リチウム国有化に関する鉱業法の改正 
 

近時、鉱物資源を巡り中南米諸国等においても「資源ナショナリズム」の動きが再び

強まってきていますが、そのような中、メキシコにおいて、2022 年 4 月 20 日、メキシ

コの鉱業法（Ley Minera）の改正法（「本改正法」）が官報で公布され、翌 21 日に施行

されました。 

本改正法は、メキシコにおけるリチウム採掘を国有化して民間企業の参入を規制する

内容となっており、民間企業に対して、いかなる鉱業権、ライセンス、許認可等（「鉱

業権等」）も付与されないものと定めるほか、リチウムの探査、開発、掘削、利用につ

いて、本改正法に基づき設けられる公共機関を通じて国が独占して実施することとして

います。 

オブラドール大統領は、本改正法の成立を受け、リチウム採掘に関する既存の鉱業権

等について見直す旨を表明しており、かかる鉱業権等を保有する外資系企業は、政府か

ら鉱業権等に関して再交渉や取消しを迫られる可能性があります。また、本改正法の内

容は違憲であるとの指摘もあり、憲法上の紛争に発展する可能性も懸念されています。 

本改正法により既存のリチウム採掘事業に影響が生じた場合、事業者や投資家は、

個々の契約に基づく権利行使のほか、各国間の投資・貿易協定等により一定の保護が図
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られる可能性もあり、今後の対応については国際通商の観点も含めて検討を要するもの

と考えられます。 

本改正法は、メキシコでのリチウム採掘に関連する日本企業・投資家等に大きな影響

を及ぼす可能性があるほか、メキシコや周辺諸国におけるこうした資源ナショナリズム

の動きの拡大により、資源価格等に影響が出る可能性があることはもちろんのこと、有

事における供給リスク等が生じることも考えられ、本改正法を含め、こうした資源ナ

ショナリズムの政策・立法法制に関しては、今後益々その動向に注視する必要がありま

す。 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：ウクライナ最大の銀行とロシア政府間の投資仲裁

の動向 
 

ウクライナ最大の銀行である PrivatBank は、ロシアによるクリミア半島併合（2014

年）により、当該地域にあった同行の資産が収用されたとして、ロシア政府を相手に投

資仲裁を提起しています。投資仲裁は、政府の行為により損害を受けた投資家を救済す

るための法的手続で、国際投資に関する多くの条約及び国内法において定められていま

す。この PrivatBank による法的手続は、ロシアとウクライナ間の二国間投資条約に基

づくもので、2015 年から、ハーグ条約に基づく常設仲裁裁判所（The Permanent Court 

of Arbitration）において手続が進められています。 

今年 2 月のロシアのウクライナ侵攻が、この投資仲裁手続に影響を及ぼしています。

ロシア政府の代理人を務めていた弁護士事務所が、当該侵攻後はロシア政府の代理人を

務めることはできないとして、今年 3 月に辞任しました。 

これを受け、ロシア政府は、新たな代理人弁護士を確保するための期間として、投資

仲裁手続を 6 ヶ月間停止することを求めました。しかしながら、PrivatBank が迅速な手

続進行を求めたため、仲裁廷はこのロシア政府の要求をそのままは認めず、審問期日の

日程を、5 月から 6 月に延期するとともに、当該審問の後半部分はさらに 10 月まで延

期するという対応をとりました。 

そうしたところ、ロシア政府は、仲裁廷の中立性に疑いがあると主張し、これを構成

する仲裁人 3 名全員の忌避を申し立て、換言すれば、3 名全員の交代を求めました。し

かしながら、常設仲裁裁判所は、(1)ロシア政府の申立が期限内に提出されなかったこと
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から形式面で無効とした上で、(2)さらに実体面についても、仲裁廷は両者間のバランス

をとる対応をとったとして、ロシア政府の申立は認めず、この 3 名の仲裁人のもとで、

手続が進められることとなりました。但し、6 月の審問期日に、ロシア政府は欠席して

います。 

ロシア政府に対する投資仲裁がいかなる効果をもたらすか、現実にロシア政府から損

害賠償を得られるかという点は、これから益々注目されていくと考えられることから、

その動向を本稿で紹介致しました。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  【申込受付中】『道交法改正と自動運転レベル 4、電動キックボー 

ド・自動配送ロボット等の新しいモビリティ、MaaS ビジネスの法

制度と実務上の留意点』（第 209 回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2022 年 8 月 17 日（水） 15:00～17:00 ※オンライン開催 

講師    佐藤 典仁、真下 敬太 

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（申込期限：2022 年 8 月 12 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  『【有料 WEB セミナー】対話と事例で学ぶ新任担当者のための株 

主総会実務の基本 ～法的根拠を整理して新しい時代の株主総会を

支える基本を身につける～』 

視聴期間  2022 年 8 月 9 日（火）10:00～2022 年 10 月 12 日（水）17:00 

講師    李 政潤 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『NFT・メタバース関連の新規事業立ち上げ時に抑えておくべき法 

律やノウハウとは？』 

開催日時  2022 年 8 月 9 日（火）14:00～15:15 

講師    増田 雅史 

主催    SPECTRUM 株式会社 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】株主総会資料の電子提供制度の実務対応 

～基礎編・実践編～』 

視聴期間  2022 年 8 月 12 日（金）10:00～2022 年 10 月 13 日（木）17:00 

講師    渡辺 邦広、邉 英基、若林 功晃 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『リーガル・リサーチの基本知識と実践ポイント ～法務審査スタッ 

フに必須のスキルについて、法律事務所でリサーチ業務に携わる講

師が最新情報をまじえて解説～』 

視聴期間  2022 年 8 月 15 日（月）10:00～2022 年 9 月 15 日（木）17:00 

講師    中村 智子（図書担当） 

主催    株式会社プロネクサス 

  

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  『有価証券報告書における「サステナビリティ」開示 ―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」を踏まえて－』 

視聴期間  2022 年 8 月 15 日（月）10:00～2022 年 9 月 15 日（木）17:00 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『監査等委員会設置会社への移行とガバナンス向上のための設計・ 

運営上の留意点』 

視聴期間  2022 年 8 月 15 日（月）10:00～2022 年 9 月 15 日（木）17:00 

講師    渡辺 邦広 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『フリーランス活用に潜むリスクと予防策～フリーランス・トラブ 

ルの類型と契約書の留意点～』 

開催日時  2022 年 8 月 18 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  『NFT ビジネスの法律実務〜NFT の概要から最新動向まで丁寧に 

解説〜』 

開催日時  2022 年 8 月 19 日（金）13:30～16:30 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『第 4950 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「脱炭素化の本命、 

水素・燃料アンモニアの可能性と想定される課題」』 

開催日時  2022 年 8 月 19 日（金）13:30～15:30 

講師    島 美穂子 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『不正・不祥事の発覚から 1 週間以内に企業担当者がすべきこと― 

主要 13 類型を網羅、初動対応のノウハウを伝授―』 

開催日時  2022 年 8 月 23 日（火）13:30～15:30 

講師    山内 洋嗣、奥田 敦貴 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

  



 
 

   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. 

20 
 

➢ セミナー  『コーポレート PPA の論点と契約のポイント』 

開催日時  2022 年 8 月 24 日（水）13:00～15:00 

講師    木山 二郎 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ 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 

 

➢ セミナー  『NFT とメタバースの最新動向』 

開催日時  2022 年 8 月 25 日（木）15:00～17:00 

講師    増田 雅史 

主催    一般社団法人 日本経済団体連合会 

 

➢ セミナー  『海外型シンジケートローン契約の実務〜LMA 雛型の解説を中心 

に、日本企業の資金調達や金融機関が参加する際の留意点と近時の

動向について、基礎から分かりやすく解説〜』 

開催日時  2022 年 8 月 25 日（木）13:30～16:30 

講師    白川 佳 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『メタバースの法的論点』 

開催日時  2022 年 8 月 27 日（土）11:00～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    地域金融変革運動体 

 

➢ セミナー  『第 4956 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「越境ワーク」に対 

応するために法務・税務担当者が留意すべき点と具体策』 

開催日時  2022 年 8 月 29 日（月）13:30～16:30 

講師    宇賀神 崇 

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  『ドメインネームに関する「ソフトロー」とオンライン紛争解決 

（ODR）』 

開催日時  2022 年 8 月 29 日（月）19:45～21:00 

講師    増田 雅史 

主催    筑波大学大学院 人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究 

群 

 

➢ セミナー  『第 1959 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「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 8 月 31 日（水）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 

 

➢ セミナー  『第 4958 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンス 

の基礎と実務上のポイント－レンダー及びスポンサーの双方の観

点から解説－」』 

開催日時  2022 年 8 月 31 日（水）9:30～11:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『アクティビスト株主対応における外為法の実務〜立案担当者が教 

える日本企業からみた外為法のポイント〜』 

開催日時  2022 年 8 月 31 日（水）13:30～16:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『ケーススタディで理解する カーブアウト M&A の基礎とノウハウ 

～多国籍カーブアウト事例で分かりやすく解説～』 

開催日時  2022 年 9 月 1 日（木）10:00～12:00 

講師    佐藤 典仁 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『メタバースの法的論点』 

開催日時  2022 年 9 月 2 日（金）14:40～15:25 

講師    増田 雅史 

主催    日本ライセンス協会 
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➢ セミナー  『第 4963 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「フードテックビジ 

ネスの現状と法務～スタートアップとの協業など事例を交えて～」』 

開催日時  2022 年 9 月 6 日（月）13:30～15:30 

講師    中野 玲也 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『「越境ワーク」Q&A 〜「越境ワーク」の法務・税務上の留意点と 

実務対応〜』 

開催日時  2022 年 9 月 7 日（水）13:30～16:30 

講師    宇賀神 崇、株式会社フェアコンサルティング マネージャー（日本 

国税理士） 加藤 宏氏 

主催    株式会社金融財務研究会 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本 『個人情報保護法の解説［第 3 次改訂版］』（2022 年 6 月刊） 

 

出版社   株式会社ぎょうせい 

著者    小川 智史（共著） 

 

➢ 本 『新・会社法実務問題シリーズ/7 会社議事録の作り方（第 3 版） 

－株主総会・取締役会・監査役会・委員会』（2022 年 6 月刊） 

 

出版社   株式会社商事法務 

著者    松井 秀樹 

 

➢ 本 『2022 年版 年間労働判例命令要旨集』（2022 年 7 月刊） 

 

出版社   株式会社労務行政 

著者    西本 良輔、北 和尚、奥田 亮輔、南谷 健太、川井 悠暉、澤 和樹、

平岡 優、山岡 孝太、稲津 康太、長尾 勇志、西村 良、渡邉 悠介、

奥田 敦貴、小坂 翔子、杉山 清隆、佐藤 真澄、小林 美智、對馬 陸、

大屋 広貴、岸本 直也、城戸 賢仁（共著） 

 

➢ 本 『企業訴訟実務問題シリーズ システム開発訴訟〈第 2 版〉』（2022 

年 7 月刊） 

 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    飯田 耕一郎、田中 浩之、渡邉 峻 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「＜実務問答会社法第 64 回＞会社の財政援助による株式取得」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2299 

著者    内田 修平 

 

➢ 論文    「自動運行船の現状ー自動運行船の実用化へ向けた安全ガイドライ 

ンの策定」 

掲載誌   NBL No.1220 

著者    林 浩美、濱 史子、立石 光宏 

 

➢ 論文    「巻頭言 小売電気事業者の撤退と企業対応」 

掲載誌   NBL No.1220 

著者    岡谷 茂樹、長窪 芳史 

 

➢ 論文    「個人情報保護をめぐる実務対応の最前線（第 8 回） 個人関連情 

報の第三者提供規制（2）」 

掲載誌   NBL No.1220 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「判例・条文から読み解く 総会運営の留意点」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 7 月号 

著者    奥山 健志 

 

➢ 論文    「類型別 不正・不祥事への初動対応（終）企業幹部の私生活上の 

犯罪」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 8 月号 

著者    山内 洋嗣、山田 徹、山内 裕雅 

 

➢ 論文    「＜事例でわかる ヘルスケア業界への異業種参入ポイント＞第 2 

回 ヘルスケアアプリの開発」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 8 月号 

著者    堀尾 貴将、中野 進一郎 

 

➢ 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 7 回 経済安全保障を読み解 

く主要 11 分野 ー ICTS／サイバーセキュリティ編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 8 月号 

著者    大川 信太郎 

 

 



 
 

   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. 

25 
 

➢ 論文    「＜特集 1 コンプライアンス・ナビゲート－規制対応の見極め＞ 

個人情報保護法から読み解く データコンプライアンス」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 9 月号 

著者    小川 智史 

 

➢ 論文    「企業法務最前線 NFT（非代替性トークン）とは」 

掲載誌   月刊監査役 737 号 

著者    増田 雅史 

 

➢ 論文    「「公正な M&A の在り方に関する指針」策定後の公開買付けにおけ 

る公正性担保措置の分析」 

掲載誌   資料版商事法務 No.459 

著者    内田 修平、坂㞍 健輔、齋藤 悠輝、芳川 雄磨、松尾 博美、渡邊  

泰尚（共著） 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 56回～第 60回」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3999、4006、4013、4021、4030 

著者    関戸 麦、高橋 茜莉（共著） 

 

➢ 論文    「上場会社のベネフィット・コーポレーション化の可能性（上）（下）」 

掲載誌   商事法務ポータル SH4055、4056 

著者    近澤 諒、川本 健 

 

➢ 論文    「＜企業法務＞経済安全保障推進法案の概要と議論のポイント」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.34 No.6 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「＜企業法務＞令和 4 年資金決済法等改正について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.34 No.7 

著者    古市 啓、寺井 勝哉 

 

➢ 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（24） カメラ画像の利活用は個人情報保護法とどう関係する？」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 7 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 
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➢ 論文    「【特集／経済安全保障を巡る諸動向】〈3〉経済施策を一体的に講 

ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障

推進法）の概要と企業実務への影響」 

掲載誌   CISTEC ジャーナル 2022 年 5 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「経済安全保障推進法の金融ビジネスへの影響」 

掲載誌   金融 IT フォーカス 2022 年 7 月号 

著者    梅津 英明 

 

➢ 論文    「人権・紛争と M&A～「責任ある撤退」の議論を視点に考える～」 

掲載誌   MARR (Mergers & Acquisitions Research Report) 2022 年 8 月号 

著者    梅津 英明 

 

➢ 論文    「人事部門が保有する情報の開示・取り扱いの実務」 

掲載誌   労政時報 4037 号 

著者    安倍 嘉一、上田 雅大、奥田 亮輔 

 

➢ 論文    「実務に役立つ法律基礎講座（84）個人情報」 

掲載誌   労政時報 4038 号 

著者    北山 昇 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！重要労働判例ー第 318 回 龍生自動車（会社解 

散・清算を前提とした解雇の有効性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    宇賀神 崇 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Trade & Customs 2023 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Trade & Customs 2023 

著者    宮岡 邦生、井村 俊介、木内 遼、徐 由 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guide Alternative Energy & Power  

2022 - Japan Trends and Developments」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guide Alternative Energy & Power 2022 

著者    小林 卓泰、岡谷 茂樹、村上 祐亮、野間 裕亘 
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➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Construction Law 2022 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Construction Law 2022 

著者    蓮本 哲、内津 冬樹（共著） 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Corporate  

Immigration 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Corporate  

Immigration 2022 

著者    濱 史子、上田 雅大、五十嵐 充、南谷 健太 

 

➢ 論文    「The Legal 500 Country Comparative Guides: Litigation - Japan  

Chapter」 

掲載誌   The Legal 500 Country Comparative Guides: Litigation 

著者    大野 志保、金丸 祐子、桑原 周太郎、田中 遼太郎 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Data Protection  

2022 - Thailand Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Data Protection  

2022 

著者    岡田 淳、プラーナット・ラオハパイロート 

 

➢ 論文    「Global Legal Insights - Mergers & Acquisitions 2022 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Mergers & Acquisitions 2022 

著者    東 陽介、近澤 諒 

 

➢ 論文    「The Lending and Secured Finance Review 8th Edition - Japan  

Chapter」 

掲載誌   The Lending and Secured Finance Review 8th Edition 

著者    青山 大樹、松田 悠希（共著） 

 

➢ 論文    「Data Localization Laws: Japan」 

掲載誌   Practical Law 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、嶋村 直登 
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NEWS      https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

➢ IFLR1000’s 32nd edition にて高い評価を得ました 

IFLR1000’s 32nd edition において、当事務所および当事務所のバンコクオフィス

（Chandler MHM Limited）、ヤンゴンオフィス（Myanmar Legal MHM）、ベトナ

ムオフィス（MHM Vietnam HCMC / Hanoi office）が以下の分野で高い評価を得

ました。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

・Capital markets : Structured finance and securitisation 

・Project development 

  

THAILAND 

Tier 1 

・Project development 

Tier 3 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

 

MYANMAR 

Tier 2 

・Financial and corporate 

Tier 3 

・Project development 

  

VIETNAM 

Other notable 

・Financial and corporate。 

 

➢ Asia Business Law Journal による Japan’s Top 100 Lawyers 2022 にて当事務所

の 15 名の弁護士が選出されました 

Asia Business Law Journal 誌による Japan's Top 100 Lawyers 2022 において、

当事務所の以下 15 名の弁護士が選出されました。 

 

佐藤 正謙、三浦 健、藤原 総一郎、棚橋 元、高谷 知佐子、石綿 学、大石 篤

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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史、小澤 絵里子、小林 卓泰、鈴木 克昌、尾本 太郎、青山 大樹、江平 享、大

西 信治、前田 博 

 

➢ Chambers High Net Worth 2022 にて高い評価を得ました 

Chambers High Net Worth 2022 において、当事務所は日本における Private 

Wealth Law の分野で Band 1 にランクインし、大石 篤史 弁護士と酒井 真 弁護

士が高い評価を得ました。 

 

分野 

JAPAN 

Private Wealth Law (Band 1) 

 

弁護士 

JAPAN 

Private Wealth Law 

大石 篤史 (Band 1) 

酒井 真 (Band 1) 

 

➢ IAM Patent 1000: The World's Leading Patent Professionals 2022 にて高い評価

を得ました 

IAM Patent 1000: The World's Leading Patent Professionals 2022 において当事

務所は Gold Band の評価を受け、litigation 及び transactions の分野で最上位グ

ループにランキングされました。また、当事務所の以下の弁護士も各分野で高い

評価を受けました。 

 

・Individuals: litigation: 三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳 

・Individuals: transaction: 岡田 淳 

 

➢ MHM マイページ内より「Legalscape -簡易版-」をご利用いただけるようになり

ました 

当事務所では、セミナー、ニュースレター、書籍・論文、官公庁からの公表事項

等に関する情報を一元的に収集・閲覧できるポータルサイトとして、「MHM マイ

ページ」を開設しております。 

この度、MHM マイページのコンテンツとして、Legalscape 社が提供する

「Legalscape」の簡易版をご利用いただけるようになりました。 

「Legalscape」は、Legalscape 社と当事務所が協業して開発している法律情報

検索・閲覧システム（リーガルリサーチシステム）で、膨大な法律情報への横断

的なアクセス、及び高度な分析に基づくピンポイントなアクセスを可能にする
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サービスです。 

MHM マイページをご利用の皆様は、この「Legalscape」の簡易版を利用して、

分野毎に整理されたニュースや官公庁のガイドライン・パブリックコメント等を

検索・閲覧していただくことができます。 

なお、「Legalscape」の正式版では、法律書籍の中身も閲覧・検索することが可

能です（簡易版では書籍検索の結果のみ閲覧できます）。 

ご利用についての詳細はこちらをご覧ください。皆様のご利用をお待ちしており

ます。 

今後とも、Firm of Choice（選ばれる事務所）を目指して、クライアントの皆様

にご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。 

 

➢ 飯島 隆博 弁護士が慶應義塾大学法学研究科宇宙法研究センター・宇宙航空研究

開発機構（JAXA）「2022 年度 宇宙活動を規律する国際法規範の在り方に関す

る研究会」オブザーバーに就任しました 

 

➢ 飯島 隆博 弁護士が慶應義塾大学法学研究科宇宙法研究センター・宇宙航空研究

開発機構（JAXA）「2022 年度 先端的な宇宙活動に関する法的課題研究会」メ

ンバーに就任しました  

 

➢ 増田 雅史 弁護士が経済産業省 Web3.0 時代におけるクリエイターエコノミー

研究会 委員に就任しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が総務省 Web3 時代に向けたメタバース等の利活用に関する

研究会 委員に就任しました 

 

➢ 新人弁護士が入所しました 

2022 年 7 月 15 日付で、新たに井上 隆之介 弁護士が入所いたしました。 

 

 

 

 

 

 

（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 

https://mypage.mhmjapan.com/ja

