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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

見募集の結果等の公表

3. 競争法／独禁法：欧州委、リニエンシー利用促進のために Q&A を公表

4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法に基づく認定要件の厳格化等について

5. 労働法：給与のデジタル払いにかかる、労働基準法施行規則の一部を改正する

省令の公布について

6. 会社法：経団連、全株懇、各種ひな型の改訂やモデルの制定を公表

7. 危機管理：米国連邦通信委員会による大手中国 IT 企業製通信機器の認証禁止に

ついて

8. 一般民事・債権管理：「新たな事業再構築のための法制度の方向性（案）」に関

する意見募集について

9. M&A：経済産業省、「公正な買収の在り方に関する研究会」の立ち上げを公表

10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、企業内容等の開示に関する内閣府令等の改

正案を公表

11. 税務：OECD、デジタル課税・第 1 の柱に関する新たな進捗報告書を公表

12. 中国・アジア（ベトナム）：オフショアローンの外国為替管理及び返済に関す

る改正通達の施行

13. 新興国（ブラジル）：ブラジルの個人情報保護法（LGPD）をめぐる最近の動向

14. 国際訴訟・仲裁：欧州議会によるエネルギー憲章条約への対応と投資仲裁への

影響

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 12 月号（Vol.108）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

対する意見募集の結果等の公表

総務省は、令和 4 年 11 月 25 日、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結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申を公表しまし

た。 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000463.html
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この省令案は、令和 4 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（令和 5年 6月 16日施行）

に対応するもので、弊所のデータ・セキュリティ NEWS LETTER Vol.13 で解説したも

のです。意見募集を経ても、省令案の内容に実質的な変更はありませんでした。 

本電気通信事業法改正のなかで、広範な事業者によるクッキー等の利用にも影響があ

る利用者情報の外部送信規律に関しては、令和 4 年 12 月 2 日の「プラットフォームサー

ビスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ（第 21 回）」の資料として、

「外部送信規律に係る電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解

説案について」が公表されています。このガイドラインの解説案は、例えば、適用除外

についても具体的事例を挙げて解説しており、実務上参考になります。 

 

 

3. 競争法／独禁法：欧州委、リニエンシー利用促進のために Q&A を公

表 
 

2022 年 10 月 25 日、欧州委員会（「欧州委」）は、リニエンシー1の手続に関する Q&A

を公表しました。欧州委は、今回の Q&A の公表によって、手続の透明化・事業者の予

測可能性の向上を図るとしており、これにより積極的なリニエンシーの利用を促すこと

を目的としていることが窺われます。 

Q&A の内容は、リニエンシーの要件や手続についての基本的な説明となっており、

おおむねこれまでの欧州委のリニエンシー実務を踏襲したものとなっていますが、特に

注目される点としては、以下の①匿名での欧州委へのコンタクトが可能であると明記さ

れたことと、②リニエンシー申請を検討している事業者にとって窓口となるリニエン

シー・オフィサーという役職の導入があります。 

①については、事業者がリニエンシーを申請するかどうかの判断のために十分な情報

を得られるよう、事業者は、欧州に対し、匿名で、関連する事業分野やカルテルの参加

者等の詳細情報を伝えることなく、報告を検討している行為がリニエンシーの対象にな

るかどうか等について、非公式に確認を行うことが可能であるとされています。また、

②については、リニエンシー・オフィサーは、リニエンシー申請を検討している事業者

にとっての最初のコンタクト先となる役職であり、上記①の匿名でのやりとり等リニエ

ンシー手続についてのアドバイスを行うものとされています。 

 
1 事業者が、自身が関与したカルテルについて欧州委に自主的に報告・証拠提出をした場合に、当該事

業者に対する制裁金が免除（immunity）又は減額（狭義の leniency）される制度。 
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https://www.mhmjapan.com/content/files/00065436/20221012-010621.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065436/20221012-010621.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/platform_service/02kiban18_02000244.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/platform_service/02kiban18_02000244.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000848767.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000848767.pdf
mailto:yoshifumi.onodera@mhm-global.com
mailto:hiroyuki.tanaka@mhm-global.com
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欧州委は、カルテルの取り締まりを従前から最優先事項と位置付けており、今回の

Q&A 公表によってリニエンシーのインセンティブをより高めようとする試みは、今後

より積極的な摘発を行おうとする姿勢の表れであるとみられます。また、リニエンシー

制度の活性化は欧州委のみならず各国の競争当局が模索しているところでもあり、コロ

ナ禍の影響も以前より落ち着きつつある中で、今後各国の当局の執行がより活発になっ

ていくことも予想されます。日本においても、2020 年 12 月より施行されている改正独

禁法により課徴金・課徴金減免制度が大幅に改められ2、課徴金額が高額化する流れに

あるため、日本におけるリニエンシー制度である課徴金減免制度の適時適切な活用がよ

り重要になってきています。 

これまでも日本企業が国内外でリニエンシー制度を活用し制裁金による損失を抑え

ることができた例は数多いところ、各国のリニエンシー制度には一定の相違があるため、

万が一の際には、どの国で、いつまでに、いかなる内容・範囲でリニエンシー申請すべ

きかを適時的確に判断することが結論を大きく左右する可能性があります。この機会に

各国におけるリニエンシー制度を十分に理解し、万が一の時は直ちに適切な対応を取れ

るよう体制をチェックしておくことが有用と考えられます。  

 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法に基づく認定要件の厳格化等に

ついて 
 

2022 年 11 月 9 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

に設置された再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループにおいて、

同小委員会が先月公表した「制度的な検討を要する論点の整理」（「本論点整理」）3を踏

まえ、再エネ特措法に基づく認定要件の厳格化等に関する事務局案（本事務局案」）が

示されました4。本事務局案では、(1)立地状況等に応じた手続強化、(2)地域とのコミュ

ニケーション要件化、(3)事業譲渡の際の手続強化、(4)認定事業者の責任明確化の 4 つ

 
2 詳細は、Client Alert 2019 年 4 月号（Vol.64）及び Client Alert 2020 年 9 月号（Vol.81）をご参照くだ

さい。 
3 詳細は、Client Alert 2022 年 11 月号（Vol.107）をご参照ください。 
4 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/kyosei_wg/pdf/003_01_00.pdf 
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のポイントについて具体的な方向性が提案されているため、それぞれ概要をご紹介しま

す。 

(1) 立地状況等に応じた手続強化 

①森林法における林地開発許可、②宅地造成等規制法（盛土規制法）における許

可、③砂防三法（砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法）における許可について、

原則すべての再エネ電源を対象に、これらの許認可の取得を FIT/FIP 認定の申請要

件とする方向性が示されました。これらが対象とされたのは、災害の危険性に直接

影響を及ぼし得る土地開発に関わるものであり、一度許認可の対象行為が行われる

と原状回復が著しく困難であること等が理由とされています。 

他方で、本事務局案では、関係法令間の許認可手続における整合性を確保する等

の観点も考慮し、上記について一定の例外も示されました。具体的には、環境アセ

スの対象となる風力・地熱案件については、認定後に上記許認可を取得することを

認めつつ、(i)上記許認可の取得前に開発行為に着手した場合は認定を取り消す、(ii)

認定から 3 年以内に上記許認可を取得できなかった場合は認定を取り消すといっ

た案等が示されています。また、温対法上の促進区域内の案件については、上記の

申請要件化の例外とすることを検討する方向性も示されています。 

(2) 地域とのコミュニケーション要件化 

説明会開催を含む周辺地域への事前周知を FIT/FIP 認定の申請要件として求め

る方向性が示されました。具体的には、事業規模等に応じて事前周知を求めること

とし、①高圧・特高等の大規模案件は、原則として説明会の開催を要件としつつ、

他法令に基づき認定申請前に（再エネ特措法の要件を充足する）説明会が開催され

る場合は例外的に事前周知を努力義務とする、②低圧等の小規模案件（10kW 未満

を除く）は、原則として「その他の事前周知方法」の実施を要件とするものの、複

数案件を一体として評価すべき場合等は例外的に説明会の開催を要件とする、③上

記①②の場合でも、屋根置きの案件や、温対法上の促進区域に関する制度に基づき

（再エネ特措法の要件を充足する）協議会等の協議が行われる場合は例外的に事前

周知を努力義務とする、との案が示されています。 

(3) 事業譲渡の際の手続強化 

本事務局案では、まず、事業者の営業の自由及び財産権の保障等の観点から、事

業譲渡を一律に禁止することは慎重に考える必要がある旨が確認されています。そ

の上で、事業譲渡に関しては、本論点整理の方向性を踏襲し、例えば説明会開催等

による事前周知を申請要件化する（併せて、追加的な説明項目の検討も行う。）等、

事業譲渡による変更認定申請段階における手続の厳格化を通じた規制の方向性が

示されています。加えて、SPC が認定事業者となっている場合に当該 SPC の実質

的支配者が変更となる場面等を念頭に、事業譲渡以外の方法による事業主体の実質

的変更の場面においても、一定の要件を満たす場合は同様の規制を適用する必要性

がないかという問題提起も行われています。 
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(4) 認定事業者の責任明確化 

認定事業者が発電事業に係る業務の全部又は一部を委託・再委託する場合におけ

る認定事業者の責任の明確化も検討されています。具体的には、①認定事業者に委

託先・再委託先に対する監督義務を課し、監督義務不履行があった場合は認定事業

者に対して認定取り消し等の措置を取り得ることとする、②ガイドラインにおいて

認定事業者と委託先間の契約に含めるべき事項（定期報告体制、再委託時の認定事

業者の事前同意等）を定める、③こうした行政処分に当たり必要な報告徴収・立入

検査を実施する、といった案が示されています。 

以上のとおり、本事務局案では、今後の新規案件に限らず、事業譲渡や委託の場合等、

既存のプロジェクトファイナンス案件等にも影響を及ぼし得る事項が含まれているた

め、関係事業者においては今後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：給与のデジタル払いにかかる、労働基準法施行規則の一部

を改正する省令の公布について 
 

令和 4 年 11 月 28 日、労働基準法施行規則の一部を改正する省令（「本省令」）の公布

がなされ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生

労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払（「給与のデ

ジタル払い」）が可能になりました。同日、本省令案のパブリックコメントの結果も公

表されており、本省令案のパブリックコメント開始時の議論等については Client Alert 

2022 年 10 月号（Vol.106）にて記載しておりますので、併せてご参照ください。 

本省令により、労働者の同意を得た場合に、給与のデジタル払いをすることが可能と

なりますが、労働者への強制は認められず、また、本省令以前から認められていた銀行

口座への振込等は引き続き可能のままとなります。 

給与のデジタル払いは、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

事業者」）を通じて行う必要がありますが、本省令の施行日は令和 5 年 4 月 1 日であり、

指定資金移動事業者の指定は施行日以降になされることとされています。そして、給与

のデジタル払いを開始するためには、事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が

ある場合はその労働組合（ない場合は労働者の過半数を代表する者）と労使協定を締結

する必要があり、その上で、希望する個々の労働者が、留意事項等の説明受け、制度を

理解した上で、同意書に給与のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番
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号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になる等一定の準備が必

要となります。 

そのため、実際に給与のデジタル払いを行うことができるのは、しばらく経ってから

とはなりますが、企業としては、今後実施可能となる給与のデジタル払いに向け、どの

ようなスタンスでいるべきか検討が必要となります。 

 

 

6. 会社法：経団連、全株懇、各種ひな型の改訂やモデルの制定を公表 

 

2022 年 11 月 1 日、日本経済団体連合会（「経団連」）は、「会社法施行規則及び会社

計算規則による株式会社の各種書類のひな型（改訂版）」（「改訂版ひな型」）を公表しま

した。また、2022 年 10 月 21 日には、全国株懇連合会（「全株懇」）が、「電子提供制度

における招集通知モデル（電子提供措置事項の一部を含んだ一体型アクセス通知）」（「一

体型アクセス通知モデル」）及び「書面交付請求対応指針」（「対応指針」）を制定しまし

た。これらはいずれも、2019 年 12 月の会社法改正に伴い 2023 年 3 月以降に開催され

る株主総会において株主総会資料の電子提供制度が始まることを踏まえ、改訂・制定さ

れたものです。主な内容は下記のとおりです。 

1 全株懇「電子提供制度における招集通知モデル」について  

 電子提供措置会社は、株主に発出する招集通知（会社法（「法」）325 条の 4 第 2 項。

いわゆる「アクセス通知」）と電子提供措置事項（法 325 条の 3 第 1 項各号）の作成を

行い、書面交付請求を行った株主に対して、会社はアクセス通知に加えて電子提供措置

事項を記載した書面も交付します。もっとも、記載の重複感を避けるため、アクセス通

知の記載内容と電子提供措置事項のうち法 298 条 1 項 5 項、会社法施行規則 63 条の記

載事項を網羅した「一体型アクセス通知」を作成し、書面交付請求を行わない株主には

「一体型アクセス通知」を、書面交付請求を行った株主には「一体型アクセス通知」に

加えそれ以外の交付書面を添付して送付することが考えられます。全株懇は、かかる要

請を踏まえた招集通知モデルを制定したものです。 

2 全株懇「書面交付請求対応指針」について 

株主からの書面交付請求の方法は、会社法上は特段定められていません（法 325 条の

5 参照）。一方で、口頭での書面交付請求を認めると、実務上事後的な確認が困難とな

ることが懸念されます。全株懇は、書面交付請求の方法を書面に限定する旨の株式取扱

規程モデルの改正を 2022 年 4 月に公表していますが、さらに書面交付請求に関する実

務上の留意点を定めた対応指針を公表したものです。対応指針では、株主名簿の記載の

パートナー 荒井 太一 

 03-5220-1853 
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ある株主か期中に株式を取得した新規株主かで書面交付請求の請求窓口が異なること

や、書面交付請求の効力発生日は、1 年間の異議催告期間（法 325 条の 5 第 4 項）の起

算日となることから明確化が必要であること等が指摘されています。 

3 経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型（改

訂版）」について 

改訂版ひな型では、事業報告や招集通知、参考書類等のひな型への法令改正に伴う修

正のほか、議決権行使書面の送付に関する説明等も追記されました。議決権行使書面の

内容である情報は電子提供措置事項であり、当該情報を株主に対して直接書面で交付す

る必要はありません（法 325 条の 3 第 1 項 2 号）。一方で、当該情報は、電子提供措置

会社が、招集通知とともに議決権行使書面を株主に交付することで、電子提供措置の実

施が不要となります（法 325 条の 3 第 2 項）。議決権行使書面の記載事項には、株主の

氏名・名称や議決権数等の個別の情報が含まれるため、電子提供措置の対象とすると、

それらの株主毎の情報を個別に電子提供措置を取る必要があり、実務が煩雑になると予

想されることから、改訂版ひな型では、引き続き招集通知とともに議決権行使書面を株

主に交付することを想定しています。 

 

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、各種モデルやひな型も参照して、電子提供措置やアクセス通知、書

面交付請求に関する実務上の留意点を整理し、株主総会に備える必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

一般社団法人 日本経済団体連合会：「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の

各種書類のひな型（改訂版）」（2022 年 11 月 1 日）

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/094.html 

全国株懇連合会：「電子提供制度における招集通知モデル（電子提供措置事項の一部を含ん

だ一体型アクセス通知）の制定について」（2022 年 10 月 21 日）

http://www.kabukon.net/pic/study_2022_07.pdf 

全国株懇連合会：「書面交付請求対応指針の制定について」（2022 年 10 月 21 日）

http://www.kabukon.net/pic/study_2022_08.pdf 
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7. 危機管理：米国連邦通信委員会による大手中国 IT 企業製通信機器の

認証禁止について 
 

米国連邦通信委員会（「FCC」）は、無線周波数エネルギーを放射し、無線通信に有害

な干渉を引き起こす可能性のある機器を管轄しており、米国内で使用される無線周波数

機器の米国における販売又は輸入にあたり認証を行っています。 

FCC は、2022 年 11 月 25 日、無線周波数機器の米国における販売又は輸入に関する

認証システムの改正を公表しました（「本改正」）。本改正は、一部規定を除き、官報

（Federal Register）に掲載された時点で効力が生じます。本改正では、FCC が公表し

ている米国の安全保障に対して許容できないリスクをもたらすとみなされる機器・サー

ビスのリストである List of Equipment and Services Covered By Section 2 of the 

Secure Networks Act（「対象リスト」）に掲載された機器（「対象機器」）の認証を禁止

しています。すなわち、対象機器は本改正の効力発生後、米国において販売・輸入がで

きなくなります。 

対象リストには下表の対象機器が掲載されています。なお、対象リストには、China 

Mobile International USA Inc.等が提供する電気通信サービス及び AO Kaspersky Lab が

提供する情報セキュリティ製品・ソリューション・サービスも含まれていますが、本改

正は「機器（equipment）」の認証に関するものであるため、対象リストに掲載されてい

る「機器」以外のサービス・製品等には適用はありません。 

製造者・提供者* 対象機器 

Huawei Technologies Company 
電気通信機器 

ZTE Corporation 

Hytera Communications 

Corporation 

ビデオ監視機器及び電気通信機器 

なお、公共安全、政府施設のセキュリティ、

重要インフラの物理的セキュリティサー

ベイランスその他の国家安全目的のため

に使用される場合に限る。 

Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Company 

Dahua Technology Company 

* 各子会社及び関連会社を含む。 

 

本改正は、直接的には米国にて対象機器を輸入・販売している事業者及び対象機器を

製造する中国企業 5 社への影響が考えられますが、間接的には当該中国企業に対して部

品等を供給している日本企業にもビジネス上の影響があり得ます。 

また、2022 年 5 月に日本において公布された経済安全保障推進法への影響も注視す

る必要があります。同法では、基幹インフラにおける重要な設備の導入・維持管理等の

委託に対して事前届出・審査制度を導入することとされており、基幹インフラや重要な

設備の範囲等は今後政省令以下で明らかにされます。本改正における一定の機器の安全

保障に対する米国の考え方が、経済安全保障推進法の政省令の検討においても参考とさ

れる可能性があるか等、その影響に注視が必要であると思われます。 
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8. 一般民事・債権管理：「新たな事業再構築のための法制度の方向性

（案）」に関する意見募集について 
 

2022 年 6 月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」

において、コロナ後に向けて「我が国企業が事業再構築を容易に行うため、債権者の全

員同意を求めず、債権者の多数決決議と裁判所の認可により私的整理（債務整理）がで

きるよう、事業再構築のための私的整理円滑化法案について、次期通常国会に提出する

ことを検討する」ことが明記されたことを受け、新たな事業再構築のための私的整理円

滑化法案に関する「新たな事業再構築のための法制度の方向性（案）」（「方向性（案）」）

についてのパブリックコメントが募集されました。 

方向性（案）において、「事業再構築」は、「新分野展開、業態転換、事業構造の変更

その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理」とされ、この債務

整理における「対象債権」については、原則として全債権としつつ、事業再構築の開始

後において商品の納入等の取引が必要となる事業者の債権、労働債権等を除外する方向

性とされています（なお、対象債権から除外する債権の一定の基準については、法令等

において、具体的に考慮基準を示す想定とされています。）。 

また、新たな法制度の手続フローは以下のとおりとされています。 

① 申立事業者は事業再構築の方向性等を記載した再構築概要書、債権リストや対象

債権の選定理由書等を主務大臣が指定する指定法人に提出します。 

② 指定法人は、法律上の「事業再構築」の定義への該当性、対象債権の選定の合理

性が充たされていることに加え、(i)債務調整の必要性（経済的に窮境に陥るおそ

れ）、(ii)再構築計画案成立の見込み（主要債権者が手続開始に異議がないこと等）、

(iii)再構築計画案が対象債権者一般の利益（清算価値保障）に適合する見込みが

あることについて確認を行います。 

③ 指定法人は、(i)対象債権者集会を招集・主宰し、手続や決議の適法性・公正性を

監督し、(ii)再構築計画案の法令適合性等を調査し、報告書を作成して、対象債

権者に対して提供し、意見陳述の機会を与え、(iii)再構築計画案について対象債

権者による多数決での決議を行います。なお、「多数決」の例として、方向性（案）

では「総議決権の 2／3 以上の議決権を有する対象債権者の同意」とされていま

す。 

④ 上記③の決議可決後、申立事業者は裁判所に対して計画認可の申立てを行い、裁

判所は指定法人及び債権者の意見の陳述を聴取しつつ、後見的に決議の瑕疵や清

パートナー 梅津 英明 
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算価値保障を判断します。裁判所の認可により再構築計画が成立します。なお、

上記③の決議において全債権者の同意を得た場合には、裁判所の認可なしで再構

築計画の効力が生じます。 

⑤ 債権者は、上記④の裁判所の認可に対して、異議申立て（即時抗告）を行うこと

も可能です。 

日本における私的整理では、対象となった債権者の全員同意が必要ですが、新たな法

制度案では債権者の多数決の賛成で足りることから、私的整理の成立を容易にするもの

であり、今後の議論に注視していく必要があります。 

 

 

 

9. M&A：経済産業省、「公正な買収の在り方に関する研究会」の立ち上

げを公表 
 

経済産業省は、2022 年 11 月 18 日、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上

げ、第 1 回研究会を開催した旨を公表しました。 

同研究会では、M&A に際して対抗提案が提示される事例が増加していることや、有

事導入型の買収防衛策の発動・差止めを巡る司法判断が相次いだこと等を踏まえて、買

収提案についての評価が買収者と対象会社で分かれるケースを念頭に、買収提案に対す

る当事者の行動の在り方（対象会社の取締役会や買収者が持つべき視点、取るべき行動

の整理）や、買収防衛策の在り方（近年の判例を踏まえた論点等の整理）等について検

討を行うことが予定されています。 

同研究会は、2023 年春頃を目途に議論を取りまとめた上で、指針を策定（又は改訂）

することを目指すとしており、策定（又は改訂）された指針が今後の M&A 実務に影響

を及ぼすことが予想されることから、今後の動向に注目する必要があります。 

なお、同研究会については、当事務所の石綿 学弁護士が委員に就任しております。 
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10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、企業内容等の開示に関する内閣

府令等の改正案を公表 

 

金融庁は、2022 年 11 月 7 日、企業内容等の開示に関する内閣府令及び関連する企業

内容等開示ガイドラインや記述情報の開示に関する原則の改正案を公表しました（本改

正案）。本改正案は、2022 年 6 月に公表された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（「DWG 報告」）における「サステナビリティに関する企業の取組み

の開示」や「コーポレート・ガバナンスに関する開示」等の制度整備に係る提言を踏ま

えたものです。 

本改正案では、有価証券報告書等において、(1)「サステナビリティに関する考え方及

び取組」の記載欄を新設し、「ガバナンス」及び「リスク管理」については必須記載事

項とし、「戦略」及び「指標及び目標」については重要性に応じて記載する、(2)人材の

多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標

の内容等を必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指

標及び目標」において記載する、(3)コーポレート・ガバナンスに係る記載欄において、

取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況（開催頻度、具体的な検討内容、出席

状況）、内部監査の実効性（デュアルレポーティングの有無等）及び政策保有株式の発

行会社との業務提携等の概要について記載すること等が求められています。 

また、サステナビリティ情報をはじめとした将来情報の記載について、将来情報に関

する経営者の認識及びその前提となる事実や仮定等について合理的な記載がされる場

合や、将来情報について社内で適切な検討を経た上で、その旨が、検討された事実や仮

定等とともに記載されている場合には、記載した将来情報と実際の結果が異なる場合で

も、直ちに虚偽記載の責任を負うものではないことが企業内容等開示ガイドラインにお

いて明確化されています。 

サステナビリティ情報については、昨今、国際的な開示の基準策定やその活用の動き

が進み、統合報告書等の任意開示書類においてかかる情報の開示を行う会社が増えてい

ますが、本改正により、すべての上場会社が有価証券報告書等において当該開示に関す

る対応を求められることとなり、開示実務に大きな影響を与えることが見込まれます。 

本改正案は、パブリックコメント手続を経た後、2023 年 3 月期に係る有価証券報告

書から適用が開始される予定です。本改正案の詳細については、当事務所の CAPITAL 

MARKETS BULLETIN 2022 年 11 月号（Vol.66）「2023 年 3 月期有報から適用 サステ

ナビリティ情報等に係る企業内容等開示府令等の改正案の概要」もご参照ください。 
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11. 税務：OECD、デジタル課税・第 1 の柱に関する新たな進捗報告書

を公表 
 

本年 10 月 6 日、OECD は、デジタル課税・第 1 の柱に関して、「第 1 の柱・利益 A

に関する執行及び税の確実性に関する進捗報告書（ Progress Report on the 

Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of Pillar One）」（「本報告書」）を

公表しました。 

本報告書は、本年 7 月 11 日に公表された「第 1 の柱・利益 A に関する進捗報告書

（Progress Report on Amount A of Pillar One）」（同報告書の概要は Client Alert 2022 年

9 月号（Vol.105）をご参照ください。）の続報として公表されたものであり、市場国へ

の配分の対象となる「利益 A」の税務申告手続等「利益 A」の執行に関する制度コンセ

プトを初めて明らかにしました。 

具体的には、①納税者は所在地国の税務当局に「利益A申告書（Amount A Tax Return）」

及び「共通文書パッケージ（the Common Documentation Package）」を課税期間終了

後 12 ヶ月以内に提出すること、②納税者及び税務当局の負担を軽減する観点から、納

税者の所属する法人グループの最終親会社が「主税務当局（Lead Tax Administration）」

に上記書類を提出すれば、当該納税者は①の申告義務を満たしたと扱われること、③市

場国における「利益 A」の納税期限は課税期間終了後 18 ヶ月以内とすること等の制度

が提言されています。 

本報告書は、本年末までにデジタル課税に関する 2 つの進捗報告書を追加で公表予定

であることも明らかにしており、今後どのようなデジタル課税の枠組みが整備されるの

か引き続き動向を注視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

OECD “Progress Report on the Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of 

Pillar One” 

https://www.oecd.org/tax/beps/progress-report-administration-tax-certainty-aspects-of

-amount-a-pillar-one-october-2022.pdf 
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12. 中国・アジア（ベトナム）：オフショアローンの外国為替管理及び返

済に関する改正通達の施行 
 

ベトナムでは、2022 年 11 月 15 日、オフショアローンの外国為替管理及び返済に関

するベトナム国家銀行（ State Bank of Vietnam ：「 SBV 」）の通達（ Circular 

No.03/2016/TT-NHNN：「旧通達」）を改正する通達（Circular No.12/2022/TT-NHNN：「新

通達」）が施行されました。新通達は、2021 年 11 月に公表された通達案（「2021 年 11

月通達案」）からさらに一部内容を修正したものです（2021 年 11 月通達案の内容につ

いては、当事務所の MHM Asian Legal Insights 第 133 号をご参照ください。）。 

新通達は、いくつか実務上重要な改正事項を含んでいますが、とりわけ、担保付オフ

ショアローンの担保実行について新たな規定が設けられた点が注目されます。 

旧通達では、保証以外の担保が付されたオフショアローンについては、担保実行によ

る回収資金の送金口座に関する規定は設けられていませんでした。これに対し、新通達

では、（抵当権等保証以外の担保が付されたものも含め）担保付オフショアローンの担

保実行による回収資金の送金は、オフショアローンに関する保証義務履行や担保実行に

よる回収資金の送金サービスを提供するベトナムの金融機関及び外国銀行支店である

「担保取引取扱銀行（bank serving secured transactions）」を通じて行われなければな

らないことが規定されました。なお、2021 年 11 月通達案の段階では、担保付オフショ

アローンに付された担保を実行する過程で生じる業務（すなわち、担保資産の処分によ

る金銭の回収、担保資産の処分による収入をオフショアローンの債務弁済に充てること）

を行う者として担保執行代理人の概念が条文に盛り込まれ、その要件として「ベトナム

で設立・運営された法人であること」が規定されていましたが、新通達では、この担保

執行代理人の概念が条文に盛り込まれることは見送られました。もっとも、上記のとお

り担保付オフショアローンの回収資金の送金は、ベトナムの金融機関及び外国銀行支店

である担保取引取扱銀行を通じて行われる必要があることになります。 

このほか、新通達は、短期オフショアローンが貸付実行から 1 年以内に返済されな

かった場合の SBV への登録義務の猶予期間の変更、SBV 登録済オフショアローンの変

更登録義務の例外事由の追加、SBV に対するオフショアローンに関する定期報告の頻度

（四半期ごとから毎月に）及び方法（オンライン申請のみに限定）の変更等、実務上重

要な改正事項を含んでおり、ベトナムへのオフショアローンを提供している企業は注意

が必要です。 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00063792/20220120-104640.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063792/20220120-104640.pdf
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13. 新興国（ブラジル）：ブラジルの個人情報保護法（LGPD）をめぐる

最近の動向 
 

ブラジルの個人情報保護法（Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais、「LGPD」）

は、2020 年 9 月 18 日の施行後、段階的に下位規則やガイドラインの策定が進んでいま

す。 

2021 年 1 月 27 日、国家データ保護局（Autoridade Nacional de Proteção de Dados、

「ANPD」）は、2021 年から 2022 年にかけて LGPD の規制プロセスとして、3 段階の

フェーズに分けて優先的に実施される 10 項目を公表しました。フェーズ 1 に含まれる

規制のうち、①中小企業やスタートアップ企業等の小規模処理業者への LGPD の適用及

び義務の緩和に関する規則、②行政上の制裁に関する規則については、ANPD の審議や

決議等のプロセスを経て既に施行済みとなっています5。 

2022年 4月には、フェーズ 2の一環として、データ保護責任者（Data Protection Officer、

「DPO」）に関する最新のガイダンス文書（ポルトガル語）が発行され、DPO の定義や

義務が明確化されています。また、同年 6 月 30 日には個人データの国際移転に関する

定めに関するパブリックコメント期間が終了し、規則の制定に先行してガイドラインの

策定が予定されている等、フェーズ 2 の項目の実施も進みつつあります。 

加えて、2022 年 11 月 8 日、ANPD は 2023 年から 2024 年にかけての規制アジェン

ダを公表し、優先度順に 4 段階のフェーズに分けた 20 項目の施策を打ち出しました。

 
5 段階的な規制のうち、2021年 8月 1日に施行された行政上の制裁に関する規定については、Client Alert 

2022 年 12 月号（Vol.96）をご参照ください。 
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この中には、個人データの国際移転、機微情報・生体情報等に関する項目が含まれてい

ます。 

ブラジルの LGPD に関しては、これまでの間においても関連する日本企業は多くの対

応を続けてきているところですが、2023 年以降も新たな規則・ガイドライン等の議論

や策定の動きが続くことが見込まれ、引き続き動向を注視し、的確な対応を継続してい

く必要があります。 

 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：欧州議会によるエネルギー憲章条約への対応と投

資仲裁への影響 
 

昨今、欧州諸国におけるエネルギー憲章条約からの脱退に関する議論が白熱していま

したが、ついに 11 月 24 日、欧州議会は本議会において「エネルギー憲章条約の近代化

交渉の結果に関する決議」（Resolution on the outcome of the modernisation of the 

Energy Charter Treaty）を採択し、EU 全体として同条約から脱退するための手続に入

るよう欧州委員会に求めるに至りました。 

エネルギー憲章条約は、エネルギー分野の貿易自由化と投資保護に関する多国間条約

（1994 年調印、1998 年発効）であり、EU 諸国（イタリアを除く。）や日本を含む 53 ヶ

国・機関が参加しています。2020 年 7 月以降、同条約の近代化（modernization）に向

けた交渉が行われ、交渉は 2022 年 6 月に実質合意に達していましたが、その後、ドイ

ツ、フランス、スペイン、オランダ、ポーランド、スロベニア、ルクセンブルクの 7 ヶ

国が、当該近代化に向けた交渉の結果が EU のグリーン政策の方向性に合致していない

等の理由で条約から脱退の意向を正式に表明しました。本来、11 月 22 日の参加国・機

関によるエネルギー憲章会議で、近代化交渉の結果に基づく条約改正案の採択を目指し

ていましたものの、上記の 7 ヶ国を含む欧州諸国における同条約からの脱退意向を背景

に、改正案採決は 2023 年 4 月の会議まで延期されることとなっています。 

今回の決議の背景には、エネルギー憲章条約に含まれる投資家対国家紛争解決（ISDS）

制度に基づく、EU 加盟国への企業による提訴事案が頻発していることが挙げられます。

同条約に基づく ISDS の件数は、他の投資条約に基づく ISDS の件数に比べて非常に多
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く、今回の決議によればその件数は 150 件以上に達しており、そのうち 70%が EU 加

盟国または EU が提訴された事案となっているとのことです。 

但し、エネルギー憲章条約には、条約から脱退しても 20 年間は ISDS 紛争の対象と

なるというサンセット条項が含まれているため、条約から脱退したとしても、直ちに

ISDS 紛争の対象にならないという結果が担保されるわけではありません。決議の中で

は、まさしくこの点に関する懸念が言及されています。 

今回の欧州議会の決議自体は拘束力を持つものではありませんが、EU としては、難

しい判断を迫られることになり、今後の経過が注目されます。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『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 12 月 7 日（水）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『LBO ファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点 

からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』 

開催日時  2022 年 12 月 7 日（水）10:00～12:00 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『サイバーセキュリティの関連法令～事業経営に本当に活きる法的 

知識の学び方～』 

開催日時  2022 年 12 月 8 日（木）19:00～21:00 

講師    蔦 大輔 

主催    東京工業大学社会人アカデミー 

 

➢ セミナー  『第 5007 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「不正対応の急所ー 

不正調査の初動対応総点検と公益通報者保護法を踏まえた調査の

ポイントを解説ー」』 

開催日時  2022 年 12 月 9 日（金）9:30～11:30 

講師    金山 貴昭 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  【申込受付中】『サステナビリティ等に係る開示に関する改正案の 

公表 ～2023 年 3 月の期有価証券報告書から適用予定～』（第 213

回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2022 年 12 月 14 日（水）15:00～17:00 

講師    石橋 誠之 

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 12 月 9 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。 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
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➢ セミナー  『戦略的コーポレート・ファイナンスの法務と実務 -新株予約権・ 

CB による第三者割当型ファイナンス、臨報方式の海外募集、新型

ライツ・オファリングをはじめ最新手法を徹底検証-』 

視聴期間  2022 年 12 月 15 日（木）10:00～2023 年 2 月 14 日（火）17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『森・濱田松本法律事務所 / FRONTEO 共催オンラインセミナー 

「企業不祥事への初動対応～法務・コンプライアンス担当者に求め

られる 4 つの力～」』 

開催日時  2022 年 12 月 15 日（木）10:00～11:00 

講師    山内 洋嗣 

主催    株式会社 FRONTEO 

 

➢ セミナー  『Embedded Finance Week 2022「デジタル給与払い（ペイロール） 

の論点整理」』 

開催日時  2022 年 12 月 16 日（金）12:00～13:00 

講師    堀 天子 

主催    株式会社インフキュリオン 

 

➢ セミナー  『ハラスメント・内部通報調査の流れとノウハウ～具体的事例を題 

材に実践的質問法を解説～』 

開催日時  2022 年 12 月 16 日（金）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  『【第 3 の防衛線（内部監査部門）向け】「AML／CFT オーディター 

（アンチマネロン･オーディター）」』 

開催日時  2022 年 12 月 21 日（水）12:00～17:00 

講師    小田 大輔 

主催    一般社団法人金融財政事情研究会 

 

➢ セミナー  『〔2022 年版〕株主アクティビズムの傾向と対策 ～アクティビス 

ト株主対応の最新の実務を踏まえて～』 

視聴期間  2022 年 12 月 23 日（金）10:00～2023 年 2 月 24 日（金）17:00 

講師    松下 憲 

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 『新アプリ法務ハンドブック』（2022 年 12 月刊） 

 

出版社   日本加除出版株式会社 

著者    増田 雅史（共編著）、上田 雅大、白井 俊太郎、末長 祐、門田 航

希、中村 太智、古橋 悠（共著） 

 

➢ 論文    「上場会社等における取締役の報酬等の決定権限のあり方」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2308 

著者    松村 謙太郎 

 

➢ 論文    「■実務問答会社法 第 68 回■ 株主総会で説明した取締役個人別 

報酬に係る決定方針の事後的変更の可否」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2309 

著者    渡辺 邦広 

 

➢ 論文    「株主総会資料電子提供制度の実務対応 Q&A（6）」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2309 

著者    渡辺 邦広、邉 英基、若林 功晃 

 

➢ 論文    「会社法における内部統制システムとリスクマネジメント─取締役 

会の職務との関係を中心にして─」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2309 

著者    若林 功晃 

 

➢ 論文    「上場ベネフィットコーポレーションの増加と日本法への示唆」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2310 

著者    澤口 実、中尾 匡利（共著） 

 

➢ 論文    「個人情報保護をめぐる実務対応の最前線（第 11 回） 域外適用」 

掲載誌   NBL No.1228 

著者    岡田 淳、北山 昇、小川 智史 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「全銀協 TIBOR のフォールバックに関する実務動向」 

掲載誌   金融法務事情 No.2197 

著者    青山 大樹 

 

➢ 論文    「CGS ガイドラインの改訂から考える今後の企業実務への示唆 

（上）」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 12 月号 

著者    保坂 泰貴 

 

➢ 論文    「会社法務 有報におけるサステナビリティ開示義務化に向けた準 

備」 

掲載誌   企業会計 Vol.74 No.12 

著者    田井中 克之 

 

➢ 論文    「「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」の公表」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.34 No.12 

著者    梅津 英明、筑井 翔太、松井 春樹 

 

➢ 論文    「＜スポットライト＞改訂 CGS ガイドラインでは 40－50％が目安  

インセンティブ報酬比率を見直す際の法的留意点」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1662 

著者    奥山 健志 

 

➢ 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   月刊監査研究 2022 年 10 月号 

著者    保坂 泰貴 

 

➢ 論文    「組織再編における経済合理性の判断」 

掲載誌   税経通信 Vol.77 No.13 

著者    栗原 宏幸 

 

➢ 論文    「自動運転・新しいモビリティに関する法制度の最新動向」 

掲載誌   月刊 研究開発リーダー 第 199 号 

著者    戸嶋 浩二 
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➢ 論文    「7 月に改定された副業・兼業ガイドラインのポイント」 

掲載誌   労務事情 No.1459 

著者    荒井 太一、奥田 亮輔 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2022 –  

Japan Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2022 

著者    青山 大樹、松田 悠希（共著） 

 

➢ 論文    「The Insolvency Review 10th Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Insolvency Review 10th Edition 

著者    片桐 大、川端 遼、原田 昂 

 

➢ 論文    「The Mergers & Acquisitions Litigation Review 3rd Edition – Japan  

Chapter」 

掲載誌   The Mergers & Acquisitions Litigation Review 3rd Edition 

著者    近澤 諒、朽網 友章 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2023  

- Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2023 

著者    林 浩美、湯川 昌紀、蔦 大輔 
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NEWS      https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

➢ 名古屋オフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 名古屋オフィスは、この度、2022 年 12 月 12 日より、

大名古屋ビルヂングの23階から29階に移転することとなりましたのでご案内申

し上げます。 

 

◆移転先 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 大名古屋ビルヂング

29 階 

TEL：052-446-8660 ／ FAX：052-446-8661 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX に変更はございません。 

 

なお、移転作業に伴い、下記期間において名古屋オフィス代表 TEL（052-446-8660）

及び FAX（052-446-8661）が一時不通となります。ご連絡は、Email 又はお問い

合わせフォームをご利用下さい。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほ

ど宜しくお願い申し上げます。 

 

＜不通予定期間：12 月 9 日（金）20:00 ～ 12 月 11 日（日）23:00＞ 

 

◆業務開始日 

2022 年 12 月 12 日（月） 

 

◆アクセス 

地下鉄東山線 名古屋駅徒歩 1 分 

JR 名古屋駅徒歩 3 分 

近鉄 名古屋駅徒歩 3 分 

名鉄 名古屋駅徒歩 3 分 

地下鉄桜通線 名古屋駅徒歩 5 分 

あおなみ線 名古屋駅徒歩 5 分 

※地下鉄東山線コンコースより大名古屋ビル連絡地下街（ダイナード）と直結 

 

➢ Who’s Who Legal: Global Guide 2022 の各分野別ランキングにて高い評価を得ま

した  

Law Business Research が年間を通して発行する Who's Who Legal: Global 

Guide 2022 において、当事務所の弁護士が以下の分野で Leader に選出されまし

た。 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
https://www.mhmjapan.com/ja/contact/form.php?f=1
https://www.mhmjapan.com/ja/contact/form.php?f=1
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・Arbitration 

Future Leader: ダニエル・アレン 

  

・Capital Markets – Debt and Equity 

Global Leader: 鈴木 克昌、尾本 太郎、熊谷 真和、根本 敏光、トニー・グラン

ディ 

  

・Capital Markets – Structured Finance 

Global Leader: 佐藤 正謙 

  

・Competition 

Thought Leader – Global Elite: 伊藤 憲二 

Thought Leader: 宇都宮 秀樹 

Global Leader: 眞鍋 佳奈、高宮 雄介 

Future Leader: 加賀美 有人 

  

・Data – Information Technology 

Global Leader: 小野寺 良文、増島 雅和 

  

・Data – Data Security 

Global Leader: 増島 雅和 

  

・Insurance & Reinsurance 

Global Leader: 増島 雅和 

  

・M&A and Governance – M&A 

Global Leader: 石綿 学、大石 篤史、松村 祐土 

  

・M&A and Governance – Corporate Governance 

Global Leader: 石綿 学 

  

・Private Funds - Formation 

Global Leader: 竹野 康造、三浦 健 

  

・Project Finance 

Global Leader: 前田 博 
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・Real Estate 

Global Leader: 佐藤 正謙、小澤 絵里子、佐伯 優仁 

  

・Telecoms Media & Entertainment－Telecoms & Media 

Global Leader: 小野寺 良文 

  

・Trade & Customs 

Global Leader: 高宮 雄介 

  

・Transport– Space & Satellites 

Global Leader: 石川 大輝 

 

➢ 2022 Lexology Client Choice Awardsにて当事務所の弁護士がWinnerに選ばれま

した 

Law Business Research による 2022 Lexology Client Choice Awards おいて、日

本から選出された 8 名のうち、当事務所からは以下の 3 名の弁護士が Winner に

選ばれました。 

 

・Capital Markets：根本 敏光 

・Construction：諏訪 昇 

・Real Estate：佐伯 優仁 

 

➢ 鈴木 克昌 弁護士が ALB Asia Top 15 Capital Markets Lawyers 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 11 月号の特集 「Asia Top 15 Capital Markets Lawyers 2022」 にて、当

事務所の鈴木 克昌 弁護士が選出されました。 

 

➢ 岡田 淳 弁護士が IAM Global Leaders 2023 に選出されました  

当事務所の岡田 淳 弁護士が IAM Global Leaders 2023 に選出されました。IAM 

Global Leaders には、特許や特許訴訟に関する専門知識と豊富な経験を有してお

り、IAM Patent 1000 において Gold Tier にランクされた弁護士の中から、総合的

に高評価を得た者が選出されます。 

 

➢ 蔦 大輔 弁護士が「デジタル・フォレンジック優秀若手研究者賞」を受賞しまし

た  

当事務所の蔦 大輔 弁護士が、デジタル・フォレンジック研究会より、2022 年

度のデジタル・フォレンジック優秀若手研究者賞「最優秀賞」を受賞しました。 
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➢ 小川 貴大 弁護士が入所しました 

（以下、小川 貴大 弁護士のご挨拶） 

拝啓 

皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、森・濱田松本法律事務所にて執務させていただくことになりました小川 

貴大と申します。 

2015 年に弁護士登録をして以来、国内法律事務所にて、事業再生／倒産案件を

はじめ、訴訟／紛争解決案件、一般企業法務案件を扱い、研鑽を積んで参りまし

た。 

森・濱田松本法律事務所におきましても、これまでの経験を活用するとともに、

より専門性を深め、御依頼をいただく皆様のお役に立てるよう最善を尽くす所存

です。 

皆様におかれましては、御指導御鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し

上げます。 

敬具 

 

2022 年 11 月吉日 

弁護士 小川 貴大 

 

➢ 木山 二郎 弁護士が電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金 第三者審査委員

会 委員に就任しました 

 

➢ 堀 天子 弁護士が独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) デジタルアーキテク

チャ・デザインセンター 企業間取引将来ビジョン検討会 委員に就任しました 

 

➢ 石綿 学 弁護士が経済産業省 公正な買収の在り方に関する研究会 委員に就任

しました 

 

➢ 安倍 嘉一 弁護士が早稲田大学 WSC 寄付講座「LGBT をめぐる法と社会」講師

に就任しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が内閣府 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課

題への対応に関する官民連携会議 構成員に就任しました 

 

 

 

（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 


