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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 11 月号（Vol.107）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：特許法 102 条 2 項と 3 項の重畳適用に関する知財高裁

大合議判決

知的財産高等裁判所特別部は、2022 年 10 月 20 日、特許権侵害訴訟において、大合

議判決（「本大合議判決」）を言い渡しました（大合議事件として指定されたのは 14 件

目となります）。 

本大合議判決では、特許権侵害における損害賠償に関して、 
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① 特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろ

うという事情が存在する場合には、特許権者がその侵害行為により損害を受けたもの

として、特許法 102 条 2 項が適用されるべきところ、特許権者が、侵害品と需要者

を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出

又は販売することができたという競合関係にある製品を輸出又は販売していた場合

には、当該侵害行為により特許権者の当該製品の売上げが減少したものと評価できる

から、上記事情が存在するものとして、同項が適用されること 

② 特許法 102 条 2 項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分

について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条 3 項が

適用されること 

を前提とした上で、 

③ 特許法 102 条 2 項の推定の覆滅事由のうち、特許発明が侵害品の部分のみに実施さ

れていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については同条 3 項の適用

を否定したが、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については

同項の適用を認めた事例となります。 

 令和元年の特許法改正により、特許法 102 条 1 項と 3 項の重畳適用の可否について

は立法的な解決がなされましたが、特許法 102 条 2 項と 3 項の重畳適用の可否につい

ては立法上の手当てがなされず、依然として論点として残っておりました。 

本大合議判決は、当該論点に関する判断（上記②参照）を示したものであり、今後の

裁判実務にも影響を与えるものであることから、その内容には留意しておくべきといえ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委・経産省「サプライチェーン全体のサイバー

セキュリティ向上のための取引先とのパートナー

シップの構築に向けて」を公表 
 

公取委及び経産省は、2022 年 10 月 28 日、「サプライチェーン全体のサイバーセキュ

リティ向上のための取引先とのパートナーシップの構築に向けて」（「本考え方」）を公

表しました。本考え方は、近年、サプライチェーン上の弱点を狙ったサイバー攻撃が顕

在化・高度化していることを受け、サプライチェーンをサイバー攻撃から保護するため、

(1)中小企業等が講じるべきサイバーセキュリティ対策の施策を紹介し、及び(2)発注側
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企業の取引先に対するサイバーセキュリティ対策の支援・要請に関する考え方、特に独

禁法・下請法上の留意点を整理したものであり、概要は以下のとおりです。 

 

(1) 中小企業等におけるサイバーセキュリティ対策 

中小企業等におけるサイバーセキュリティ対策について、経産省・独立行政法人情報

処理推進機構（IPA）は以下の施策を整備しており、政府は、発注側企業が取引先にこ

うした施策の活用を促していくことを期待しているとしています。 

① サイバー攻撃への対処として不可欠なサービスをワンパッケージで安価に提供

する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」 

② 自ら情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する「セキュリティアク

ション」 

③ 情報セキュリティ対策に取り組む際の指針・手順・方法等をまとめた「中小企業

の情報セキュリティ対策ガイドライン」 

④ 産業界が一体となってサイバーセキュリティ対策の推進運動を進めていくこと

を目的として設立された「サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソー

シアム」の取組への積極的参加 

 

(2) 発注側企業の取引先に対するサイバーセキュリティ対策の助言・支援の考え方 

発注側企業が取引先に対しサイバーセキュリティ対策の実施を要請することが直ち

に独禁法上問題となるわけではなく、むしろ政府は今般、上記(1)の施策の活用を発注側

企業が取引先に促すことを期待している状況にあります。しかし、下表のような行為に

ついては、独禁法上の優越的地位の濫用1や下請法違反として問題となるおそれがある

とされています。 

No. 行為類型 問題となるおそれのある発注側企業の具体的行為 

1 
取引の対価の 

一方的決定 

・取引先に有償のセキュリティ対策を要請したにもかかわらず、それによ

るコスト上昇分の取引価格への反映について明示的に協議することな

く、従来通りの価格に据え置く場合 

・取引先にセキュリティ対策を要請したところ、コスト上昇を理由とする

取引価格の引上げを求められたにもかかわらず、それに応じない理由を

書面・電子メール等で回答することなく、従来通りの価格に据え置く場

合 

・下請事業者との関係では、コスト上昇分を考慮することなく、著しく低

い下請代金の額を不当に定めた場合には、下請法上の「買いたたき」と

して問題となる 

2 
セキュリティ対

策費の負担要請 

取引先にセキュリティ対策費等の名目での金銭負担を要請し、当該対策

費の負担額・算出根拠等について明確になっておらず取引先にあらかじ

 
1 行為者の取引上の地位が相手方に優越していること、また、取引の相手方が今後の取引に与える影響

等を懸念して、行為者による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となる。 
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め計算できない不利益を与えることとなる場合や、取引先の金銭負担が

合理的な範囲を超えた負担となる場合 

（下請事業者との関係についても同様） 

3 購入・利用強制 

サイバーセキュリティ対策の要請に際して、合理的な必要性がないにも

かかわらず、取引先に自己の指定する商品や役務の利用を強制する場合 

例：取引先は、発注側企業から要請されたサイバーセキュリティ対策と

同等以上の対策を既に講じているにもかかわらず、発注側企業の指

定する事業者が提供する高価なセキュリティサービスの利用を強制

する場合 

（下請事業者との関係についても同様） 

 

昨今、サプライチェーンについては、原材料や製品の安定調達・供給、CSR の推進

等の観点から、様々な見直しや取組みが求められるようになっています。サプライ

チェーンにおけるサイバーセキュリティ対策もその一環として位置付けることができ、

発注側企業にはイニシアチブを取ることが期待されている一方で、中小企業に対する一

方的な負担の押しつけは独禁法・下請法上問題となり得るため、十分に協議して記録を

残しておくといった適切なプロセスを経ることが重要となります。現在、公取委は「優

越 G メン」による優越的地位濫用を摘発・是正するための緊急調査を継続しているほ

か、中小企業庁等とともに下請法に関する調査を精力的に実施しています。既に調査を

受けている企業も少なくないと思われますが、これまで調査を受けていない企業も突然

調査を受ける可能性は十分ありますので、この機会に優越的地位濫用や下請法の遵守体

制を再確認しておかれることをお勧めします。 
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4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法等に関する「制度的な検討を要

する論点の整理」の公表 
 

2022 年 10 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

（「小委員会」）により、「制度的な検討を要する論点の整理」2（「本整理」）が公表され

ました。本整理は、再生可能エネルギー政策に関する小委員会のこれまでの議論の方向

性を取りまとめ、今後詳細な制度的な検討等が必要となる事項や委員等の主な指摘事項

を整理するとともに、「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に

関する検討会」で取りまとめられた具体的なアクションのうち、今後、制度的な対応と

して集中的に検討すべき事項についても集約したものです。本整理の記載内容は多岐に

亘りますが、大きく分けて、①地域と共生した再エネの導入、②再エネの大量導入に向

けて、③電力ネットワークの次世代化の 3 つの視点から論点が整理されています。 

①については、地域と共生した再エネ導入に向けて、土地開発前段階、土地開発後～

運転開始後・運転中段階、廃止・廃棄段階の各事業実施段階と、横断的事項に分けて論

点が整理され、各課題の解決に向けた具体的なアクションが取りまとめられています。

特に注目される点としては、土地開発後～運転開始後・運転中段階において、違反の未

然防止や違反状況の早期解消を促すため、例えば関係法令の違反状態における売電収入

（FIT・FIP 交付金）の交付を留保するといった再エネ特措法上の新たな仕組みを検討

するものとされています。また、横断的事項として、事業譲渡時の再エネ特措法に基づ

く変更認定に関し、申請にあたり地域への説明会等の開催を義務付けることや、例えば

関係法令等に違反している場合は申請を認定不可とするといった厳格な対応を検討す

るものとされています。 

②については、以下の 4 点が特に注目されます。(i)まず、現行制度上では、太陽電池

の貼り替え・増強時に増出力分が 3kW 又は 3%を超えた場合には、設備全体の調達価

格・基準価格が最新価格へ変更されるところ、既存再エネ発電設備等の有効活用の観点

から太陽電池の出力増加を促進するため、認定出力のうち当初設備相当分は価格を維持

することとし、増出力分相当は十分に低い価格を適用する方向で詳細な制度を検討する

こととされています3。次に、蓄電池の活用促進策として、(ii)現在の運用上許容されな

い系統側からの充電も許容することで蓄電池の稼働率を向上させるため、蓄電池から放

電された電気量を、系統側から充電された電気量と認定発電設備から充電された電気量

の比率で按分することで、発電側由来の電気量を特定することを前提として、認定発電

設備由来の電気量についてFIT買取やFIPプレミアム交付の対象とする方向で必要なシ

ステム改修等や計量に関する実務的な整理をすることとされています4。また、(iii)FIP

移行案件において事後的に PCS よりも太陽電池側に蓄電池を設置する際、太陽電池の

出力が PCS の出力を上回っている場合には、最新の基準価格に変更するのではなく、

発電設備の出力（PCS 出力と過積載部分の太陽電池出力）と基準価格（蓄電池設置前

 
2 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/20221007_1.pdf 
3 詳細は、Client Alert 2022 年 9 月号（Vol.105）をご参照ください。 
4 詳細は、Client Alert 2022 年 7 月号（Vol.103）をご参照ください。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/20221007_1.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065422/20220905-015658.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065422/20220905-015658.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065108/20220705-023201.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065108/20220705-023201.pdf
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価格と十分に低い価格）の加重平均値に価格変更する方向で検討するものされていま

す 5。(iv)さらに、低圧太陽光発電設備については、小売電気事業者やアグリゲーターと

連携した取組を促す観点から一定の条件を求めつつ、FIT 制度（地域活用要件あり）に

加えて、FIP 制度を選択可能とする方向で検討されています。 

③については、マスタープラン等を踏まえた系統整備、系統接続・利用の高度化、系

統増強等の投資費用の回収方法につき論点整理や意見がまとめられています。 

上記に挙げた検討事項は、新規案件のみならず既存案件にも大きな影響を及ぼし得る

ものですので、多くの関係事業者において今後の議論の動向を引き続き注視していくこ

とが必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：労働者協同組合法の施行について 
 

2022 年 10 月 1 日、労働者協同組合法（「労協法」）が施行されました。労協法は、労

働者協同組合の設立や運営、管理等について定めた法律であり、①組合員が出資するこ

と、②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、③組合員が組合

の行う事業に従事することを基本原則とし、持続可能で活力ある地域社会に資する事業

を行うことを目的とされています。 

労協法は、日本における少子高齢化が進む中、人口の減少する地域において、介護、

障害福祉、子育て支援、地域づくり等幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その

担い手が必要とされているため、それぞれの様々な生活スタイルや多様な働き方が実現

されるよう、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員

自らが事業に従事することを基本原理とする新たな組合を創設する必要があるという

背景により策定されるに至っています。 

組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とし、法人組合員は認められ

ないため、企業としては特段関連がない施行のようにも思われますが、今後、新たな法

人として労働者協同組合が生じることとなり、労協法による一定の影響は生じ得るもの

と考えられます。労協法については、施行後 5 年を目途として、施行状況等を勘案して

検討を行い、その結果に応じて必要な措置を講ずることとされておりますので、労協法

に関する更新情報は認識することが必要と考えられます。 

 
5 詳細は、Client Alert 2022 年 9 月号（Vol.105）をご参照ください。 
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6. 会社法：法務省、会社法施行規則等の一部を改正する省令案に関す

る意見募集 

 

2022 年 10 月 7 日、法務省は、会社法施行規則等の一部を改正する省令案（本省令案）

に関する意見募集を開始しました。本省令案は、電子提供制度における書面交付請求を

した株主に交付する書面（「電子提供措置事項記載書面」）への記載を要しない事項を拡

大するとともに、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象事項においても同様

の見直しをするため、会社法施行規則及び会社計算規則並びに会社法施行規則及び会社

計算規則の一部を改正する省令の改正を提案するものです。主な内容は下記のとおりで

す。 

1 電子提供措置事項記載書面への記載を求めない事項 

現行法上電子提供措置事項記載書面に記載すべきとされている事項のうち、下記各事

項についても、記載することを要しないこととする旨の改正を提案しています（本省令

案による改正後会社法施行規則 95 条の 4 第 1 項 2 号ないし 4 号）。 

 事業の経過及びその成果（会社法施行規則 120 条 1 項 4 号） 

 対処すべき課題（会社法施行規則 120 条 1 項 8 号） 

 役員の責任限定契約に関する事項（会社法施行規則 121 条 3 号、同 125 条 1 号、

同 126 条 7 号） 

 補償契約に関する事項（会社法施行規則 121 条 3 号の 3 ないし 3 号の 4、同 125

条 2 号ないし 4 号、同 126 条 7 号の 2 ないし 7 号の 4） 

 役員等賠償責任保険契約に関する事項（会社法施行規則 121 の 2） 

 貸借対照表及び損益計算書に記載又は記録すべき事項（会社法 435 条、同法 437

条） 

 連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載又は記録すべき事項（会社法 444 条 6

項） 

2 ウェブ開示事項について 

いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度（会社法施行規則 94 条等）についても、

みなし提供制度の対象事項が拡大され、上記 1 に掲げる事項と同様の事項について、

ウェブ開示によるみなし提供制度の対象とする旨の改正が提案されています（本省令案

による改正後会社法施行規則 133 条 3 項、会社計算規則 133 条 4 項）。 
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なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2023 年 2 月 28 日までを期限とし

て時限的にウェブ開示の対象に含まれている事項（令和 3 年法務省令 45 号。詳細は、

Client Alert 2022 年 1 月号（Vol.97）をご参照ください。）については、本改正案の施行

日以降は、当該時限的な拡大措置が不要となるため、本省令案では、「2023 年 2 月 28

日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に

ついては、ウェブ開示に関する規定は、なお効力を有するものとされる」と定める令和

3 年法務省令 45 号附則 2 条但書を削除することも提案されています。 

 

本省令案は、公布の日から施行する予定とされています。但し、いわゆるウェブ開示

によるみなし提供制度に関する改正規定は、2023 年 3 月 1 日から施行する予定とされ

ているところ、上場会社は 2023 年 3 月総会から株主総会資料の電子提供措置制度の利

用が義務付けられます。各社は、2023 年 2 月 28 日までに招集される株主総会における

ウェブ開示事項について再度確認するとともに、2023 年 3 月総会以降の電子提供措置

事項記載書面への記載事項について整理し、電子提供措置制度の導入に備える必要があ

ります。 

 

＜参考資料＞ 

e-gov パブリック・コメント：「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見

募集」（2022 年 10 月 7 日） 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300

080280&Mode=0  

 

 

 

7. 危機管理：国際テロリスト財産凍結法等の一部を改正する法律案の  

国会提出 
 

2022 年 10 月 26 日、国際テロリスト財産凍結法等の一部を改正する法律案（本改正

法案）が国会に提出されました。本改正法案は、2021 年 8 月に公表された FATF によ

る第 4 次対日審査報告書における①資産凍結措置の強化、②暗号資産等への対応の強化、

③マネーロンダリング対策等の強化のための法改正に取り組むべき旨の勧告に対応す

るためのものであり、国際テロリスト財産凍結法のほか、外為法、組織的犯罪処罰法、

麻薬特例法、テロ資金提供処罰法及び犯罪収益移転防止法を改正する内容となっていま

す。 
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具体的には、改正法案においては、FATF 勧告①との関係では、大量破壊兵器拡散に

関わる者が行う居住者間取引に対する資産凍結を可能とする改正が予定されています。

また、②との関係では、(i)マネーロンダリングに係る罪の法定刑引上げ、(ii)犯罪収益等

として没収可能な財産の範囲の拡大、(iii)テロ資金等提供罪の処罰対象となる行為の拡

大、(iv)法律・会計専門家の確認義務等に係る規定整備（法律・会計等専門家に係る取

引時の確認事項に取引目的、法人の実質的支配者等を追加するとともに、疑わしい取引

の届け出義務に関する規定を整備）が予定されています。そして、③との関係では、(i)

暗号資産交換業者に対する暗号資産移転時に送付人及び受取人の情報を相手方業者に

通知することの義務化（トラベルルール）、(ii)暗号資産交換業者、銀行等に対する資産

凍結措置を適切に実施するための態勢整備の義務化、(iii)ステーブルコイン取引の居住

者・非居住者間取引に対する資産凍結の強化が予定されています。 

本改正法案が可決・施行された場合、資産凍結の潜在的な対象となる取引の範囲が拡

大することとなるほか多様な業種に影響があり得るため、本改正法案の動向は今後も注

視すべきものと考えられます。 

 

 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：「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」に関するパブリックコメントの

実施 

 

内閣官房新しい資本主義実現本部事務局は、本年 9 月 13 日、「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」）を公表し、本方向性は同日より同月

27 日までパブリックコメントに付されました。 

本方向性は、フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働

くことのできる環境を整備するため、事業者に対して、フリーランスに業務を委託する

際の遵守事項を定めるものです。本方向性においては、事業者の遵守事項として、①契

約時の書面交付義務や一定期間内の報酬支払義務等の設定、②フリーランスの募集に際

する的確表示義務、③フリーランスに対する一方的な報酬減額等の禁止等を定め、これ
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らの義務の履行を担保するため、④事業者に対する指導・勧告等の各種義務履行確保措

置を設ける方向性が示されています。 

これまでフリーランスにかかる取引の適正化に関しては、公正取引委員会等が 2021

年 3 月 26 日に取りまとめた「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」が一定の考え方を示していました。しかし、同ガイドラインは一定以

上の規模の事業者とフリーランスとの取引に下請代金支払遅延等防止法（「下請法」）の

適用があり、それ以外の取引は独占禁止法上の優越的地位の濫用として規制の対象とな

る場合があることを前提に、事業者とフリーランスとの取引において事業者が遵守すべ

き事項を定めるものでした。 

本方向性は、フリーランスに業務を委託する事業者全般に対して一定の法律上の義務

を課すことで、これまで下請法の適用を受けられていなかったフリーランスとの取引に

も規制を及ぼし、フリーランスに対するより一層の保護を図るものです。 

本方向性に対するパブリックコメント（全 622 件）においては、フリーランスや相手

方事業者の定義を明確にすべきである等の新しい法制度の適用対象に関する意見や、事

業者が新しい法制度に定められる遵守事項や禁止事項に違反した場合には罰則を設け

るべきである等の義務履行確保の手段に関する意見等が出されております。今後、パブ

リックコメントを踏まえ、フリーランスとの取引の適正化のための法制度の詳細設計が

なされるものと考えられますが、フリーランスを活用する企業も増加しており、今後の

制度設計の状況に着目していく必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

「「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」に関する意見募集に寄せられ

た御意見について」 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242184 

「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」 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241038 

「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」 

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf 
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9. M&A：資本業務提携の必要性・合理性を勘案し不公正発行に該当し

ないと判断した高裁決定（高決令和 4 年 2 月 10 日） 

 

大阪高裁は、経営支配権争いの中で資本業務提携契約を締結することを目的として行

われた新株発行が「著しく不公正な方法による」ものであるとして（会社法 210 条 2

号）、その仮の差止めが求められた事案において、既存株主の持株比率を大幅に低下さ

せることにより会社の現経営陣の支配権を維持することが新株発行の目的の一つで

あったとしても、新株発行による会社と第三者との資本業務提携が実態を有するもので

あることを踏まえれば、その目的が新株発行の主要な目的であるとまでは言えないとし

て、「著しく不公正な方法による」新株発行には当たらないと判断しました（大阪高決

令和 4 年 2 月 10 日）。 

新株発行につき複数の目的が併存している場合においては、新株発行が現経営陣の経

営支配権の維持・確保を主要な目的として行われるときに「著しく不公正な方法による」

発行に当たるとする基準（主要目的ルール）が裁判上定着しています。近時の裁判例に

おいては、経営支配権争いのある場合の新株発行について事業上の合理性を否定し、そ

の差止めを認める事例も見られるところですが、本決定は、支配権争いのさなかに行わ

れた資本業務提携についても、事業上の必要性・合理性があるとして、新株発行の差止

めを認めませんでした。主要目的ルールの運用に関する裁判所の判断については、今後

も注目する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. キャピタル・マーケッツ：東証、「事業計画及び成長可能性に関する

事項」の開示例を公表 

 

東京証券取引所（東証）は、2022 年 10 月 7 日、「事業計画及び成長可能性に関する

事項」の開示例を公表しました（本開示例）。 

グロース市場は、「高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・

適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリス

クが高い企業向けの市場」と位置付けられており、グロース市場の上場会社は、投資者

に合理的な投資判断を促す観点から、ビジネスモデル、市場環境、競争力の源泉、事業

計画、リスク情報の各項目について「事業計画及び成長可能性に関する事項」として継

続的な開示が求められています。本開示例は、投資者・アナリストからのご意見等を踏
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まえ、当該開示のポイントや投資者に対し分かりやすく情報提供されていると考えられ

る開示例が各項目ごとに取りまとめられたものです。 

本開示例では、ビジネスモデルにつき、産業全体（バリューチェーンにおける自社の

位置や提供する付加価値、自社の成長と産業全体の成長の関係性）を意識した説明をす

ることが有用であること、収益・キャッシュフローの獲得方法の説明が重要であること、

市場環境については、TAM（Total Addressable Market）を示す場合、その中で会社が

具体的にターゲットとしている市場やアクセスできる市場（いわゆる、SAM

（Serviceable Available Market）や SOM（Serviceable Obtainable Market））を示すこ

とや、どのように当該市場を獲得していくのかを成長戦略と関連付けて記載することが

重要であること、事業計画については、成長戦略につき、中長期的な成長に対するイメー

ジを共有できるよう、その実現・課題解決に向けた具体的施策や、可能な限り進捗を確

認できるような定量的な記載をすること、経営指標につき、事業の収益構造を踏まえて

事業収益に紐づく指標を KPI として採用しこれを継続的に開示すること、定期的な進捗

状況の開示が重要であること等が指摘されています。 

本開示例により、今後グロース市場上場会社の「事業計画及び成長可能性に関する事

項」の開示が充実することが期待されます。他方で、本開示例においては開示が重要な

いし有用と示された事業計画に関する情報のうち、特に将来の業績等に関する定量的な

情報については、IPO の時点でその実現は不確実であって、その目標等が未達に終わる

リスクがあり、そのことについて投資家からの責任追及を受けるおそれがあることから、

米国をはじめとする海外においては、将来情報は法定開示書類では開示しないことが通

常です。かかるリスクについては、当該将来情報が現時点での予測であり、今後変動す

る可能性があると留保するだけでは回避できないと考えられ、実際の開示の適否にあ

たっては、外部カウンセルの助言を受けた上で慎重に対応することが求められます。 

 

 

 

 

11. 税務：東京高裁、CFC 税制の非関連者基準の充足が争われた事案に

おいて、納税者逆転勝訴の判決 
 

東京高裁は、2022 年 9 月 14 日、英領バミューダに設立された控訴人（納税者。）の

キャプティブ保険子会社（「本件子会社」）について、外国子会社合算税制（いわゆる

CFC 税制）における非関連者基準の充足が争われた事案において、これを満たさない

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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として請求を棄却した第一審判決を取り消し、逆にこれを満たすとして課税処分を取り

消す旨の納税者の逆転勝訴判決を下しました。 

本件では、本件子会社が、非関連者との間で締結した再保険契約（「本件再保険契約」）

に基づき収受する収入保険料が、租税特別措置法施行令（平成 28 年政令 159 号による

改正前のもの）39 条の 117 第 8 項 5 号の括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資

産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」

に該当する否かが争われていました（これに該当する場合には、本件子会社は非関連者

基準を満たします。）。具体的には、控訴人の関連者である「NRFM」が、控訴人のグルー

プ会社が販売する自動車を購入する顧客（「本件各顧客」）との間で、購入資金を貸し付

ける旨の契約を締結しており、当該契約において本件各顧客は一定の内容の生命保険等

への加入を義務付けられておりました。そして、NRFM は、非関連者であるメキシコ法

人「AVM」との間で、本件各顧客の死亡等を保険事故事由とする元受保険（「本件元受

保険」）を締結し、さらに AVM は全保険リスクの一定割合を本件子会社に出再する本件

再保険契約を締結していました。本件の争点は、本件元受保険の「目的」が、関連者で

ある NRFM の本件各顧客に対する貸付債権か、又は、非関連者である本件各顧客の生

命等であるか、です。 

東京高裁は、上記括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産・・・を保険の目的

とする保険」とは、「非関連者の資産等に対する保険危険を担保する保険をいうもの」

であり、「本件元受保険においては、本件各顧客の死亡等を保険事故事由とする旨定め

られている上、NFRM が本件各顧客から保険料相当額の金銭を徴収して AVM に支払う

こととされていることから、保険料の実質的負担者は本件各顧客であり」、「本件元受保

険契約は、本件各顧客がその生命、身体等に係る保険危険を担保することの対価として

保険料を支払い、本件各顧客の死亡等の事由が発生した場合に保険金が支払われる仕組

みとなっているのであるから、本件元受保険契約は、本件各顧客の生命、身体等に対す

る保険危険を担保する保険である」と判示し、本件元受保険は、「関連者以外の者が有

する資産・・・を保険の目的とする保険」に当たると判示しました。 

国は、本判決に対して上告及び上告受理申立てをしており、最高裁の判断が注目され

ます。 
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13. 中国・アジア（タイ）：タイ個人情報保護法（PDPA）に関する 2 つ

のガイドラインの発行 
 

タイの個人情報保護法（Personal Data Protection Act：「PDPA」）は 2022 年 6 月 1

日付で本格的に全面施行がなされました。その後、PDPA 上の主要規定に関する具体的

な基準・条件・手続等を定める下位規則として、2022 年 6 月 20 日付の官報に、処理記

録保持義務、処理記録記載事項、セキュリティ対策等に関する告示が掲載され、発効さ

れていました。 

これに続き、個人情報保護委員会（Personal Data Protection Commission：「PDPC」）

は、2022 年 9 月 7 日付で、データ主体（Data Subject）から同意を取得する方法に関

するガイドライン（「同意取得に関するガイドライン」）及びデータ主体に対する個人情

報取得の目的等の通知方法に関するガイドライン（「通知に関するガイドライン」）を公

表しました。これらのガイドラインは、PDPA に基づき発行されているものの、下位規

則と異なり、本ガイドライン自体は法的効力を有しているわけではないと考えられます。

もっとも、ガイドラインに従わない場合、PDPA 違反の根拠の一つになると考えられて

おり、実質的には本ガイドラインの内容に沿った対応が求められます。以下、両ガイド

ラインの各概要をご説明します。 

 

① 同意取得に関するガイドライン 

 

同意取得に関するガイドラインは、PDPA 23 条及び 25 条に基づき、同意取得の適切

な方法の具体例又は意義の明確化を行うものとなっています。例えば、PDPA 上に規定

されている、同意内容は「一般的ではなく、具体的であるべき」という点について、同

意を取る場合に広義な文言を使用したり、複数の目的についての同意を単一の同意でま

とめて取得するのは適切ではないとしています。換言すれば、包括的な同意は認められ

ないことになります。この点は、これまで当局から示されていた実務上の解釈・運用に

沿ったものであり、実際の同意書作成にあたり参照すべきものと考えられます。また、

同意取得に関するガイドラインには、同意の撤回の方法や未成年者からの同意取得に関

する詳細等も含まれています。 

 

② 通知に関するガイドライン 

 

通知に関するガイドラインは、PDPA 19 条及び 24 条に基づき、データ管理者（Data 

Controller）がデータ主体に対して個人情報取得の目的や詳細を通知する際に考慮すべ

き要素が規定されています。例えば、公平性（データ主体は情報処理の目的を通知され

るべきであり、当該目的はデータ主体が容易に理解可能なものである必要があること）

や目的の限定（データ主体に通知した目的の範囲外でデータを使用してはならないこと

等）が挙げられています。 
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また、通知に関するガイドラインは適切な通知の具体例を挙げており、その中で、「層

構造のアプローチ」（Layered approach）についても言及しています。層構造のアプロー

チとは、例えば主要な情報（データ管理者の詳細や情報の使用目的）を端的に記載し、

それらに関するより詳細な内容についてはウェブサイトへのリンクを記載しリンク先

を参照させるといった通知方法を指します。このような層構造のアプローチの概要が、

PDPC が発行した正式な資料で言及されるのは初めてです。 

 

PDPA の本格的な適用・運用にあたり、データ保護責任者（Data Protection Officer）

に求められる資格条件や個人情報の越境移転に関するルール等、今後も PDPC から下

位規則の策定やガイドラインの発行が予想されており、引き続き動向を注視する必要が

あります。 

 

 

 

14. 新興国（アフリカ）：アルジェリアにおける投資規制の改正 
 

2022 年 7 月 28 日、アルジェリアにおいて投資規制の改正を内容とする新投資法が施

行され、9 月 18 日にその運用細則（新投資法と運用細則をまとめて「本改正」）が公表

されました。 

アルジェリアは、日系企業の進出ケースはまだまだ少ないものの、アフリカ大陸北部

に位置する同国は、アフリカ大陸において最大の面積（日本の約 6 倍）を有し、また人

口も約 4,400 万人とそれなりに多く（アフリカ 54 か国中 9 番目）、経済面でも、天然ガ

スをはじめとする豊富なエネルギー資源に恵まれ、アフリカにおいてはナイジェリア、

南ア、エジプトに次ぐ経済規模を誇ります。近時、同国は、海外からの投資を促進しつ

つ資源輸出依存型の産業構造を脱却し経済の多角化・活性化を図る経済構造改革を推進

中であり、本改正もその一環です。 

本年 7 月 7 日、日本は、アルジェリアとの間で租税条約の実質合意に至る等、両国間

の投資・経済交流の促進が期待されており、本改正により今後アルジェリアでの事業展

開・拡大を検討される日本企業の皆様のご参考として、本改正の概要についてご紹介い

たします。 
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1. 投資優遇制度 

本改正では新たに以下の 3 つのカテゴリーの投資優遇制度が導入されました。 

① セクター別優遇制度：鉱業、農業、水産業、食品業、観光業、エネルギー産業と

いった特定の産業に対して適用 

② 地域別優遇制度：高地、南部といったの特定の立地条件に応じて適用 

③ 経済活性化投資優遇制度：500 人以上の雇用創出又は 100 億アルジェリディナー

ル（約 100 億円）以上の投資額の案件に適用 

 

具体的な優遇内容は、(a)投資実行段階における関税、付加価値税（VAT）、移転税や

土地登録税等の免除及び(b)投資運用段階における法人税の免除等が挙げられます。 

 

2. 投資促進庁の設置 

国内外の投資の誘致や促進を目的として、旧国家投資開発庁に代わりアルジェリア投

資促進庁が設立されました。同庁内には、大型投資（20 億アルジェリアディナール（約

20 億円）以上の国内投資）及び海外投資を専用とする投資に関する申請の対応やフォ

ローアップ、各種許認可についての相談を所掌するワンストップ窓口も設置されました。 

また、アルジェリア投資促進庁が運営する企業専用のデジタルプラットフォームも設

置されました。同プラットフォーム上に投資関連の各種情報が集約されることに加えて、

手続の円滑化を目的として、企業による投資に関するあらゆる行政手続を同プラット

フォーム経由で行うこととされました。 

外国投資家によるワンストップ窓口及び企業専用デジタルプラットフォームの利用

が可能となることで各種手続の簡略化も期待されています。 

 

 

 

 

15. 国際訴訟・仲裁：企業経営陣に対する証言録取（米国）の動向 

 

2022 年 9 月下旬、米国カリフォルニア州北部地区連邦裁判所に係属する集団訴訟にお

いて、大手 IT 企業の CEO に対する証言録取が認めないとの判断がされました。証言録

取が認められなかった主な理由としては、CEO は当該事件の争点に関する固有の知識

を欠くというものです。これはいわゆる“apex” doctrine を適用したものです。 
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apex doctrine とは CEO や CFO、COO 等企業の上級役員を不適切、不必要な証言録取

から保護する目的で用いられる法理です。米国訴訟では証言録取手続は広く認められる

べきことを原則とし、相手方が証言録取を不要とする正当な理由を立証する必要があり

ます。しかし、企業を相手方とする訴訟では、企業の重要な地位にいる者に対する証言

録取手続が模索的に申し立てられたり、時には嫌がらせ目的で申し立てられたりするこ

ともあり、apex doctrine はこのバランスを取ることを志向するものです。管轄裁判所に

より異なりますが、概要としては、企業の上級役員（high-level executive）について、

その役員が事案に関する固有の個人的知識を有しておらず、より侵入的（intrusive）で

はない方法による情報取得が可能な場合には、証言録取を認めないというものです。 

この apex doctrine については、多くの裁判所が採用している法理であり、2021 年 8 月

にはフロリダ州最高裁判所が同州民事訴訟規則に組み入れて成文化する等の動きもあ

ります。他方で、2022 年 6 月にはジョージア州最高裁判所が自動車メーカーの CEO に

対する証言録取についての判断の中で、apex doctrine の適用を認めないとの判断を示し

ており、管轄裁判所によって apex doctrine の適用の有無は異なっています。 

日本企業が米国訴訟の当事者となった際にその経営陣の証言録取を要求される場面も

少なくなく、今後ともapex doctrineの適用に関する動向には着目する必要があります。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『第 5008 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ 

イナンスの実務～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』 

開催日時  2022 年 11 月 9 日（水）13:30～16:30 

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  『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 11 月 9 日（水）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  『スタートアップ投資の留意点〜デュー・デリジェンス、契約交渉、 

投資後の関与に関し豊富な実例を交えて解説〜』 

開催日時  2022 年 11 月 10 日（木）10:00～12:00 

講師    岡野 貴明 

主催    金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『サイバー攻撃の脅威と製造業におけるサイバーセキュリティ対策』 

開催日時  2022 年 11 月 14 日（月）13:30～15:00 

講師    蔦 大輔 

主催    中部インダストリアル・エンジニアリング協会 

 

➢ 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

〜』 

視聴期間  2022 年 11 月 15 日（火）10:00～2022 年 1 月 16 日（月）17:00 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『第 5015 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ストーリーで学ぶ 

M&A【初級編】」』 

開催日時  2022 年 11 月 17 日（木）9:30～11:30 

講師    中野 玲也 

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  『サイバーインシデント対応の法律実務最前線 

（SecurityBLAZE2022）』 

開催日時  2022 年 11 月 17 日（木）16:00～16:30 

講師    蔦 大輔 

主催    株式会社網屋 

 

➢ セミナー  『コーポレート PPA 契約上の留意点』 

開催日時  2022 年 11 月 17 日（木）10:30～13:00 

講師    木村 純 

主催    株式会社日本ビジネス出版 環境ビジネス編集企画部 

 

➢ セミナー  『実務担当者のための M&A 契約の基礎と実務』 

視聴期間  2022 年 11 月 18 日（金）10:00～2023 年 1 月 18 日（水）17:00 

講師    戸嶋 浩二、内田 修平、松下 憲 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『LPDX オンラインセミナー「中小企業 GL と対策現場から考える 

実践的サイバーセキュリティ対策」』 

開催日時  2022 年 11 月 18 日（金）18:00～20:00 

講師    蔦 大輔 

主催    一般社団法人弁護士業務デジタル化推進協会 

 

➢ セミナー  『【オンライン】ストーリーで学ぶ M&A の基礎知識』 

開催日時  2022 年 11 月 22 日（火）14:00～16:00 

講師    【森・濱田松本法律事務所】 中野 玲也 

【株式会社 KPMG FAS】 南谷 英祐 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『米国の個人データ保護制度に関する最新動向と今後の展望：CCPA 

執行事例も踏まえた CPRA 対応の実務上のポイント、カリフォルニ

ア州で成立した子供の個人データに関する包括的な新規制の内容、

連邦包括法案の最新情報と成立した場合の日本企業への影響を中

心に』 

開催日時  2022 年 11 月 22 日（火）13:50～14:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社インターネットイニシアティブ 
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➢ セミナー  『人事・労務担当者が押さえておくべき 越境リモートワークの法 

務と運用実務』 

開催日時  2022 年 11 月 22 日（火）14:00～16:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    株式会社日本法令 

 

➢ セミナー  『実践！ハラスメント・内部通報調査のノウハウ〜具体的事例をも 

とに、調査の流れと質問法のノウハウを伝授〜』 

開催日時  2022 年 11 月 24 日（木）10:00～12:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『今こそ押さえておくべき環境価値取引の基本とコーポレート PPA 

のポイント』 

開催日時  2022 年 11 月 29 日（火）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  『カーボンニュートラル・脱炭素法務の基礎知識と企業の対応〜政 

策の全体像、主要国・日本の法整備の最新動向を分かりやすく解説

〜』 

開催日時  2022 年 11 月 29 日（火）10:00～12:00 

講師    宮岡 邦生 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『「ビジネスと人権」 今、企業に求められる取組み～経産省ガイド 

ラインやウイグル強制労働防止法等の国内外の急激な動きの中で

舵を取る～』 

視聴期間  2022 年 12 月 5 日（月）10:00～2023 年 2 月 6 日（月）17:00 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本 『中国のデジタル戦略と法 中国情報法の現在地とデジタル社会 

のゆくえ』（2022 年 11 月刊） 

 

出版社   株式会社弘文堂 

著者    石本 茂彦（編著）、小野寺 良文（著） 

 

➢ 論文    「外為法とアクティビストー日本企業は外為法を用いてアクティビ 

ストに対して何ができるかー」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2307 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「欧米の個人情報保護規制における子供の保護の最新動向と日本へ 

の示唆～UK Children’s Code を中心に～」 

掲載誌   NBL No.1228 

著者    田中 浩之 

 

➢ 論文    「＜知財判例速報＞特許権侵害と属地主義の原則－FC2 動画事件  

東京地判令和 4 年 3 月 24 日」 

掲載誌   ジュリスト No.1576 

著者    田中 浩之 

 

➢ 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 5 

回 製薬企業の買収」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 11 月号 

著者    堀尾 貴将、川井 悠暉 

 

➢ 論文    「侮辱罪の厳罰化・発信者情報開示制度の改正が企業に与えるイン 

パクト－インターネットを通じた誹謗中傷への対応を中心に」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.34 No.10 

著者    今泉 憲人 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「「対話で学ぶ」「知らなきゃ困る」 グローバル個人情報保護規制 

（1） 総論① 対応の必要性」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 10 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇、城戸 賢仁 

 

➢ 論文    「アジア不動産開発 ―法務・税務の視点から見た、非分譲不動産 

案件における EXIT の選択肢の概観と各国 REIT や S-REIT への

EXIT に関する留意点―」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.69 

著者    川村 隆太郎、酒井 真、塙 晋、佐伯 優仁 

 

➢ 論文    「日米におけるセキュリティ・クリアランス制度と日本において議 

論されている新たなセキュリティ・クリアランスに類似する制度」 

掲載誌   CISTEC ジャーナル 2022 年 9 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告が示す 

サステナビリティ開示の義務化の方向性」 

掲載誌   Disclosure & IR 2022 年 8 月号（vol.22） 

著者    田井中 克之 

 

➢ 論文    「仮想空間内での取引に関する法的課題」 

掲載誌   国民生活 No.121 

著者    増田 雅史 

 

➢ 論文    「フリーランスの法律相談実務」 

掲載誌   二弁フロンティア Vol.216 

著者    川井 悠暉（共著） 

 

➢ 論文    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 326 回 一般財団法人あんし 

ん財団（賃金減額を伴うグレード引き下げの有効性）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    大屋 広貴 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through – Public Private Partnerships 2023 –  

Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through – Public Private Partnerships 2023 

著者    二本松 裕子、岡谷 茂樹、白川 佳、今井 基貴 
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➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Private Equity 2022 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Private Equity 2022 

著者    東 陽介、鈴木 信彦、笠間 周子 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Drone Regulation 2023 - Japan  

Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Drone Regulation 2023 

著者    林 浩美 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Shareholders' Rights and  

Shareholder Activism 2022 -Japan Chapter」 

➢ 掲載誌   Chambers Global Practice Guides Shareholders' Rights and  

Shareholder Activism 2022 

著者    松下 憲、邉 英基 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation  

2023 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation  

2023 

著者    浦岡 洋、岡田 淳 

 

➢ 論文    「The Venture Capital Law Review 2nd Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Venture Capital Law Review 2nd Edition 

著者    棚橋 元、石田 幹人、飯島 隆博 

 

➢ 論文    「Getting The Deal Through - Private M&A 2023 - Myanmar Chapter」 

掲載誌   Getting The Deal Through - Private M&A 2023 

著者    武川 丈士、テッテッ・アウン、ニルマラン・アミルタネサン、ウィ

ン・ナイン、ジュリアン・バレンジー（監修） 

 

➢ 論文    「The Labour and Employment Disputes Review 5th Edition - Japan  

Chapter」 

掲載誌   The Labour and Employment Disputes Review 5th Edition 

著者    荒井 太一、原田 昂（共著） 
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NEWS      https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

➢ ジャカルタオフィス開設のお知らせ 

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

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

ことにより、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

 

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

企業を含む海外企業・投資家による関心が引き続き非常に高い国です。海外製造

拠点としての重要性に加えて、近時は、金融・テクノロジー・医療・物流・運送

サービス等を中心にイノベーションが起きている業務分野への投資など投資対

象の関心も多様化しており、今後も巨大な消費マーケットに裏打ちされた各種産

業の多様化・深化が見込まれます。 

 

これまでも、当事務所は、既存の各拠点から、インドネシアに関する様々な先駆

的案件に関与して参りましたが、今般、国境を越えた往来が復活し、インドネシ

アへの投資案件もさらに増加することが見込まれるこのタイミングで、インドネ

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

務提携により、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

 

ATD Law は、Abadi Abi Tisnadisastra インドネシア法弁護士（Abi 弁護士）が代

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

年以上の経験を有し、インドネシア現地のリーガルマーケットにおいても非常に

高い評価を得ている弁護士であり、日系企業クライアントを含む国際的なクライ

アントの M&A／コーポレート／金融／通信／テクノロジー分野の案件について

多くの実績を有しています。 

 

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

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

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

しての業務を開始することを予定しております。 

 

また、ジャカルタオフィスには、コーポレート／M&A の各分野、特にインドネ

シア案件を多く取り扱ってきており、過去にインドネシア駐在経験もあるシンガ

ポールオフィスパートナーの竹内 哲 弁護士が駐在することに加えて、日本法弁

護士（アソシエイト）が駐在いたします。ジャカルタオフィスとして業務を開始

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

 

ジャカルタオフィスの正式な開設日及び住所等の詳細につきましては、改めてお

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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知らせいたします。 

 

➢ レ・ティ・ハイ・ドゥオン 弁護士が入所しました 

（以下、レ・ティ・ハイ・ドゥオン 弁護士のご挨拶） 

拝啓 

私は、ベトナムにおいて約 10 年間にわたり弁護士業務を行ってまいりました。

主に一般企業法務及び M&A 案件を専門に扱ってまいりましたが、ベトナムにお

ける企業結合規制に関する案件にも数多く携わった経験がございます。森・濱田

松本法律事務所の一員となれますことは大変嬉しく、皆様とご一緒に仕事をさせ

ていただけることを楽しみにしております。 

皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

2022 年 10 月吉日 

弁護士 レ・ティ・ハイ・ドゥオン 

 

➢ Who's Who Legal: Capital Markets 2022 にて高い評価を得ました  

Who's Who Legal: Capital Markets 2022 において、佐藤 正謙 弁護士、鈴木 克

昌 弁護士、尾本 太郎 弁護士、熊谷 真和 弁護士、根本 敏光 弁護士、および

トニー・グランディ弁護士が以下のカテゴリで Global Leader に選ばれました。 

 

Debt and Equity: 鈴木 克昌 、尾本 太郎、熊谷 真和、根本 敏光、トニー・グ

ランディ 

Structured Finance: 佐藤 正謙 

 

➢ IFLR Asia Best Lawyers 2022 に当事務所の弁護士が選出されました  

International Financial Law Review（IFLR）による IFLR Asia Best Lawyers 2022

において、当事務所の佐藤 正謙 弁護士、小林 卓泰 弁護士、鈴木 克昌 弁護士、

前田 博 弁護士がアジアにおける Best Lawyers として選出されました。 

なお、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）からはジェッサ

ダー・サワッディポン 弁護士、スパトラー・サターポンナーノン 弁護士が選出

されております。 

 

➢ asialaw Awards 2022/23 にて受賞しました  

asialaw 主催の asialaw Awards 2022/23 の授賞式が 2022 年 9 月 28 日にオンライ

ンで行われ、当事務所および当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM 

Limited）は以下のカテゴリーにて受賞しました。 
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森・濱田松本法律事務所 

REGIONAL AWARDS - Industry expertise awards 

Real Estate Firm of the Year 

 

Chandler MHM Limited 

REGIONAL AWARDS - Industry expertise awards 

Energy Firm of the Year 

 

➢ 中野 玲也弁護士、プラーナット・ラオハパイロート弁護士が ALB Asia 40 Under 

40 2022 に選出されました 

トムソン・ロイターグループが発行する雑誌 ALB （Asian Legal Business） Asia 

2022 年 10 月号の特集 「Asia 40 Under 40 2022」 にて、当事務所の中野 玲也 

弁護士が選出されました。さらに、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM 

Limited）よりプラーナット・ラオハパイロート 弁護士が選出されました。 

Asia 40 Under 40 は、アジアの国々より 40 歳未満の弁護士が 40 名選出される企

画です。 

詳細は ALB Asia の雑誌誌面にてご覧いただけます。 

 

➢ 石橋 誠之 弁護士が日本証券業協会・日本 STO 協会 非上場有価証券等の PTS

取引に関する検討会 委員に就任しました 

 

➢ 嶋村 直登 弁護士がお茶の水女子大学 非常勤講師に就任しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が経済産業省 電子商取引及び情報財取引等に関する準則の改

訂についての研究会 委員に就任しました 

 

➢ 二本松 裕子 弁護士が内閣府 民間資金等活用事業推進室（PPP/PFI 推進室）委

員に就任しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム 「バーチャル

エコノミー拡大に向けた基盤技術・ルールの整備」 検討タスクフォース 有識者

メンバーに就任しました 

 

➢ 越智 晋平 弁護士が経済産業省大臣官房臨時専門アドバイザーに就任しました 

 

➢ 高宮 雄介 弁護士が公正取引委員会「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活

動に関するガイドライン検討会」委員に就任しました 
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➢ 増田 雅史 弁護士が策定に関与した「NFT のランダム型販売に関するガイドライ

ン」が、一般社団法人 日本ブロックチェーン協会（JBA）、一般社団法人 Japan 

Contents Blockchain Initiative（JCBI）、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会

（JCBA）、一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）、スポーツエコシ

ステム推進協議会（C-SEP）より公表されました 

 

➢ 北山 昇 弁護士が厚生労働省 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関

する検討会 構成員に就任しました 

 

➢ 増島 雅和弁護士が 内閣府 大学知財ガバナンスに関する検討会委員に就任しま

した 

 

➢ 増島 雅和弁護士が 経済産業省 アジャイル・ガバナンス実装のための環境整備

に関する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 


