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2022 年 10 月号（Vol.106） 

1. はじめに

2. 知的財産法：電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意

見募集の実施

3. 競争法／独禁法：「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」

の意見募集

4. エネルギー・インフラ：資源エネルギー庁、GX 実行会議を受けた電力システ

ム改革に係る論点についての検討開始

5. 労働法：給与のデジタルマネー払い導入の方針について

6. 会社法／キャピタル・マーケッツ：東証、「英文開示実践ハンドブック」を公

表

7. 危機管理：「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライ

ンの策定」について

8. 一般民事・債権管理：「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手

続（IT 化関係）の見直しに関する中間試案」の公表

9. M&A：経済産業省、『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂

10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、2022 事務年度金融行政方針を公表

11. 税務：最低税率課税制度及び外国子会社合算税制のあり方に関する研究会報告

書公表

12. 中国・アジア（タイ）：タイ民商法改正草案（吸収合併の創設等）

13. 新興国（トルコ）：電子商取引法の改正

14. 国際訴訟・仲裁： EU がロシア制裁対象企業の仲裁等へのアクセスに関して一

定の制裁適用除外を決定

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 10 月号（Vol.106）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：電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に

対する意見募集の実施

総務省は、2022 年 9 月 27 日から、10 月 26 日までの間、電気通信事業法施行規則等

の一部を改正する省令案等に対する意見募集を実施します。 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000462.html 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000462.html
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この規則等は、2022 年 6 月 17 日に公布された、(1)利用者に関する情報の適正な取

扱いに係る制度の整備及び(2)第一種指定電気通信設備制度の見直し等を踏まえた規定

の整備等を行うための電気通信事業法の一部を改正する法律に対応するものです。 

特に、上記(1)のうち、外部送信関係の規律については、電気通信サービスを提供する

際に、利用者に関する情報（ID やウェブ閲覧履歴等を含む。）を外部送信する指令を利

用者に送信する場合、外部送信のプログラムを送る前に、当該利用者に確認の機会（通

知又は公表、同意取得、オプトアウト措置のいずれか）を付与することを義務づけるも

のであり、クッキー及び類似技術の利用が規制されることになります。当該規律は、「利

用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供する電気通信事業を営む者

（ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供やオン

ラインショッピングモール等を含むもので、登録・届出電気通人事業者よりも広範です。）

に及ぶものとなっています。 

施行規則では、外部送信関係の規律については以下を定めています。 

・外部送信規律の対象：外部送信規律の対象となる電気通信役務（施行規則 22 条の

2 の 27） 

・通知又は容易に知り得る状態：通知又は利用者が容易に知り得る状態に置く際に満

たすべき要件（施行規則 22 条の 2 の 28）／通知又は容易に知り得る状態に置くべ

き事項（施行規則 22 条の 2 の 29） 

・措置を取ることを不要とする情報：施行規則 22 条の 2 の 30 

・オプトアウト措置の際に利用者が容易に知り得る状態に置く事項：施行規則 22 条

の 2 の 31 

 

詳細は、近日発行予定の弊所データ・セキュリティニュースレターで解説する予定で

す。 

https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/data-security-nl/ 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の

方向性」の意見募集 
 

内閣官房は、令和 4 年 9 月 13 日から 27 日にかけて、「フリーランスに係る取引適正

化のための法制度の方向性」（「本方向性」）の意見募集を行いました。本方向性は、政

府が令和 4 年 6 月 7 日に公表した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」
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（「本実行計画」）において、従来の法制の対象とならないことが多いフリーランス1に

関して2、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルが増えており、

かつ、特定の発注者（依頼者）への依存度が高い傾向にあるという現状を踏まえ、相談

体制の充実を図るとともに取引適正化のための法制度について検討する、と明記された

点に対応したものとなります。本方向性では、事業者がフリーランスに業務を委託する

際の遵守事項（下記 1.～4.）の他に、就業環境整備（ハラスメント対策、出産・育児・

介護との両立）、違反した場合の対応（指導、公表、命令等の行政上の措置）、フリーラ

ンスの行政機関への相談体制についての新たな法制度の方針が記載されています。 

1. 業務委託開始・終了に関する義務 

(1) 業務委託を行う際には、業務委託の内容・報酬額等（継続的に業務委託す

る場合は、これに加え、契約期間、契約終了事由、中途解約の際の費用等。

以下これらを合わせて「委託内容等」という）を記載した書面又は電磁的

記録（メール等）を提供する 

(2) 契約を中途解約又は期間満了後に更新しない場合、原則として中途解約日

又は契約期間満了日の 30 日前までに予告 

(3) フリーランスから求めがあった場合、契約終了事由を明らかにする 

2. 業務委託募集時の義務 

(1) フリーランス募集の際の情報は正確・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤

解を生じさせる表示をしてはならない 

(2) 募集に応じたフリーランスに対しては委託内容等を明示し、それと異なる

内容で業務委託する場合はその旨を説明する 

3. 報酬の支払に関する義務 

(1) 事業者はフリーランスに対し役務等の提供を受けた日から 60 日以内に報

酬を支払う 

4. 事業者の禁止行為 

(1) フリーランスの責めに帰すべき理由がない受領拒否、報酬減額、返品及び

給付内容の変更・やり直し 

(2) 通常の相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること 

(3) 正当な理由のない物の購入・役務の利用の強制 

(4) 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること 

 
1 フリーランスの定義は様々であるが、本実行計画では、①実店舗はなく、②雇人もいない自営業主や

一人社長であって、③自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者（農林水産従事者は除く。）

と定義している。 
2 フリーランスは自営業主や一人社長であることから原則労働関係法令が適用されない。また、下請法

が適用されるためには発注者である親事業者が少なくとも資本金 1,000 万円超の法人の事業者である必

要があるが、フリーランスの取引先である発注者が同要件を満たさず、下請法が適用されない場合も多

い。なお、本方向性では、フリーランスは特定の発注者（依頼者）への依存度が高い傾向にあるという

現状も記載されている。特定の発注者への依存度の高さへの言及は、発注者による著しく不利益な要請

等をフリーランスが受け入れざるを得なくなりやすく、優越的地位の濫用や下請法の観点から問題とな

りやすい、という問題意識を明らかにしたものと考えられる。 
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フリーランスに関連する独禁法・下請法の観点からのこれまでの取組としては、公取

委が内閣官房、中小企業庁、厚生労働省と共に公表した「フリーランスとして安心して

働ける環境を整備するためのガイドライン」（2021 年 3 月 26 日策定）があり、その中

でフリーランスの取引に関する独禁法（優越的地位の濫用）及び下請法の基本的な考え

方や問題となる行為類型が説明されていますが、本方向性も基本的に当該ガイドライン

の中で示された考え方に沿うものとなっています。 

今後、本方向性に沿った法案が作成され、国会提出されるものと思われます。下請法

のコンプライアンスには相応の態勢が必要であるところ、上記法制度が導入されると、

これまで下請法の適用対象とならなかったフリーランスとの取引についても同様のコ

ンプライアンス態勢が求められることになるため、今後の立法の動向が注目されます。 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：資源エネルギー庁、GX 実行会議を受けた電

力システム改革に係る論点についての検討

開始 
 

2022 年 9 月 15 日、資源エネルギー庁は電力・ガス基本政策小委員会において、GX

実行会議を受けた電力システム改革に係る論点についての検討を開始しました。エネル

ギー政策の遅滞による電力需給ひっ迫という足元の危機を、施策の総動員で克服し、遅

滞解消のための政治決断を行っていくべきとした GX 実行会議での議論を踏まえ、エネ

ルギーの安定供給の再構築に向けた検討を加速すべく、事務局案では、これまでの電力

システム改革における取組を踏まえた現状の課題を整理した上で、今後の方向性と対応

案が示されています3。具体的には、現在の課題を、①供給力の不足、②カーボンニュー

トラルの目標達成と安定供給の両立、③小売料金、サービスのボラティリティ顕在化と

整理した上で、各課題につき、(i)既設電源の維持・拡大（原子力発電所の再稼働の加速

を含みます。）、燃料の管理強化、電源新設の拡大、需給管理の強化等を通じた安定供給

に必要な供給力の確保、(ii)調整力の拡大、次世代ネットワークの構築、分散型システム

導入、脱炭素電源投資等を通じた送配電網のバージョンアップ、脱炭素電源の導入推進、

 
3 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/053_04_01.pdf 
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(iii)サービスの安定化と競争の在り方、料金水準の安定化の観点からの需要家保護のた

めの小売電気事業の在り方の再設計が、今後の方向性と対応案として示されています。 

グリーントランスフォーメーション（GX）という経済社会の大変革は、一朝一夕に

実現されるものではないため、これらの対応策の中には、実現に時間を要するものも含

まれますが、再エネや原子力については、GX を進める上で不可欠な脱炭素エネルギー

であり、将来にわたる選択肢として強化するための制度的な枠組みや、国民理解をさら

に深めるための関係者の尽力のあり方等、あらゆる方策について年末に具体的な結論を

出せるよう検討を加速することが、総理指示として求められています。各事業者におい

ては、自らの業務に関する変革がいつごろ、どのような形で行われていくかについて、

幅広くアンテナをはって、関連する情報を適時にフォローしていくことが必要となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：給与のデジタルマネー払い導入の方針について 
 

2022 年 9 月 13 日、厚生労働省は、労働政策審議会労働条件分科会を開催し、資金移

動業者の口座への賃金支払、すなわち、決済サービスの残高機能を用いた賃金支払（「給

与のデジタルマネー払い」）についての課題を整理しました。その後、同月 22 日には、

給与のデジタルマネー払いを可能とすることを内容とする、労働基準法施行規則の一部

を改正する省令案（「本省令案」）へのパブリックコメント募集を開始しました。 

本省令案によれば、給与のデジタルマネー払いのための要件として、労働者の同意が

なされていることや、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者（「指定資金移動業者」）

であること等が必要とされています。指定資金移動業者の要件としては、具体的に「口

座残高の上限を 100 万円以下に設定していること又は 100 万円を超えた場合でも速や

かに 100 万円以下にするための措置を講じていること」、「労働者の意に反する不正な為

替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損害が生じたとき

に、その損失を補償する仕組みを有していること」、「ATM を利用すること等により、

通貨で、1 円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月 1 回は ATM の利用手数

料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること」等が定められています。 

本省令案上、公布日は 2022 年 11 月が予定され、施工期日は 2023 年 4 月 1 日となっ

ておりますので、企業としては、本省令案に関する動向を注視し、施工に向けた準備を

することが必要になるといえます。 
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6. 会社法／キャピタル・マーケッツ：東証、「英文開示実践ハンドブッ

ク」を公表 

 

2022 年 9 月 22 日、東証は「英文開示実践ハンドブック」（「本ハンドブック」）を公

表しました。本ハンドブックは、上場会社による英文開示の取組みを促進する観点から、

上場会社の英文開示資料の作成実務の一助となるよう、英文開示を実施する際のノウハ

ウや留意事項をまとめたものです。 

本ハンドブックでは、決算短信等の財務情報、適時開示、招集通知、統合報告書等の

各種開示書類について、それぞれどの程度の適時性（速報性）と他社との比較可能性が

求められるかを踏まえて分類した上で、英文開示の対象書類と翻訳範囲について各社の

状況に応じた適切な計画立案を行うことを提案しています。例えば、英文開示のリソー

ス等に制約がある場合には、適時性が求められる決算短信の中でも、比較的英文開示の

難易度の低い財務情報部分の英文開示から始め、徐々に招集通知、有価証券報告書、統

合報告書等、速報性・類型性の低い書類に英文開示を拡大することを提案しています。

また、英文開示のタイミングについても、速報性の高い書類から始めて、徐々に中長期

的な情報開示を目的とした書類も開示タイミングを早めることを提案しています。また、

誤訳によるリスクの低減のため免責文言を活用した英文開示といった方法が考えられ

ることも紹介しています。 

加えて、翻訳を外注する場合のポイントとして、機密情報を含む翻訳依頼に際しての

NDAの締結や、開示予定日の後ろ倒しを避けるための複数パターンの原稿の翻訳依頼、

開示文書の誤りを防ぐための納品物の確認事項等も紹介しています。 

 東証は、2022 年 8 月 3 日、同年 7 月時点の英文開示の実施状況の調査結果を公表し

ています（「英文開示実施状況調査集計レポート（2022 年 7 月）」）。コーポレートガバ

ナンス・コードの改訂も踏まえ、英文開示を実施している上場会社は、全市場では 56.0%

（プライム市場では 92.1%）と取組が進展している一方で、決算短信を除く適時開示、

コーポレート・ガバナンス報告書、有価証券報告書の英文開示は、プライム市場におい

ても依然として半数未満に留まります。海外投資家は、すべての書類の日本語書類の開

示と同時での英文開示が求めているため、各社は、本ハンドブックも参照しながら、引

き続き英文開示の範囲を拡大していくことが求められます。 

 

  

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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＜参考資料＞ 

東証：「英文開示実践ハンドブック」の作成について」（2022 年 9 月 22 日） 

「英文開示実践ハンドブック」の作成について | 日本取引所グループ (jpx.co.jp) 

東証：「英文開示実施状況調査結果（2022 年 7 月時点）の公表について」（2022 年 8 月 3 日） 

英文開示実施状況調査結果（2022 年 7 月時点）の公表について | 日本取引所グループ 

(jpx.co.jp) 

 

 

 

7. 危機管理：「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガ

イドラインの策定」について 
 

2022 年 9 月 13 日、経済産業省は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重

のためのガイドライン」（「ガイドライン」）を策定しました。 

これまで、経済産業省は、企業における人権尊重の取組を後押しするため、企業が業

種横断的に活用できるガイドラインの作成に取り組んでおり、8 月 8 日には「責任ある

サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」（「ガイドライン（案）」）

を公表しました。ガイドラインは、同日から 8 月 29 日まで実施されたパブリックコメ

ントを通じて提出された 131 の団体・事業者・個人の意見を踏まえ、ガイドライン（案）

を修正の上、策定されました。 

ガイドラインの基本的構成はガイドライン（案）から変更はなく、はじめにガイドラ

インの策定経緯・目的や適用範囲等について説明した後、①企業による人権尊重の取組

の全体像（総論）、②人権方針の策定、③人権 DD の実施（各論）、④救済（各論）及び

Q&A 集で構成され、後半には人権に関連する企業向けの海外法制の概要資料が添付さ

れています。 

そこで、企業が留意すべき、パブリックコメントを踏まえたガイドライン（案）から

の修正点をいくつかご紹介します。 

 

(1) 「負の影響」の範囲の明確化 

人権への「負の影響」を生じる類型として、(i)企業がその活動を通じて負の影響を

引き起こす（cause）場合、(ii)企業がその活動を通じて直接・間接に助長する

（contribute）場合、(iii)自社の事業・製品・サービスと直接関連する（directly linked）

場合の 3 類型が挙げられているのはガイドライン（案）同様ですが、各類型の定義

が明確化されました（ガイドライン 2.1.2.2、脚注 31～33）。 

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.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220922-02.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220922-02.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220803-01.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220803-01.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220803-01.html
mailto:yusuke.ishii@mhmjapan.com
mailto:ayana.kagawa@mhmjapan.com
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(i)「引き起こす」 

企業の活動がそれだけで負の影響をもたらすのに十分である場合。 

(ii)「助長する」 

①企業の活動が他の企業の活動と合わさって負の影響を引き起こす場合、及び、

②企業の活動が、他の企業に負の影響を引き起こさせ、又は、他の企業が負の影

響を引き起こすことを促進し若しくは動機付ける場合。 

(iii)「直接関連する」 

「直接関連する」の関連性は、他の企業を介する、負の影響と企業の事業・製品・

サービスとの関係により定義される。「直接関連する」かどうかは、「直接調達」

といった直接の契約関係として定義されるものではない。 

(2) 人権方針の表明方法 

企業が、その人権尊重責任を果たすという企業によるコミットメント（約束）を、

人権方針を通じて企業の内外のステークホルダーに向けて表明すべき点はガイドラ

イン（案）と同様ですが、その表明方法について、「人権方針という名称の単独の文

書である必要は必ずしもなく、実質的に人権方針の要件を満たす文書でもよいが、

人権方針に相当するものであることが対外的に明確な文書であることが望ましい。」

との追記がされました（ガイドライン 3、脚注 41）。 

(3) ジェンダーの視点の追加 

脆弱な立場にあるステークホルダーの例として、女性が挙げられている点はガイド

ライン（案）同様ですが、「女性と男性とでは異なるリスクがあり得るということに

も留意すべきである。…企業は、ジェンダー平等の視点も踏まえて人権 DD を実施

することが重要である。」という追記がなされたほか（ガイドライン 4.1.2.2、脚注

63）、「人権」の範囲に関する記載（ガイドライン 2.1.2.1）を含むその他複数個所に

おいて、性別又はジェンダーの視点が追記されました。 

(4) 紛争等の影響を受ける地域における「強化された人権 DD」の詳細化 

紛争等の影響を受ける地域においては、高いリスクに応じた人権 DD（「強化され

た人権 DD」）を実施すべきであるという点はガイドライン（案）同様ですが、実務

的に重要な点であるとの指摘を受け、「例えば、企業が事業を行う紛争等の影響を受

ける地域の状況についての理解を深め、紛争等を助長する潜在的な要因等を特定す

ることを通して、事業活動が人権への負の影響を与えないようにするだけでなく、

紛争等の影響を受ける地域における暴力を助長しないようにする取組を指す。強化

された人権 DD において、企業にとっては、サプライヤー等が過去又は現在の紛争

等 に関係しているかどうかを理解することが極めて重要である。」との、「強化され

た人権 DD」についての具体例が追記されました（ガイドライン 4.1.2.4、脚注 71）。 

(5) 国家等の関与の下で人権侵害が行われている地域での取引停止の検討 

国家等の関与の下で人権侵害が行われている地域において、負の影響を防止・軽減

するための措置としての取引停止は、最後の手段として検討されるべきとの方針は
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ガイドライン（案）同様ですが、取引停止（契約解除）に関する具体的な契約条項

の例が追記されました（ガイドライン 4.2.1.3、脚注 79）。 

 

また、9 月 14 日には、欧州委員会が、強制労働により生産された製品の EU 域内で

の流通を禁止する規則案（「規制案」）を発表しました。EU では、サプライチェーンに

おける強制労働等の人権侵害の根絶に向けた規制を強化しており、今回の規則案では、

あらゆる規模の企業を一律に対象とし、強制労働により生産された原材料が一部でも使

用された製品の EU 市場での流通・域外への輸出を全面的に禁止する包括的な内容と

なっています。そのため、今後海外との取引のある企業においては、EU における規制

案を含めた各国の人権に関する法規制にも留意する必要があります。 

ガイドラインは、国際的なスタンダードを踏まえ、企業が実際に行うべき人権尊重の

取組を説明するものです。日本企業においても、このような国際的な動向も踏まえ、人

権尊重の意識・関心をより一層高めると同時に、優先順位を踏まえて順次具体的な取組

を行っていくことが重要になります。 

 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に

関する手続（IT 化関係）の見直しに関する中

間試案」の公表 

 

法制審議会に設置された「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続（IT

化関係）部会」は、本年 8 月 5 日、「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関す

る手続（IT 化関係）の見直しに関する中間試案」（「本試案」）を公表しました。本試案

は、本年 5 月 18 日、民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、民事訴訟手続が全

面的に IT 化されることを受けて、民事執行・民事保全・倒産及び家事事件といった民

事訴訟手続以外の重要な裁判手続の IT 化も促進させるために公表されたものです。 

本試案の内容は多岐に亘りますが、各手続に共通のものとして、①インターネットを

用いた裁判所に対する申立て、②提出された書面及び記録媒体の電子化、③裁判書及び

調書等の電子化、④期日におけるウェブ会議及び電話会議の利用等が提案されています。 

債権管理実務に影響を与えるものとしては、破産手続における債権者集会等について、

ウェブ会議を利用することができるという提案が挙げられます。また、現行法では、破

産手続において債権者は裁判所に対して法定の事項の届出（債権届出）を行うこととさ

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

アソシエイト 加瀬 由美子 
 03-5293-4904 

 yumiko.kase@mhm-global.com 
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れていますが、本試案では、破産債権者が多数存在する事案においては、破産管財人が

破産債権の認否をスムーズに行い手続が円滑に進むよう、債権者が直接破産管財人に債

権届出を行う制度が提案されています。 

本試案は本年 8 月 24 日から 10 月 24 日までパブリックコメントに付されており、最

終的にどのような制度設計となるのか引き続き動向を注視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続（IT 化関係）の見直しに関する

中間試案」 

https://www.moj.go.jp/content/001379082.pdf 

「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続（IT 化関係）の見直しに関する

中間試案の補足説明」 

https://www.moj.go.jp/content/001379083.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：経済産業省、『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂 
 

2022 年 9 月 16 日、経済産業省は、『「スピンオフ」の活用に関する手引』の改訂版を

公表しました。 

今回の改訂では、①Q&A の追加・修正による関係法令の解釈の明確化、②産業競争

力強化法に基づく特例措置（産業競争力強化法 31 条 1 項の規定によるスピンオフの際

に取締役等が負う欠損填補責任の立証責任の転換等）の解説の追加、③国内のスピンオ

フ事例の追加等が行われ、スピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり

得る事項を中心に内容が追加されました。 

上記①の Q&A として、具体的には、株式分配によるスピンオフを行う場合、事業譲

渡等にかかる株主総会決議（会社法 467 条）が不要であること（Q5）や、スピンオフ

される会社がスピンオフと同時に新株の発行を予定している場合にスピンオフを実施

する会社が当該事実を適時開示資料や株主総会参考資料等において記載することは、ス

ピンオフをする会社の株式に係る投資者の投資判断や株主によるスピンオフ議案の検

討に必要である等の理由があるときには、有価証券届出書の提出前であっても勧誘行為

に該当せず、可能であること（Q22）等が追加されており、実務上の手続を検討する上

で参考になるものと考えられます。 

パートナー 片桐 大 

 03-6266-8774 

 dai.katagiri@mhm-global.com 

アソシエイト 原田 昂 

 03-6266-8512 

 takashi.harada@mhm-global.com 
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10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、2022 事務年度金融行政方針を公

表 

 

金融庁は、2022 年 8 月 31 日、「2022 事務年度金融行政方針」を公表しました（本方

針）。本方針は、2022 事務年度（2022 年 7 月～2023 年 6 月）において、金融庁が取り

組むことを検討している各方策を明らかにしたものです。 

本方針の中では、国民の安定的な資産形成と資本市場の活性化を目指して、①スター

トアップ等の成長を促すための資本市場の機能強化、②コーポレートガバナンス改革と

人的資本を含む非財務情報の開示の充実、③市場に対する信頼性確保等に取り組むこと

が示されています。 

制度整備に関わる方策として、①スタートアップ等の成長を促すための資本市場の機

能強化については、投資信託への非上場株式の組み入れに関する枠組みの整備、日証協

において議論が行われた上場プロセス等の見直しの進展や東証における上場手法等の

多様化、非上場株式のセカンダリー取引の円滑化を目的とした、私設取引システム（PTS）

における特定投資家向け有価証券の取扱いを可能とする制度の整備等、②コーポレート

ガバナンス改革と人的資本を含む非財務情報の開示の充実については、これまで行われ

てきたコーポレート・ガバナンス改革の実質化の一環として、現行の大量保有報告制度

や内部統制報告制度に関する検討課題の整理、有価証券報告書における人的資本に関す

る情報（人材育成方針、社内環境整備方針、男女間賃金格差、女性管理職比率等）の開

示の充実、次期通常国会における、四半期開示の四半期決算短信への一本化のための関

連法案の提出、③市場に対する信頼性確保については、監査法人の規模等を踏まえた、

監査法人のガバナンス・コードの改訂等が挙げられています。 

また、サステナブルファイナンスの推進についても今後の取り組みとして掲げられて

おり、具体的には、本年 6 月の金融審議会ディスクロージャーワーキンググループにお

いて提言された有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の提供のための記載欄

の新設のほか、投資による社会・環境面での改善効果（インパクト）に関し、新たな検

討会を金融庁として設置し、投資によるインパクトの実務的な計測手法の具体化等につ

いて議論を進め、2022 事務年度末までに取りまとめる方針を明らかにしています。 

金融庁は、例年金融行政方針に則って法改正等を進めており、上記施策についても今

事業年度中に実現される可能性が高いため、今後の動向を注視する必要があります。 

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhm-global.com 

アソシエイト 松尾 博美 
 03-5293-4887 

 hiromi.matsuo@mhm-global.com 
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11. 税務：最低税率課税制度及び外国子会社合算税制のあり方に関する

研究会報告書公表 
 

本年9月1日、最低税率課税制度及び外国子会社合算税制のあり方に関する研究会（座

長：田近栄治一橋大学名誉教授）は「最低税率課税制度及び外国子会社合算税制のあり

方について」と題する報告書（「本報告書」）を公表しました。同研究会は、経済産業省

が、経済のデジタル化を踏まえ、2021 年 10 月に国際合意された最低税率課税制度（ピ

ラー2）の円滑な導入、既存の外国子会社合算税制との関係整理及び簡素化のあり方を

検討するために設置したものです。 

本報告書において、まず最低税率課税制度（各国が最低実効税率（15%）を設定し、

不足分は親会社の所在国で課税する制度。）に関する議論状況と課題が検討されており、

その中で、①制度の簡素化、②制度の明確化、③制度の施行時期、及び④当該制度に伴

う申告納税時期について検討が行われています。なかでも、制度の明確化の観点から、

諸外国の適格国内ミニマム課税（「QDMTT」）と我が国の外国子会社合算税制その他の

税制等との関係性の明確化の必要性が指摘されている点や、施行時期について、国内企

業の実務対応の準備も適切に考慮する必要があるとしつつ、日本企業の競争相手先であ

る外国企業が所在する各国における制度の導入時期を適切に考慮した上で、早期に国内

法化を行う必要があるとされている点が注目されます。 

また外国子会社合算税制に関しては、最低税率課税制度との関係性を行うとともに、

外国子会社合算税制の簡素化を進める必要があるとした上で、①外国子会社合算税制の

対象会社の絞り込み、②企業のビジネス実体の変化に即していない経済活動基準の見直

し、③最低税率課税制度により収集した情報の利活用、④所得合算時期の見直しが指摘

されています。 

本報告書は、あくまで今後の制度のあり方を検討したものですが、今後の議論動向に

ついて引き続き注視が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

「最低税率課税制度及び外国子会社合算税制のあり方について（最低税率課税制度及び外

国子会社合算税制のあり方に関する研究会報告書）」 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/zeiritsu_kazei/pdf/20220901_2.pdf 

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 森田 理早 
 03-6213-8124 

 risa.morita@mhm-global.com 
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最低税率課税制度及び外国子会社合算税制のあり方に関する研究会 報告書（概要） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/zeiritsu_kazei/pdf/20220901_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（タイ）：タイ民商法改正草案（吸収合併の創設等） 

 

これまで長らく国会で審議されてきたタイ民商法（Civil and Commercial Code：「民

商法」）の改正草案（「本改正草案」）について、今般上院・下院の双方で承認がなされ

ました。本改正草案は、今後、国王の承認を経た上で官報によって告示されることにな

り、告示から 90 日後に施行される予定です。以下では、本改正草案の重要と思われる

点について概説します。 

 

(1) 吸収合併の創設 

従前、民商法においては、会社の合併のスキームとして新設合併（合併当事会社の全

てが消滅して新会社を設立）のみが定められており、吸収合併（合併当事会社の一方が

他方を吸収して存続）は許容されておりませんでした。そのため、タイにおける M&A

取引においては、新設合併と事業譲渡が主な選択肢となっておりましたが、本改正草案

により新たに吸収合併が創設されるため、今後 M&A 取引やグループ内組織再編におけ

る活用が期待されます。 

 

(2) 合併に反対する株主の株式買取制度の創設 

これまで特別決議事項である新設合併については、出席株主の 4 分の 3 以上の賛成が

あれば行うことができ、これに反対する少数株主の保護を図る制度はありませんでした。

本改正草案により、新設合併（及び新たに創設される吸収合併）に反対する少数株主の

株式買取制度が認められることになります。株主総会において新設合併・吸収合併に反

対する株主がいる場合、新設合併・吸収合併を行おうとする会社は、当該株主が保有す

る株式の買取者を手配する必要があります。 

 

(3) 最低株主数 

従前、民商法においては、会社の「株主が 3 名未満」となった場合、裁判所が当該会

社に対する解散命令を下すことができるとされていたため、株主 3 名を維持することが

実務上一般的でした。本改正草案では、解散命令を下すことができる事由が「株主が 1

パートナー 大石 篤史 

 03-5223-7767 

 atsushi.oishi@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 安部 慶彦 

 03-6213-8161 

 yoshihiko.abe@mhm-global.com 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/zeiritsu_kazei/pdf/20220901_1.pdf
mailto:atsushi.oishi@mhm-global.com
mailto:yoshihiko.abe@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. 

14 
 

名の場合」へと変更されましたので、最低株主数については 2 名を維持することで良い

ことになりました。また、これと関連して、会社設立時の発起人についてもこれまで 3

名必要とされていたのが、2 名で充足することになります。 

 

(4) 株主総会招集通知の新聞公告 

これまでは、非公開会社であっても、株主総会開催に際しては招集通知の各株主への

個別送付に加え、新聞公告の掲載も必要とされておりましたが、本改正草案により、無

記名式の株券を発行している会社でない限り、新聞公告の掲載は不要となります。 

 

(5) 株主総会の定足数 

株主総会の定足数について、発行済株式数の資本の 4 分の 1 以上を有する株主の出席

と定める民商法の規定に加え、判例上、「会議」であることを前提に複数の株主又は代

理人が出席する必要があるとされていました。本改正草案は、その判例を明文化し、2

名以上の株主又はその代理人の出席が必要であることが民商法上に明記されることに

なります。 

 

(6) 電子的方法による取締役会の開催 

これまで緊急勅令や告示等に基づき、一定の要件の下で電子的方法による会議を開催

することが認められていましたが、民商法にはこれに関連する規定は存在しておらず、

特に取締役会の開催については取締役本人が出席する必要があることとの関係でも、電

子的方法による会議が民商法上許容されるのか、その解釈において不透明な部分があり

ました。本改正草案により、附属定款に別段の定めがない限り、電子的方法による取締

役会開催可能である旨が明記されたため、電子的方法により出席した取締役も定足数の

計算に含められることが明確になりました。 

 

 

 

  

パートナー 秋本 誠司 

 +66-2-009-5166（バンコク） 

 seiji.akimoto@mhm-global.com 

外国弁護士 パヌパン・ウドムスワンナクン 

 +66-2-009-5152（バンコク） 

 panupan.u@mhm-global.com 

パートナー 塙 晋 

 +66-2-009-5127（バンコク） 

 susumu.hanawa@mhm-global.com 

アソシエイト 山本 健太 

 +66-2-009-5099（バンコク） 

 kenta.yamamoto@mhm-global.com 
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パートナー 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

 03-6266-8595（東京） 

 mikio.sonoda@mhm-global.com 

アソシエイト 木内 遼 
 03-5293-4849 

 ryo.kiuchi@mhm-global.com 

アソシエイト 菊池 春香 
 03-5293-4907 

 haruka.kikuchi@mhm-global.com 

 

13. 新興国（トルコ）：電子商取引法の改正 

 

2022年 7月 1日、トルコ議会において電子商取引法の一部を改正する法律（「改正法」）

が採択されました。改正法が定める内容の多くは 2023 年 1 月 1 日に施行される予定で

す。改正法は、以下のとおり、電子商取引仲介サービス事業者（電子商取引市場におい

て、他の電子商取引サービス業者の商品や役務について契約の締結や発注を可能にする

業者をいいます。）に対して多くの規制を導入する内容となっております。 

改正法においては、すべての電子商取引仲介サービス事業者に対し、違法なコンテン

ツを認識した場合の削除義務、自らのブランドの商品の提供の禁止、電子商取引サービ

ス業者が一定の情報を電子商取引市場において提供できる環境の整備義務、不公正な商

行為の禁止等の義務を課しております。 

また、一定の金額以上の取引を行う電子商取引仲介サービス事業者については、その

取引金額に応じて、ライセンスの取得義務、電子商取引プラットフォームの相互リンク

の禁止、取得した市場データの使用の制限、財務状況や株主構成を含む一定の情報の当

局への報告義務、宣伝広告費用の制限、電子商取引サービス業者に対する排他的条件の

禁止、金融業務の禁止等のすべて又はいずれかの義務が課されます。例えば、ライセン

スの取得義務は、取引金額が年間 100 億トルコリラを超え、かつ、年間 10 万件以上の

取引を取り扱う電子商取引仲介サービス事業者に対して課されます。 

なお、電子商取引サービス業者（電子商取引市場において、自己の商品又は役務に関

する契約の締結や発注を行う業者をいいます。）についても、これらの義務の一部が適

用されます。 

上記の義務に違反した場合には、最大 2 千万トルコリラの固定額の罰金や違反事業者

の前年の純売上高の 10%の罰金等、非常に高額な罰金が課される可能性があります。 

上記のとおり、改正法は、電子商取引仲介サービス事業者と電子商取引サービス業者

に対して多くの新たな規制を課すものであり、違反の場合には非常に高額な罰金が課さ

れる可能性があります。そのため、トルコの電子商取引に関わる企業は、改正法の規定

の順守状況を確認する等、2023 年 1 月 1 日の改正法の施行に備える必要があります（な

お、一部の義務は 2024 年 1 月 1 日までの猶予期間が設けられており、また、ライセン

スの取得義務は 2025 年 1 月に施行されます。）。 

今後、改正法のガイドラインが作成されることが予想されており、引き続き動向を注

視する必要があります。 
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14. 国際訴訟・仲裁：EU がロシア制裁対象企業の仲裁等へのアクセスに

関して一定の制裁適用除外を決定 
 

2014 年にロシアがクリミアに侵攻して以降、EU はロシアに対し様々な制裁を課して

いましたが、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、2022 年 3 月以降、制裁が大幅に強

化されました。そして、当該制裁の一環として、大要、ロシアの公的機関に支配又は保

有されているロシア企業との間でのあらゆる取引が禁止されていました。 

この制裁を厳密に適用すると、例えば制裁対象となるロシア企業を代理しようとする

弁護士は同企業からの受任ができず、また、仲裁機関や仲裁人も、制裁対象企業が当事

者である国際仲裁手続を遂行することができなくなるのではないかという懸念が生じ

ていました。このことは、制裁対象企業の国際的な紛争解決制度へのアクセスが閉ざさ

れ、既に係属しているか又は将来生じ得る国際仲裁手続への重大な影響があり得るため、

各国仲裁機関からも懸念が表明されていました。 

これを受けて、2022 年 6 月、欧州委員会は、上記制裁は法的手続における防御権の

行使等に「厳密に必要」（strictly necessary）なサービスには影響を与えないと解釈され

るべきである旨を表明していました。さらに、2022 年 7 月 21 日、欧州理事会は、新た

な決定（Decision (CFSP) 2022/1271、Council Regulation (EU) 2022/1269）を採用し、

従前の規則を修正しました。 

この新たな決定において、欧州理事会は、司法、行政又は仲裁手続や、判決又は仲裁

判断の承認・執行へのアクセスに厳密に必要（strictly necessary）な取引は、禁止対象

から除外される旨を明確にしました。但し、この適用除外は、ロシアに対する制裁の目

的と整合的でなければならないともされています。 

多くの仲裁機関がこの EU の対応を歓迎していますが、この新規則がどのように解

釈・運用されるかについては、なお不明瞭な点が残されています。例えば、「厳密に必

要」（strictly necessary）とはどのような基準で判断されるものなのかはいまだ明らかで

はありません。また、制裁の目的と整合的でなければならないとの要件も、どのように

規則の解釈に影響を与えるのか、現時点では不明瞭です。 

司法へのアクセス自体を閉ざすことの問題点は既にEUも明示的に認識しているとこ

ろですが、他方で EU としてはロシアに対する制裁の実効性を保つ必要もあるため、今

後どのように今般の新決定が解釈・適用され、制裁対象企業に関連する国際仲裁手続が

運用されていくか、展開が注目されます。 

 

 

 

 

  

パートナー 辰野 嘉則 

 03-6266-8785 

 yoshinori.tatsuno@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  【申込受付中】『スタートアップ投資・M&A や VC 出資の近時の動 

向・実務―事業会社・金融機関等の観点を中心に―』（第 211 回ビ

ジネスロー研究会） 

開催日時  2022 年 10 月 19 日（水）15:00～17:00 

講師    飯島 隆博、岡野 貴明 

主催    森・濱田松本法律事務所 

上記のセミナーにつきましては、※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 10 月 14 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  『実務担当者のためのインサイダー取引規制の基礎と実務』 

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

講師    戸嶋 浩二 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『企業不祥事発覚時に監査役等がとるべき対応とその勘所 ～品質 

不正・トップマネジメントの不祥事・ビジネスと人権の事例を通じ

て～』 

開催日時  2022 年 10 月 7 日（金）12:40～15:00 

講師    山内 洋嗣 

主催    日本監査役協会 

 

➢ セミナー  『海外グループガバナンス・海外コンプライアンスの実務～地政学 

リスクや「ビジネスと人権」等の最新対応も含めて～』 

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

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】CEO の後継者計画の現状と動向』 

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

講師    澤口 実 

主催    株式会社商事法務 
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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」の最新の議論を踏ま

えて～』 

開催日時  2022 年 10 月 14 日（金）14:00～16:00 

講師    宮田 俊 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『「データセンター」に関する投資の法的実務 ～投資ストラク 

チャー、DD・契約、デットファイナンス等 他のアセットタイプ

と異なる点を中心に～』 

開催日時  2022 年 10 月 14 日（金）13:30～16:30 

講師    蓮本 哲 

主催    株式会社 JPI（日本計画研究所） 

 

➢ セミナー  『Q&A で学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策～「新しい働き方」 

の税務面・法務面を詳細に解説致します～』 

開催日時  2022 年 10 月 17 日（月）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  『150 分でもっとわかる！個人情報保護法入門』 

開催日時  2022 年 10 月 19 日（水）14:00～16:30 

講師    蔦 大輔 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ 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 10 月 20 日（木）12:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社情報機構 

 

➢ セミナー  『音楽著作権の専門家から見たニューテクノロジー～NFT・メタ 

バースの基礎と音楽ビジネスへの影響～』 

開催日時  2022 年 10 月 21 日（金）18:30～20:00 

講師    増田 雅史 

主催    芝浦工業大学 
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➢ セミナー  『【有料 WEB セミナー】任意の指名委員会・報酬委員会の導入実務 

と運営上の留意点～2021 年コーポレートガバナンス・コード再改

訂、2022 年 CGS ガイドライン改訂等を踏まえて～』 

視聴期間  2022 年 10 月 24 日（月）10:00～2022 年 12 月 26 日（月）17:00 

講師    渡辺 邦広 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『VC/PE ファンドの組成とこれらのファンドへの投資に係る法務 

と実務～改正を含めた規制対応や組合契約書の重要な着眼点など、

VC/PE について、ファンド側と投資家側の双方の観点から実務を詳

説～』 

開催日時  2022 年 10 月 24 日（月）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  『無人自動運転移動サービス・新しいモビリティに係る道路交通法 

改正を踏まえて 自動運転・新しいモビリティ（電動キックボード・

自動配送ロボット）MaaS に関する最新動向と留意点』 

開催日時  2022 年 10 月 25 日（火）9:30～11:30 

講師    佐藤 典仁、秋田 顕精 

主催    JPI（日本計画研究所） 

 

➢ セミナー  『コネクテッドカーのサイバーセキュリティ対策～今とこれから～』 

開催日時  2022 年 10 月 25 日（火）14:00～16:00 

講師    佐藤 典仁、蔦 大輔 

主催    株式会社イード 

 

➢ セミナー  『第 5001 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 10 月 26 日（水）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  『攻めのコンプラから「売れる」コンプラへ！～桃栗 3 年、コンプ 

ラ 8 年～』 

視聴期間  2022 年 10 月 27 日（木）10:00～2022 年 12 月 27 日（火）17:00 

講師    山内 洋嗣 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『無線従事者フォローアップ研修 放送事業研修コース（令和 4 年 

度）「サイバーセキュリティ基本法」』 

開催日時  2022 年 10 月 27 日（木）15:00～16:30 

講師    蔦 大輔 

主催    公益財団法人日本無線協会 

 

➢ セミナー  『会社役員の処遇～会社・役員間をめぐる契約関係の基本と実務～』 

視聴期間  2022 年 10 月 28 日（金）10:00～2023 年 1 月 10 日（火）17:00 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『Q&A で学ぶ中国「反外国制裁法」の影響と実務解説～ウクライ 

ナ情勢・米中対立のポイントを踏まえた日本企業の対応とは～』 

開催日時  2022 年 10 月 28 日（金）14:00～16:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『脱炭素に貢献する送電網の増強～費用便益分析、系統利用ルール、 

高圧直流送電（HVDC）～系統利用ルール等の動向と事業への影

響・展望～再生可能エネルギーの主力電源化に向けた系統利用ルー

ルの動向など～』 

開催日時  2022 年 10 月 28 日（金）13:00～14:30 

講師    木山 二郎 

主催    株式会社技術情報センター 

 

➢ 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～最新法改正と近時の解釈動向を踏まえ

た～』 

開催日時  2022 年 10 月 31 日（月）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 
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➢ セミナー  『第 4964 回金融ファクシミリ新聞社セミナー 「カーボンニュート 

ラルを実現するための環境価値取引～コーポレート PPA に関する

実務的な解説～」』 

開催日時  2022 年 11 月 2 日（水）13:30～15:30 

講師    木山 二郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本 『DES・DDS の実務［第 4 版］』（2022 年 9 月刊） 

 

出版社   株式会社きんざい 

著者    藤原 総一郎（編著）、山崎 良太、稲生 隆浩（著） 

 

➢ 論文    「「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）」の改訂の解説」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2302 

著者    保坂 泰貴 

 

➢ 論文    「株主総会資料電子提供制度の実務対応 Q&A（3）」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2304 

著者    渡辺 邦広、邉 英基、若林 功晃 

 

➢ 論文    「データ域外移転安全評価規則」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.50 No.8 

著者    森 規光、張 雪駿、崔 俊（共著） 

 

➢ 論文    「自動運転実現や新しいモビリティ普及へ前進 改正道路交通法」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 10 月号 

著者    戸嶋 浩二、佐藤 典仁、秋田 顕精、福澤 寛人、古橋 悠 

 

➢ 論文    「民事裁判手続における IT 化を促進 改正民事訴訟法」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 10 月号 

著者    大室 幸子 

 

➢ 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 4 

回 広告規制」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 10 月号 

著者    堀尾 貴将、中野 進一郎 

 

  

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 最終回 経済安全保障を読み解く 

主要 11 分野―国家秘密保全（セキュリティ・クリアランス）、研究

インテグリティ、入国管理編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 10 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「＜特集 2 地政学リスクへの全方位対応＞地政学リスクに対して 

法律家が果たすべき役割」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 11 月号 

著者    梅津 英明 

 

➢ 論文    「企業法務最前線 排出量取引制度についての留意点」 

掲載誌   月刊監査役 739 号 

著者    久保 圭吾（編著） 

 

➢ 論文    「国際契約法務の要点――FIDICを題材として 第 66回～第 71回」 

掲載誌   商事法務ポータル SH4081、4091、4101、4111、4118、4127 

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（26） 最終回 通信の秘密と個人情報保護」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 9 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇 

 

➢ 論文    「タイ法では電子署名は有効か？タイで電子契約を行う際に注意す 

るべきポイントは？」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    細川 怜嗣、パヌパン・ ウドムスワンナクン 

 

➢ 論文    「タイのスタートアップ企業への出資・買収におけるスキームの設 

計と法務デューディリジェンスの留意点」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    細川 怜嗣、パヌパン・ ウドムスワンナクン 

 

➢ 論文    「タイにおけるモバイルゲームの現状と、モバイルゲームをリリー 

スする場合の法的留意点」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    細川 怜嗣、パヌパン・ ウドムスワンナクン 
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➢ 論文    「［座談会］地政学リスクと M&A」 

掲載誌   MARR (Mergers & Acquisitions Research Report)  2022 年 10 月号 

著者    梅津 英明 

 

➢ 論文    「NFT の利活用と政策動向」 

掲載誌   商工ジャーナル No.570（9 月号） 

著者    増田 雅史 

 

➢ 論文    「"中国的"経済安全保障」 

掲載誌   日中経協ジャーナル 2022 年 9 月号 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through – Technology Disputes - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through – Technology Disputes 

著者    田中 浩之、増田 雅史、松本 亮孝 

 

➢ 論文    「The Shareholder Rights And Activism Review Seventh Edition,  

Chapter 8 JAPAN」 

掲載誌   The Shareholder Rights And Activism Review 7th Edition 

著者    松下 憲 

 

➢ 論文    「The International Trade Law Review 8th Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Trade Law Review 8th Edition 

著者    宮岡 邦生、井村 俊介、木内 遼、徐 由（共著） 

 

➢ 論文    「Current Perspectives On the Choice of Singapore Jurisdiction and  

Governing Law in Cross-Border Transactions in Asia」 

掲載誌   SAL Prac 19 

著者    トニー・グランディ、ソニ・ティワリ 

 

➢ 論文    「The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law  

Review 3rd Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law  

Review 3rd Edition 

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

➢ 伊藤 洋一郎 氏が入所しました 

当事務所は、2022 年 9 月 5 日付で、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会

社投資銀行本部のマネージング・ディレクター等であった伊藤 洋一郎 氏を当事

務所のエグゼクティブ・アドバイザーとして迎えました。 

伊藤 洋一郎 氏は、1997 年に弁護士としてキャリアをスタートさせた後、2001

年にモルガン・スタンレー証券会社（当時）（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー

証券株式会社）に入社し、本年 4 月に同社を退社するまでの間、同社投資銀行本

部において、国内外 の M&A や資本市場関連の取引にフィナンシャル・アドバイ

ザー等として従事され、また、2010 年からは、同本部マネージング・ディレク

ター及び金融機関担当グループ（Financial Institutions Group）共同統括責任者と

して、同グループや投資銀行部門の運営にも関与してこられました。 

当事務所としては、伊藤 洋一郎 氏の豊富な知見や日本国内外にわたるネット

ワークを当事務所の運営に活かしていくことにより、当事務所の業務運営とリー

ガルサービスの更なる向上を実現してまいります。 

 

森・濱田松本法律事務所 

（以下、伊藤 洋一郎 氏のご挨拶） 

拝啓 

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

この度、森・濱田松本法律事務所エグゼクティブ・アドバイザーに就任致しまし

た。 

過去 20 年余りの間、投資銀行の世界から、企業活動を支える必要不可欠な存在

としての法律事務所の活動を拝見して参りました。この間、社会や企業活動の構

造的な変化に応じて、法律事務所はサービスの質、領域など様々な面においてダ

イナミックな変貌を遂げて来たものと拝察しております。今後、企業活動が更に

複雑性とスピードを増し、また、繊細な判断を必要とする場面が増えることが容

易に想像される中、当事務所が、より多くのクライアントの皆さまのご期待に応

え、より一層社会に貢献することができるよう、エグゼクティブ・アドバイザー

の立場にて尽力する所存です。 

皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

2022 年 9 月吉日 

伊藤 洋一郎 
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➢ 村田 渉 弁護士が入所しました 

当事務所は、2022 年 9 月 1 日付で、村田 渉 弁護士を客員弁護士として迎えま

した。 

村田弁護士は、2020 年 12 月に東京高等裁判所部総括判事を定年退官されるまで

の間、裁判実務の第一線で数多くの事件に携わってきたことに加え、司法研修所

民事裁判教官、同第一部上席教官や法科大学院教授を務めるなど、法曹養成、教

育における豊富な経験と実績を有しております。 

村田弁護士の入所により、当事務所は、民事訴訟を中心とする紛争処理の分野に

おいて、さらに充実したリーガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存で

す。 

 

森・濱田松本法律事務所 

（以下、村田 渉 弁護士のご挨拶） 

拝啓 

皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。 

さて、私は、一昨年（2020 年）12 月 14 日付けをもちまして、東京高等裁判所

部総括判事を最後に、36 年余りにわたり勤務した裁判所を定年により退官いた

しました。その後、昨年（2021 年）4 月より中央大学大学院法務研究科教授(民

事訴訟法担当)として教鞭をとっておりましたが、この度、森・濱田松本法律事

務所に客員弁護士として入所させて頂くことになりました。昭和 59年（1984年）

4 月に新任判事補として東京地裁に配属され、当初は刑事事件を担当しましたが、

その後は専ら民事・家事関係の事件を担当し、各地の裁判所で多くの事件に取り

組み、様々な弁護士の訴訟活動等を見て裁判のあり方を考える機会に恵まれまし

た。この間、司法研修所では民事裁判科目の担当教官あるいは上席教官として、

また裁判官研修担当の上席教官として、後進法曹の育成指導等に当たり、地裁所

長として司法行政にも携わってまいりました．このような中で、多くの方々との

出会いにも恵まれ、様々な形で貴重な経験を積むことができました。今後は、裁

判官として培った知識と経験を生かしながら、当事務所の一員として弁護士の職

務に精励し、微力を尽したいと考えています。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

2022 年 9 月吉日 

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

当事務所と当事務所の弁護士が日本において以下の通り高い評価を受けており

ます。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、

シンガポール及びベトナムにおいても以下の分野と各オフィスに所属する弁護

士が上位グループにランキングされ、高い評価を受けております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Banking 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

・Capital markets : Structured finance and securitisation 

・M&A 

・Private equity 

・Project development 

・Project finance 

  

THAILAND 

Tier 1 

・Banking and finance 

・Project development 

Tier 2 

・M&A 

・Restructuring and insolvency 

Tier 3 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

 

MYANMAR 

Tier 2 

・Financial and corporate 

Tier 3 

・Project development 
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VIETNAM 

Other notable 

・Financial and corporate 

 

弁護士 

Practice Area 

JAPAN 

・Banking 

Market leader: 佐藤 正謙、前田 博 

Highly regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、小林 卓泰、武川 丈士、青山 大樹、

根本 敏光 

Notable practitioner: 竹野 康造、丸茂 彰、植田 利文 

・Banking and finance 

Rising star partner: 白川 佳 

・Capital markets 

Highly regarded: 武川 丈士 

・Capital markets -Debt 

Highly regarded: 箱田 英子、安部 健介、鈴木 克昌、田井中 克之 

Notable practitioner: 藤津 康彦 

Rising star partner:石橋 誠之 

・Capital markets -Equity 

Highly regarded: 安部 健介、鈴木 克昌、尾本 太郎 

Notable practitioner: 天野 園子 

Rising star partner: 佐伯 優仁 

Rising star: 繁多 行成 

・Capital markets - Structured finance and securitisation 

Market leader: 佐藤 正謙 

Highly regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、小林 卓泰、江平 享、根本 敏光 

・REIT 

Highly regarded: 尾本 太郎、根本 敏光 

・Investment funds 

Notable practitioner: 三浦 健 

・M&A 

Highly regarded: 河井 聡、棚橋 元、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、内田 修

平、根本 敏光 

Notable practitioner: 丸茂 彰、戸嶋 浩二、篠原 倫太郎、林 宏和、熊谷 真和、

関口 健一 
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・Private equity 

Highly regarded: 棚橋 元、石綿 学 

Notable practitioner: 林 宏和 

・Project development 

Highly regarded: 小林 卓泰、岡谷 茂樹 

・Project finance 

Market leader: 前田 博 

Highly regarded: 小林 卓泰、武川 丈士、岡谷 茂樹、村上 祐亮 

Notable practitioner: 島 美穂子 

Rising star partner: 末廣 裕亮 

・Restructuring and insolvency 

Highly regarded: 棚橋 元 

 

SINGAPORE 

・Capital markets - Debt 

Highly regarded: トニー・グランディ 

・Capital markets - Equity 

Highly regarded: トニー・グランディ 

 

THAILAND 

・Banking 

Market leader: ジェッサダー・サワッディポン 

Highly regarded: ジョセフ・ティスティウォン、プラーニー・クリンラット、

スパトラー・サターポンナーノン 

・Banking and finance 

Notable practitioner: サランポーン・チャイアナン 

・Capital markets 

Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、タナナン・タマ

キァット 

・M&A 

Highly regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Project development 

Highly regarded: ジョセフ・ティスティウォン 

・Project finance 

Market leader: ジェッサダー・サワッディポン 

Highly regarded: ジョセフ・ティスティウォン、プラーニー・クリンラット、

スパトラー・サターポンナーノン 
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・Restructuring and insolvency 

Notable practitioner: スパルーク・ラグサリゴーン 

Rising Star Partner: ナティー・シーラチャルァン 

 

MYANMAR 

・M&A 

Highly regarded: キンチョー・チー 

・Project development 

Highly regarded: キンチョー・チー 

Rising star partner: 井上 淳 

 

VIETNAM 

・M&A 

Highly regarded: キンチョー・チー 

 

Industry Sector 

JAPAN 

・Automotive 

Highly regarded: 箱田 英子、江平 享 

・Banking 

Highly regarded: 諏訪 昇 

・Energy 

Highly regarded: 小林 卓泰、武川 丈士 

・Financial services 

Highly regarded: 諏訪 昇、箱田 英子 

・Industrials and manufacturing 

Highly regarded: 箱田 英子 

 

・Insurance 

Highly regarded: 河井 聡、江平 享、田井中 克之 

Notable practitioner: 藤津 康彦 

・Investment management 

Notable practitioner: 三浦 健 

・Mining 

Notable practitioner: 島 美穂子 

・Natural resources 

Notable practitioner: 島 美穂子 
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・Oil and gas 

Notable practitioner: 島 美穂子 

・Pharmaceuticals and life sciences 

Highly regarded: 河井 聡、諏訪 昇、棚橋 元 

・Real estate 

Highly regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、尾本 太郎、江平 享、岡谷 茂樹、

根本 敏光、田井中 克之 

Notable practitioner: 藤津 康彦 

・Social infrastructure 

Market leader: 前田 博 

・Technology and telecommunications 

Highly regarded: 棚橋 元 

・Transport 

Market leader: 前田 博 

・Utilities 

Market leader: 前田 博 

 

THAILAND 

・Automotive 

Highly regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Energy 

Market leader: ジェッサダー・サワッディポン 

Highly regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、プラーニー・クリ

ンラット、スパトラー・サターポンナーノン 

・Natural resources 

Highly regarded: スパトラー・サターポンナーノン 

・Oil and gas 

Market leader: ジェッサダー・サワッディポン 

・Real estate 

Highly regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、プラーニー・クリ

ンラット 

・Utilities 

Market leader: ジェッサダー・サワッディポン 

 

MYANMAR 

・Energy 

Highly regarded: キンチョー・チー 
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➢ asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて高

い評価を得ました 

当事務所は asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and 

lawyers にて Outstanding として紹介され、当事務所と当事務所の弁護士が以下

の分野及び業種において高い評価を得ております。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、

ベトナムにおいても同様に高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 

・Capital markets (Outstanding) 

・Competition/antitrust (Outstanding) 

・Construction (Outstanding) 

・Corporate and M&A (Outstanding) 

・Dispute resolution (Outstanding) 

・Intellectual property (Highly recommended) 

・Investment funds (Outstanding) 

・Labour and employment (Outstanding) 

・Private equity (Highly recommended) 

・Regulatory (Outstanding) 

・Restructuring and insolvency (Highly recommended) 

・Tax (Highly recommended) 

Industry sector 

・Banking and financial services (Outstanding) 

・Consumer goods and services (Outstanding) 

・Energy (Outstanding) 

・Infrastructure (Recommended) 

・Insurance (Recommended) 

・Media and entertainment (Highly recommended) 

・Real estate (Outstanding) 

・Technology and telecommunications (Recommended) 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 

・Capital markets (Recommended) 



 
 

   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. 

33 
 

・Construction (Highly recommended) 

・Corporate and M&A (Outstanding) 

・Dispute resolution (Recommended) 

・Labour and employment (Highly recommended) 

・Restructuring and insolvency (Highly recommended) 

Industry sector 

・Aviation and shipping (Recommended) 

・Banking and financial services (Outstanding) 

・Consumer goods and services (Highly recommended) 

・Energy (Outstanding) 

・Industrials and manufacturing (Highly recommended) 

・Infrastructure (Outstanding) 

・Insurance (Recommended) 

・Real estate (Highly recommended) 

・Technology and telecommunications (Recommended)  

 

MYANMAR 

Practice area 

・General business law (Highly recommended) 

Industry sector 

・Energy (Highly recommended) 

・Infrastructure (Recommended) 

・Real estate (Recommended) 

 

弁護士 

JAPAN 

Practice area 

・Banking and finance 

Elite practitioner: 佐藤 正謙 

Distinguished practitioner: 石川 直樹、青山 大樹 

Notable practitioner:岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

・Capital markets 

Elite practitioner: 鈴木 克昌 

Distinguished practitioner: 尾本 太郎 

Notable practitioner: 藤津 康彦、根本 敏光 

・Competition/antitrust 

Distinguished practitioner: 伊藤 憲二 
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・Corporate and M&A 

Elite practitioner: 石綿 学 

Distinguished practitioner: 棚橋 元、大石 篤史 

Notable practitioner: 土屋 智弘、松村 祐土、戸嶋 浩二、松下 憲 

Rising star: 佐伯 優仁 

・Dispute resolution 

Distinguished practitioner: 関戸 麦 

Notable practitioner: 岡田 淳 

・Energy 

Distinguished practitioner: 小林 卓泰 

・Infrastructure 

Elite practitioner: 前田 博 

・Intellectual property 

Distinguished practitioner: 三好 豊 

Notable practitioner: 田中 浩之 

・Investment funds 

Elite practitioner: 三浦 健 

Distinguished practitioner: 竹野 康造、大西 信治 

・Labour and employment 

Distinguished practitioner: 高谷 知佐子 

・Private equity 

Elite practitioner: 石綿 学 

Distinguished practitioner: 棚橋 元 

・Real estate 

Distinguished practitioner: 小澤 絵里子 

・Regulatory 

Rising star: 山内 洋嗣 

・Restructuring and insolvency 

Elite practitioner: 藤原 総一郎 

Notable practitioner: 稲生 隆浩 

・Tax 

Distinguished practitioner: 大石 篤史 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance 

Elite practitioner: ジェッサダー・サワッディポン 

Distinguished Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 
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Notable practitioner: スパトラー・サターポンナーノン、デイビット・ベック

ステッド 

Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

・Corporate and M&A  

Distinguished Practitioner: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

Notable practitioner: 秋本 誠司 

・Real estate 

Distinguished practitioner: タナナン・タマキァット 

Industry sector 

・Energy 

Rising star: サランポーン・チャイアナン 

 

MYANMAR 

Practice area 

・Corporate and M&A 

Senior statesman: キンチョー・チー 

 

VIETNAM 

Practice area 

・Corporate and M&A 

Rising star: 西尾 賢司、ハ・ティ・ヅゥン 

 

➢ Who's Who Legal: Japan 2022 にて当事務所の弁護士が選出されました 

Law Business Research が発行する Who’s Who Legal: Japan 2022 にて、当事務

所の弁護士が以下の分野にて National Leader に選出されました。 

 

・Arbitration 

関戸 麦 

ダニエル・アレン 

 

・Banking 

佐藤 正謙 

松村 祐土 

 

・Capital Markets 

佐藤 正謙 

藤津 康彦 

鈴木 克昌 
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尾本 太郎 

熊谷 真和 

根本 敏光 

田井中 克之 

 

・Competition 

伊藤 憲二 

宇都宮 秀樹 

加賀美 有人 

眞鍋 佳奈 

高宮 雄介 

 

・Construction & Real Estate 

佐藤 正謙 

諏訪 昇 

小澤 絵里子 

佐伯 優仁 

 

・Data 

小野寺 良文 

増島 雅和 

田中 浩之 

松本 亮孝 

 

・Insurance & Reinsurance 

増島 雅和 

 

・Litigation 

関戸 麦 

 

・M&A and Governance 

河井 聡 

土屋 智弘 

石綿 学 

大石 篤史 

松村 祐土 

内田 修平 

関口 健一 
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・Private Funds 

竹野 康造 

三浦 健 

田中 光江 

 

・Project Finance 

小林 卓泰 

前田 博 

 

➢ ALB Asia M&A Rankings 2022 にて高い評価を得ました 

Thomson Reuters が発行する ALB （Asian Legal Business） Asia 2022 年 9 月

号の特集記事 「ALB Asia M&A Rankings 2022」 にて、当事務所が高い評価を

受けました。さらに、タイ（Chandler MHM Limited）、ベトナムにおいても上位

グループにランキングされております。 

 

JAPAN Domestic: Tier 1 

Thailand: Tier 2 

Vietnam: Notable Firm 

 

➢ M&A フォーラム賞正賞 『RECOF 賞』を受賞しました  

M&A フォーラムによる第 16 回 M&A フォーラム賞が発表になり、当事務所の石

綿 学 弁護士が執筆に参加した『バリュエーションの理論と実務』（日本経済新

聞出版）が、M&A フォーラム賞正賞『RECOF 賞』を受賞いたしました。 

 

➢ 韓国語特設ページリリースのお知らせ 

このたび、当事務所ウェブサイトの韓国語特設ページをリリースしましたので、

ご報告いたします。 

 

➢ 石田 渉 弁護士が中小企業庁 認定経営革新等支援機関に認定されました 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が特許庁 令和 4 年度産業財産権制度問題調査研究（オープン

イノベーションを促進するための契約ガイドラインに関する調査研究）に関する

委員会委員に就任しました 

 

➢ 堀 天子 弁護士が内閣府国家戦略特区ワーキンググループ 委員に就任しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士がアドバイザーを務める「Web3.JP」が、自由民主党デジタル

社会推進本部 Web3PT に対し政策提言を行いました 

https://www.mhmjapan.com/kr/
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➢ 大段 徹次 弁護士が内閣府宇宙開発戦略推進事務局主催「S-Booster 2022」メン

ターに就任しました 

 

➢ 道垣内 弘人 弁護士が経済産業省 資源エネルギー庁 CCS事業・国内法検討ワー

キンググループ 委員に就任しました 

 

 

 

 

（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 


