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1. はじめに

初春のお慶びを申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。 

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 2023 年 1 月号（Vol.109）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：文化庁「文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告

書（案）」を公表

文化庁は、2022 年 12 月 27 日、「文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書（案）」

（「報告書（案）」）を公表しました。これは、2021 年度より「デジタルトランスフォー

メーション（DX）時代に対応した著作権制度・政策の在り方について」の諮問を受け

て文化審議会著作権分科会法制度小委員会で審議が行われており、法制的な観点からの

検討について取りまとめを行ったものとなります。 
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報告書（案）では、①簡素で一元的な権利処理方策と対価還元、②立法・行政・司法

のデジタル化に対応した著作物等の公衆送信等、③損害賠償額の算定方法の見直し、④

研究目的に係る権利制限規定の検討の 4 項目について、対応の方向を整理しています。 

特に、①簡素で一元的な権利処理方策と対価還元については、著作物等の利用の可否

や条件に関する著作権者等の「意思」が確認できない（「意思の表示」がされていない。）

著作物等について、一定の手続を経て、使用料相当額を支払うことにより、著作権者等

からの申出があるまでの間の当該著作物等の時限的な利用を認める新しい制度の創設

するとしています。 

また、③損害賠償額の算定方法の見直しについては、特許法の令和元年改正による見

直しは、著作権法でも当てはまり、その見直しの意義・効果もあると考えられることか

ら、(i)侵害者の譲渡等数量のうち、著作権者等の販売等の能力を超える、又は著作権者

等が販売することができないとする事情があるとして賠償が否定される部分について、

侵害者にライセンスしたとみなして、ライセンス料相当額の損害賠償を請求できること

とすること、(ii)ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、著作権侵害が

あったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する

ことが示されています。 

報告書（案）については、2022 年 12 月 28 日から、意見募集が実施されており、意

見募集の結果を踏まえ、最終的な報告書として確定する予定です。当該報告書に基づき、

著作権法改正が進められる予定ですので、その内容は留意しておくべきといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、優越的地位の濫用に関する緊急調査の結

果を公表 
 

2022 年 12 月 27 日、公取委は、優越的地位の濫用に関する緊急調査（「本調査」）の

結果を公表しました。公取委は、同年 2 月に優越的地位の濫用の未然防止をより一層図

るために「優越的地位濫用未然防止対策調査室」を設置し、また同年 5 月に各種調査を

担当するための「優越 G メン」の体制を創設する等、優越的地位の濫用に関する執行

体制を強化しています。本調査は、当該体制の下で、公取委が事業者間取引におけるコ

スト上昇分の転嫁拒否の状況を把握することを目的に、同年 3 月に転嫁拒否が疑われる

事案が発生していると見込まれる業種として 22 業種を選定し、同年 6 月より当該業種

の受注者に調査票を送付する等して実施していたものです。 
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公取委は、原材料価格、労務費、エネルギーコスト等（「原材料価格等」）の上昇分の

転嫁拒否が優越的地位の濫用に該当するおそれがあることを明確化するため、2022 年 3

月にウェブサイト上の Q&A（「本 Q&A」）1を更新しており、具体的には以下の①②の行

為が独禁法上の優越的地位として問題となるおそれがあるとしています。 

① 原材料価格等の上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場に

おいて明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと 

② 原材料価格等が上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもか

かわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答す

ることなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと 

本調査では、(i)受注者 8 万社・発注者 3 万社への書面調査、(ii)書面調査により受注者か

ら多く名前が挙がった発注者への任意の立入調査、(iii)報告命令（独禁法 40 条）2によ

る間接強制力のある調査等が行われました。その結果、全般的には上記①②に該当する

行為が行われている事例が多数見られたとし、発注者 4,030 社に対し、具体的な懸念事

項を明示した注意喚起文書が送付されています。また、取引価格が据え置かれており、

事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者のうち、

多数の取引先について上記①に該当する行為が確認された事業者 13 社については、独

禁法 43 条の規定に基づき3、公取委のウェブサイト上で事業者名が公表されました。こ

の公表は、同年 10 月に公取委事務総長が定例会見において表明していた方針を受けた

ものであり、公取委は、「転嫁円滑化を強力に推進する観点からの情報提供を図るため

実施したものであって、これらの事業者が独禁法又は下請法に違反すること又はそのお

それを認定したものではない」と述べていますが、実態調査に近いとされる本調査にお

いて事業者名を公表するのは「一歩踏み込んだ対応」（前記事務総長定例会見）です。 

適正な価格転嫁については政府をあげた施策が行われており4、転嫁円滑化に向けた

調査等は引き続き実施される予定です。本調査及び調査結果の公表に併せた事業者名の

公表は、公取委が表明した、エンフォースメントとアドボカシーの連携・強化の方針

（Client Alert 2022 年 7 月号（Vol.103）をご参照ください。）にも沿うものであり、今

後の調査においても、間接強制調査や事業者名の公表が行われることが想定されます。

上記のとおり、事業者名の公表は、独禁法又は下請法に違反すること又はそのおそれを

認定したものではないとされていますが、このような公表自体によって事業者のレピュ

テーション等に影響が生じる可能性は否定できません。 

 
1 「よくある質問コーナー（独占禁止法）」の Q20（https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ20） 
2 独禁法 47 条に基づく報告命令とは異なり、実態調査等具体的な事件調査とは関係なく行われる調査に

おいて、任意の調査では情報収集が困難な場合に発出されるものです。 
3 同条は、独禁法の適正な運用を図るため、公取委は、事業者の秘密を除き、必要な事項を公表するこ

とができる旨を定めています。 
4 2021 年 12 月 27 日には、内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委

員会により「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を公表しています。

2022 年 12 月 6 日には、公取委は、転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種への調査

を行うとともに、独占禁止法や下請法上問題となる事案について、命令・警告・勧告等、これまで以上

に厳正な執行を行うため、内部の機構を新設し、50 名もの緊急増員を行うことを公表しています。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065108/20220705-023201.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065108/20220705-023201.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ20
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本調査の結果についての公表文には、本 Q&A①②に該当し得る行為が例示されてい

るところ、これらを参照すると、発注者側には積極的かつ具体的な対応が求められてい

ることが分かります。また、発注者が公取委の調査を受けた場合には、期限の付された

報告命令に対し、自社が価格転嫁に向けて積極的な対応を講じていることを的確に示せ

るよう、自社の対応について普段から記録を整理しておくことが求められます。 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：「GX 実現に向けた基本方針（案）」の公表に

ついて 
 

2022 年 12 月 22 日、第 5 回 GX 実行会議において、「GX 実現に向けた基本方針（案）

～今後 10 年を見据えたロードマップ～」（「本基本方針」）5が、参考資料としての各分

野ごとの「ロードマップ」（「本ロードマップ」）6とともに提示されました。 

(1) 本基本方針について 

本基本方針の「2.エネルギー安定供給の確保を大前提とした GX に向けた脱炭素

の取組」では、エネルギー分野を中心に、GX とエネルギー安定供給の確保を同時

に実現していくべく、今後実施又は継続される予定の取組が分野ごとに掲げられて

います7。本項目は、GX 実行会議における議論の柱の一つであった規制・支援一体

型投資促進策を個々の分野ごとに具体化したものといえます。 

次に、「3.「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行」では、20 兆

円規模の GX 経済移行債（仮称）の発行、国による投資促進策の基本原則等の国に

よる支援策のほか、GX リーグにおける排出量取引制度、発電事業者に対する温室

効果ガスの排出枠の「有償オークション」の導入、「炭素に対する賦課金」の導入、

カーボンプライシングの実施等を担う「GX 経済移行推進機構」（仮称）の創設等、

導入が予定されているカーボンプライシングに関する事項や、グリーンファイナン

スの拡大、トランジションファイナンスに対する取組強化、ブレンデッドファイナ

ンスの手法の確立等、新たな金融手法の確立について説明されています。 

 
5 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai5/siryou1.pdf 
6 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai5/siryou2.pdf 

7 例えば、再生可能エネルギー分野においては、地域共生型の再エネ導入拡大に向けて、土地開発に関わる許認

可取得等を FIT/FIP 認定の申請要件とする等の制度的措置を講ずることが掲げられています。当該制度的措置の

詳細については、Client Alert 2022 年 12 月号（Vol.108）をご参照ください。 

 

パートナー 宇都宮 秀樹 
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 03-6266-8903 

 saori.takekoshi@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 後潟 伸吾 

 092-739-8144（福岡） 

 shingo.ushirogata@mhm-global.com 

 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai5/siryou1.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai5/siryou2.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065960/20221205-012458.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065960/20221205-012458.pdf
mailto:hideki.utsunomiya@mhm-global.com
mailto:saori.takekoshi@mhm-global.com
mailto:shingo.ushirogata@mhm-global.com
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そのほか、「アジア・ゼロエミッション共同体」（AZEC）構想の実現等を中心と

した「4.国際展開戦略」や、「公正な移行」（Just Transition）の実現、需要側から

の GX の推進、中堅・中小企業の GX の推進等を中心とした「5.社会全体の GX の

推進」も重要なテーマとして取り上げられています。 

最後に、「6.GX を実現する新たな政策イニシアティブの実行状況の進捗評価と見

直し」において、GX を実現するための政策イニシアティブを実行していくに当

たって、官民での GX 投資の進捗状況、グローバルな動向や経済への影響等も踏ま

えて、GX 実行会議等において進捗評価を定期的に実施し、それを踏まえて必要な

見直しを効果的に行っていくことが示されています。 

以上のとおり、本基本方針は、これまでの GX 実行会議における議論を踏まえ、

各種の審議会等で個別に議論されてきた内容を取りまとめたものといえます。 

 

(2) 本ロードマップについて 

本ロードマップは、本基本方針にて示された各種取組について、今後 10 年を見

据えたロードマップの全体像を視覚的に明らかにするとともに、22 に細分化され

たそれぞれの分野について、目標・戦略、GX 投資、規制・制度、国際戦略の 4 つ

の項目に関する 2050 年までのロードマップ（今後の道行き）を示したものです。 

インフラ・エネルギーの分野については、特に事例 1 の水素・アンモニア、事

例 2 の蓄電池産業、事例 14 の再生可能エネルギー、事例 15 の次世代ネットワー

ク（系統・調整力）、事例 16 の次世代革新炉、事例 20 の CCS に関するロードマッ

プが注目されます。また、再エネ政策の今後の進め方や原子力政策の今後の進め方

についても、今後実施される予定の各種取組が時系列で整理されています。 

本基本方針については、現在パブリックコメントが募集されており8、また、「次期通

常国会に、GX 実現に向けて必要となる関連法案を提出する」とされているため、当該

パブリックコメント手続において積極的に意見を提出し、また、関連法案の動向を注視

していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222084&Mode=0 
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5. 労働法：女性活躍推進法関連内閣府令及び指針の改正について 
 

2022 年 12 月 21 日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（「女性活躍推

進法」）に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府

令（「本内閣府令」）及び事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示（「本告示」）が、

公布・告示され、関係通知等が発出されました（「本改正」）。 

本改正は、2022 年 6 月 3 日、すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推

進本部にて決定された、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022」において、国及び

地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（「特定事業主」）

について、民間（常時雇用する労働者 301 人以上の事業主）と同様に、女性活躍推進法

に基づき、職員の給与の男女の差異の公表を行うこととされたことを踏まえて行われた

ものとなります。 

本改正のうち、本内閣府令の改正により、「職員の給与の男女の差異」が状況把握及

び情報公表の必須項目として規定されました。また、本告示の改正により、女性活躍推

進法 19 条 3 項に基づく「職員の給与の男女の差異」の状況把握は、「任期の定めのない

常勤職員」及び「任期の定めのない常勤職員以外の職員」のまとまりごとに把握するほ

か、これらを総計した全職員に係る状況を把握することとされ、「任期の定めのない常

勤職員」については、役職段階別及び勤続年数別による職員の給与の男女の差異の状況

を把握することとされ、女性活躍推進法 21 条に基づく「職員の給与の男女の差異」の

情報公表についても、上記を前提として、内閣府男女共同参画局長、内閣官房内閣人事

局人事政策統括官及び総務省自治行政局公務員部長の定める方法によって算出し、公表

するものとされました。 

本改正の施行・適用は 2023 年 4 月 1 日から（一部経過措置あり）とされており、本

改正により特定事業主についても一定の状況把握及び情報公表が必要となりますので、

企業の状況把握及び情報公表の参考になることが想定されます。 

 

 

 

6. 会社法：Glass Lewis 2023 年 2 月以降適用予定の日本向け新ポリ

シーを公表 

 

2022 年 12 月、議決権行使助言会社の Glass, Lewis & Co.（「グラスルイス」）は、2023

年版の日本向け議決権行使助言方針（ガイドライン）の改定を公表しました。主な改定

内容は、下記のとおりです。 

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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1 反対推奨の対象の変更について 

 これまで、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社において、取締役会の独立性や

取締役会の多様性の欠如、過大な政策保有株式の保有に関して反対推奨の対象となるの

は、会長（会長職が無い場合は最上級役員）の選任議案でした。2023 年 2 月以降は、

取締役会議長（取締役会議長職がない場合は CEO を指します。以下本稿において同様

です。）が反対推奨の対象とされます。指名委員会設置会社では、従前と同様に指名委

員長が反対推奨の対象となります。 

2 取締役会の多様性について 

 これまで、すべての上場会社について、女性役員9が 1 名以上選任されていない場合

は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社では会長（会長職が無い場合は社長）

である取締役に、指名委員会等設置会社では指名委員会委員長である取締役が反対推奨

の対象とされていました。2023 年 2 月以降は、プライム市場上場会社では、少なくと

も 10%以上の女性役員が選任されていない場合、監査役会設置会社や監査等委員会設置

会社では、取締役会議長が、指名委員会設置会社では指名委員長が、反対推奨の対象と

なります。なお、従前と同様に、各社の開示を検討し、女性役員が選任されていないこ

とについて十分な理論的根拠や対応策が開示されている場合には、反対推奨をしない場

合があるとされていますが、2024 年 2 月以降、プライム市場上場会社については、か

かる例外規定の適用はなくなる予定とされています。 

3 気候変動問題に関する取締役会の説明責任について 

 Climate Action 100+に選定された会社等、自社の事業に起因して重要な気候変動リス

クに晒されている会社は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告に沿っ

た開示を行うべきとされ、これらの会社について開示が無いか又は著しく不十分である

場合、責任を負うべき取締役に反対推奨を行う場合があるとされています。 

4 過大な政策保有株式に関する反対推奨について 

 これまでグラスルイスは、政策保有株式の規模が連結純資産の 10%以上である場合、

会長（会長職が無い場合、社長等の経営トップ）の取締役選任議案に反対推奨を行うこ

とを原則としてきました（2023 年 2 月以降は、取締役会議長が反対推奨の対象となり

ます。）。一方で、基準値を超えて保有している場合でも、明確な削減計画を開示し政策

保有株式が減少している場合や、政策保有が事業戦略上必要である旨の明確な開示があ

り、合理的だとグラスルイスが判断する場合は、反対推奨を見送ることがあるとされて

います。今回、かかる例外基準が、下記のとおり明確化されました。 

⚫ 政策保有株式の削減に関して、数量及び期間を明示した計画の開示を行っている

場合 

⚫ 政策保有株式の規模が連結純資産の 10%～20%であっても、5 年平均の ROE が

5%以上である場合 

 

 
9 ここでいう女性役員には、取締役と監査役に加え指名委員会等設置会社における執行役も含みます。

また、ガイドラインでは、”gender diverse directors”という用語が用いられ、女性役員に加え、男性又は

女性以外のジェンダーの役員も含まれています。 
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 他の議決権行使助言会社である、Institutional Shareholder Services Inc.（「ISS」）の

2023 年版議決権行使助言基準でも、女性取締役が 1 人もいない場合、経営トップであ

る取締役の選任議案に反対推奨する旨、及び気候変動に関する情報開示が不十分な会社

については、取締役選任議案に反対推奨する旨の改定が行われています。各社は、グラ

スルイスや ISS における議決権行使助言方針の改定も踏まえて、自社の取締役会の多様

性及び気候変動に関する情報開示の状況について見直し、検討を進める必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

グラスルイス：「Glass Lewis 2023 Policy Guidelines」（英語版） 

https://glasslewis.com/wp-content/uploads/2022/12/Japan-Voting-Guidelines-GL-2023.pdf?

hsCtaTracking=7bf6250c-5d6a-45f9-a7a4-e5cb8e3f7d8d%7Cc3960220-b9ba-4383-82c6-d

55c3ed59ae1 

ISS：「JAPAN Proxy Voting Guidelines Benchmark Policy Recommendations」（英語版） 

Japan-Voting-Guidelines.pdf (issgovernance.com) 

  

 

 

 

7. 危機管理：「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書（案）」

に対する意見募集 
 

経済産業省の産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会外国公務員贈賄

に関するワーキンググループ（「本 WG」）は、2022 年 12 月 12 日に、本 WG が取りま

とめた「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書（案）」（以下「本報告書案」）

に対する意見募集（パブコメ）を開始しました10。 

本 WG は、不正競争防止法に規定されている外国公務員贈賄罪について、主に、2019

年に実施された OECD 贈賄作業部会による第 4 期審査で受けた以下 4 つの優先勧告に

ついて検討を行っています。 

①自然人に対する制裁の在り方 

②法人に対する制裁の在り方 

③公訴時効の在り方 

④法人に対する適用管轄（国外犯処罰）の在り方 

 
10 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222077&
Mode=0 

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://glasslewis.com/wp-content/uploads/2022/12/Japan-Voting-Guidelines-GL-2023.pdf?hsCtaTracking=7bf6250c-5d6a-45f9-a7a4-e5cb8e3f7d8d%7Cc3960220-b9ba-4383-82c6-d55c3ed59ae1
https://glasslewis.com/wp-content/uploads/2022/12/Japan-Voting-Guidelines-GL-2023.pdf?hsCtaTracking=7bf6250c-5d6a-45f9-a7a4-e5cb8e3f7d8d%7Cc3960220-b9ba-4383-82c6-d55c3ed59ae1
https://glasslewis.com/wp-content/uploads/2022/12/Japan-Voting-Guidelines-GL-2023.pdf?hsCtaTracking=7bf6250c-5d6a-45f9-a7a4-e5cb8e3f7d8d%7Cc3960220-b9ba-4383-82c6-d55c3ed59ae1
https://www.issgovernance.com/file/policy/latest/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222077&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222077&Mode=0
mailto:yusuke.ishii@mhm-global.com
mailto:yusuke.ishii@mhm-global.com
mailto:yusuke.ishii@mhm-global.com
mailto:ayana.kagawa@mhm-global.com
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それぞれの項目に関する本報告書案の概要は以下のとおりです。なお、それぞれの項

目に関し、本 WG での議論を踏まえた政府内での検討を経て決定することが相当と述べ

られています。 

 

検討項目 現行制度 本報告書案の概要 

①自然人に対す

る制裁の在り方 
5 年以下の懲役若しくは 500 万

円以下の罰金又はこれを併科 

罰金額の上限を 1,000 万円～3,000

万円、懲役刑の長期を 5 年超～10 年

に引き上げる 

②法人に対する制

裁の在り方 
3 億円以下の罰金 

罰金額の上限を 5 億円～10 億円に

引き上げる 

③公訴時効の在

り方 
自然人・法人の公訴時効はいず

れも 5 年間 

自然人に対する法定刑が 10 年に引

き上げられる場合には、結果として

公訴時効が 7 年間に延長される 

④法人に対する

適用管轄（国外犯

処罰）の在り方 

属地主義（日本国内において罪

を犯したすべての者に適用）、及

び属人主義（自国民が犯した犯

罪については、日本国外であっ

ても日本の法規を適用） 

左記に加え、日本法人の外国人従業

員が国外で単独で贈賄を行った場

合について、当該外国人従業員を処

罰し得る規律を創設し、法人に対す

る適用管轄を拡大する 

 

なお、上記の OECD の勧告への対応に加えて、「その他の意見」として、法人におけ

るコンプライアンス体制の構築状況を踏まえた刑事責任の減免制度に関する意見や、外

国公務員贈賄防止指針における法人の責任に関する記載の充実化に関する意見等も記

載されています。 

本報告書案に対する意見募集は 2023 年 1 月 16 日までであり、その後、当該意見の

内容を踏まえ、最終的に報告書が提出される見込みです。 

 

 
 

  

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 清水池 徹 
 03-6266-8798 

 toru.shimizuike@mhm-global.com 

 

mailto:toru.shimizuike@mhm-global.com
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9. 一般民事・債権管理：いわゆる「追い出し条項」について、消費者

契約法 10 条に反すると判断した事案（最判令

和 4 年 12 月 12 日） 
 

最判令和 4 年 12 月 12 日（「本最高裁判決」）は、家賃保証業者が、家賃保証契約に

おいて定めたいわゆる「追い出し条項」について、当該条項が消費者契約法 10 条に反

する旨の判示を行いました。 

本事件では、家賃保証業者が住宅等の賃貸人及び賃借人との間で締結した保証契約に

おいて、以下のような内容の条項（「本件条項」）が定められていたところ、本件条項が、

信義則に反して消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項を無効とする消費者

契約法 10 条の適用を受けるかが争点の一つとなったものです。 

・保証会社は、賃借人が賃料等の支払を 2 ヶ月以上怠り、保証会社が合理的な手段を

尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や

郵便物の状況等から賃借建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ賃借

建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するとき、

賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって賃借建物の明渡しがあったも

のとみなすことができる。 

かかる点につき、原判決である大阪高判令和 3 年 3 月 5 日は、当該条項は消費者契約

法 10 条に反しないと判示しました。これに対し、本最高裁判決は、本件条項について、

保証会社が、賃貸借契約が終了していない場合において、本件条項に基づいて賃借建物

の明渡しがあったものとみなしたときは、賃借人は、賃借建物に対する使用収益権が消

滅していないのに、賃貸借契約の当事者でもない保証会社の一存でその使用収益権が制

限されることとなり、本件条項は、この点において、任意規定の適用による場合に比し、

消費者である賃借人の権利を制限するものというべきであること、そして、このような

ときには、賃借人は、賃借建物に対する使用収益権が一方的に制限されることになる上、

賃借建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、賃貸人が賃借人に対して賃借建物

の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状

態に置かれるのであって、著しく不当というべきであること等を理由に、本件条項が消

費者契約法 10 条に反するとの判示を行っています。 

なお、本最高裁判決においては、賃借人が支払いを怠った賃料等を 3 ヶ月分以上に達

したときは、保証会社が無催告で賃貸借契約を解除できる旨の条項も同様に消費者契約

法 10 条に反するものとして無効としています。 

本最高裁判決を踏まえ、本件条項と同内容の契約条項を定めている家賃保証業者は、

このような規定を見直す必要があります。本最高裁判決は消費者契約法 10 条に関する

ものであるため、その射程は、事業者を賃借人とする契約に及ぶものではありませんが、

こうした契約についても慎重に検討する必要があります。 

また、本最高裁判決は、家賃保証業者の保証契約中の条項に関するものであることか

ら、その射程は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約における同趣旨の規定（賃貸人が、

本件条項が定める事情が存する際に賃借建物の明渡しがあったものとみなすことがで
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きる旨の規定等）に直ちに及ぶものではないと考えられるものの、今後の学説・裁判例

の動向を踏まえ、このような条項の内容についても、慎重に検討を行うことが望ましい

と考えられます。 

 

 

 

10. M&A：買収防衛策としての新株予約権無償割当ての差止め仮処分が

認められた近時の事案（最決令和 4 年 7 月 28 日等） 
 

Y 社の株主である X が、Y 社の株主に対する買収防衛策としての新株予約権の無償割

当て（「本件新株予約権」）に関し、①株主平等原則に違反し法令違反である、②著しく

不公正な方法による発行であるとして、仮差止めを求めた事案において、大阪地裁はこ

れを認容する仮処分決定を行い（大阪地決令和 4 年 7 月 1 日）、Y 社による保全異議の

申立てに対し大阪地裁は仮処分決定の認可決定を行い（大阪地決令和 4 年 7 月 11 日）、

さらに Y 社による保全抗告を大阪高裁が棄却した（大阪高決令和 4 年 7 月 21 日）こと

から、Y 社が許可抗告したところ、最高裁は、許可抗告を棄却し、本件新株予約権の無

償割当ての差止め仮処分を認めました（最決令和 4 年 7 月 28 日）。 

本件において、X は 2021 年 7 月 30 日から Y 社の株式を市場内で取得し始め、2022

年 3 月 31 日時点で関係者と合計して 21.63%の Y 社の株式を保有するに至り、取締役

の解任を議案に含む臨時株主総会の招集を請求したため、Y 社の取締役会は、同年 4 月

8 日、X 関係者らを対象として、対抗措置として大規模買付者等の非適格者とそれ以外

の株主とで行使条件及び取得条項が異なる新株予約権の無償割当てを行うことを、対象

となる大規模買付行為等や対抗措置の発動までの手続とともに本件の対応方針として

決定しました。同年 5 月 18 日、Y 社は、取締役会において対抗措置を発動し、本件新

株予約権の無償割当てを決定しました。本件新株予約権の内容は、①A 新株予約権につ

いては、行使条件を非適格者は行使することができないとした上で、非適格者を X や X

関係者等とし、取得条項を Y 社取締役会が決議した場合、行使可能な A 新株予約権は

普通株式を対価として、行使できない A 新株予約権は B 新株予約権を対価として Y 社

が取得できるとし、②B 新株予約権については、行使条件を B 新株予約権保有者が大規

模買付行為等を中止又は撤回し、その後大規模買付行為等を実施しないことを誓約した

場合であって、B 新株予約権保有者の株券等保有割合が 21.63%を下回っているとき、

又は株券等保有割合が 21.63%以上である場合において、B 新株予約権保有者その他の

非適格者が Y 社が認める証券会社に委託して Y 社株式を処分し、処分後の株券等保有

割合が 21.63%を下回ったときに、行使後の株券等保有割合が 21.63%を下回る範囲内

パートナー 横田 真一朗 

 03-6212-8365 

 shinichiro.yokota@mhm-global.com 

アソシエイト 片山 和紀 
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でのみ行使可能とするものでした。同年 6 月 24 日には、株主意思確認総会において本

件新株予約権の無償割当てが賛成多数で可決されました。 

裁判所は、新株予約権の無償割当てが不公正発行に該当するかについて、近時の有事

導入型の買収防衛策に関する裁判例と同様、(1)対抗措置の主要目的（株主の共同利益維

持の必要性）と(2)相当性を検討し、主要目的が経営支配権の維持である場合には買収防

衛策を正当化するに足りる特段の事情がない限り、不公正発行とするという枠組みに

従って判断しております。 

その上で、(1)株主の共同利益維持の必要性については、現経営陣による経営支配権維

持の目的があったと推測できるとしつつも、①X 以外の株主にとっては X による経営支

配権の取得が及ぼす影響に不確定な要素が多かったこと、②本件対応方針及び対抗措置

の目的・内容は X 関係者に大規模買付行為等を一旦停止させ、その間に株主に大規模買

付行為等の適否を検討する時間的余裕と考慮すべき要素の情報を提供しようとするも

のであること、③本件新株予約権の無償割当てが株主意思確認総会で可決されているこ

と等を理由に認めています。 

他方、(2)相当性については、①X が買収防衛策の導入時点で株式の追加取得をしてお

らず、いかなる行為をすれば大規模買付行為等の撤回に該当するのか明確な認識を持つ

のが困難であったこと、②大規模買付行為等の撤回方法の内容が株主権としての本質的

内容といえる議決権等の共益権を大幅に、長期間制限するものであり、株主が適切な判

断を下すための情報及び時間を確保するという目的のために必要な程度を大きく逸脱

していること、③X とその他関係者らの関係性から大規模買付行為等を撤回する方法が

実質的に閉ざされていること、④X らが非適格者であるとの認定が現経営陣による恣意

的な認定であることが否定できないこと等を理由に、相当性を欠くとして、差止め仮処

分を肯定しました。 

本件は、買収防衛策の導入が株主意思確認総会で可決され、かつ、新株予約権の内容

が東京機械製作所事件（最決令和 3 年 11 月 18 日）や富士興産事件（東京高決令和 3

年 8 月 10 日）と類似するものであったにもかかわらず、上記 2 事件とは異なり、買収

防衛策の具体的な運用を考慮して差止め仮処分が認められたという点において、注目に

値するものといえます。 
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11. キャピタル・マーケッツ：金融庁、金融審議会ディスクロージャー

ワーキング・グループ報告を公表 

 

金融庁は、2022 年 12 月 27 日、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グルー

プ報告」を公表しました（本報告）。本報告は、同年 6 月 13 日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（6 月報告）において検討事項とされた、

(1)四半期開示及び(2)サステナビリティ開示についての金融審議会での議論が取りまと

められたものです。 

 

(1) 四半期開示 

四半期開示については、6 月報告において四半期決算短信への一本化が提言され、中

には開示の任意化を求める意見があることも示されていたところ、本報告では、当面は

すべての上場会社に対し四半期決算短信の開示を義務付けることとしつつ、任意化につ

いては今後継続的に検討するとしています。 

また、四半期決算短信の開示内容については、現在の開示事項をベースにしつつ、投

資家からの要望が特に強いセグメント情報等を追加する一方、四半期報告書において開

示が求められていた有価証券報告書等の記載事項の重要な変更については今後は臨時

報告書提出事由とすること、四半期決算短信に対する監査人のレビューについては原則

任意とすること、提出義務が引き続き課される半期報告書については、上場会社につい

ては現行の第 2 四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求めることと

し、非上場企業の有価証券報告書提出会社については現行の中間監査を伴う半期報告書

の枠組みと上場会社と同じ枠組みのいずれかを選択可能とすること、また、四半期決算

短信の虚偽記載等については、法令上のエンフォースメントは現時点では不要とするこ

とが提言されています。 

 

(2) サステナビリティ開示 

本報告では、サステナビリティ情報の開示についての制度整備の方向性も示されてお

り、具体的には、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が今後開発する開示基準を告

示指定により「サステナビリティ開示基準」と設定することで、法定開示に取り込んで

いくことが提言されています。加えて、今後のサステナビリティ開示のロードマップが

示されており、2023 年には、既に公表された、有価証券報告書におけるサステナビリ

ティ開示の記載欄の新設に加えて、SSBJ の法令上の位置付けの明確化、2024 年から

2026 年以降にかけて SSBJ の開発する開示基準の法定開示への取込みを検討すること

が示されています。 

 

今後は、本報告の提言を基に具体的な法令改正等がなされることが予想され、今後の

動向を注視する必要があります。なお、本報告の詳細については、当事務所の CAPITAL 

MARKETS BULLETIN 2023 年 1 月号（Vol. 68）「令和 4 年度ディスクロージャーワー

https://www.mhmjapan.com/content/files/00066111/20230106-032842.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00066111/20230106-032842.pdf
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キング・グループ報告の公表～四半期開示の見直しの方向性とサステナビリティ開示の

ロードマップ～」もご参照ください。 

 

 

 

12. 税務：令和 5 年度税制改正大綱の閣議決定 
 

昨年 12 月 23 日、内閣は令和 5 年度税制改正大綱を閣議決定しました。 

令和 5 年度税制改正大綱も、例年と同様、その内容は多岐に亘りますが、そのうち特

に注目すべきものについて簡潔にご紹介します。 

まず法人税関係に関しては、研究開発税制について控除率カーブや控除率の下限に関

する見直しを行うこと等が示されたほか、スタートアップ企業への投資を促すオープン

イノベーション促進税制について新株発行以外の株式取得についても対象とするもの

とされています。さらに国際課税に関して、グローバル・ミニマム課税に関連して所得

合算ルールの法制化のための措置が追加されるほか、外国子会社合算税制の見直しも盛

り込まれました。 

次に所得税関係に関しても、スタートアップへの再投資を促すため、株式の譲渡益を

元手に、スタートアップを創業したり、プレシード・シード期のスタートアップ企業へ

再投資を行ったりした場合について、20 億円を上限として、株式の譲渡益を非課税と

する措置が盛り込まれました。また、所得水準が極めて高い個人の所得税額が一定の水

準より下回る場合、令和 7 年分以後の所得税について、下回る額に相当する所得税を課

すものとされています。 

資産税（相続税）に関しては、相続時清算課税制度の見直し、相続前贈与の加算期間

の延長（7 年）等が盛り込まれています。 

最後に納税環境整備として、電子帳簿等保存制度に関し、電子取引の取引情報の保存

ができなかったことについて相当の理由がある場合における猶予措置が新設されると

ともに、検索性確保について緩和措置を講じるものとされています。 

具体的な法案の内容はいまだ明らかとなっていないため、改正内容の詳細については

引き続き動向を注視する必要があります。また、法案は次の通常国会において提出され

ることとなりますが、国会の議論次第では税制改正大綱の内容とは異なったものとなる

可能性もあります。 

 

  

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhm-global.com 
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＜参考資料＞ 

「令和 5 年度税制改正の大綱」 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 中国・アジア（インド）：インドの個人情報保護法案の撤回と新法案

の提出 
 

インドにおいては、本稿執筆時現在（2023 年 1 月現在）、個人情報保護に関する一般

法は存在しておらず、個人情報保護に関する主な法令は、IT 法（Information Technology 

Act, 2000）43A 条及び同法の下位規則である 2011 年個人情報保護規則（Information 

Technology（Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data 

or information）Rules, 2011：「2011 年規則」）となります。 

具体的には、まず IT 法は、インドの情報技術産業に関する法令であり、個人情報保

護としての適用場面は限定的です。また、2011 年規則は、全 8 条の規則であり、EU の

GDPR（General Data Protection Regulation）や日本の個人情報保護法と比較すると非

常に簡素なものとなっています。 

このような状況の下、インドではかねてより個人情報保護に関する一般法が待望され

てきていましたところ、2019 年 12 月、2019 年個人情報保護法案（Personal Data 

Protection Bill, 2019）がインド下院（Lok Sabha）に提出されました。この 2019 年個

人情報保護法案は、全 98条の構成で、EUの GDPRを意識した内容となっており、GDPR

上の Data subject、Controller、及び Processor に相当するデータ主体（data principal）、

データ受託者（data fiduciary）、及びデータ処理者（data processor）の定義を設けてい

ました。その他、一定の域外適用を想定して、データ受託者・データ処理者の義務や、

データ主体が有する主要な権利を定め、センシティブ個人情報と重大個人情報に分けて

越境移転及びデータローカライゼイションに関する規制を規定していました。 

しかし、2022 年 8 月 3 日、インド政府は突如として 2019 年個人情報保護法案を撤

回しました。撤回理由は、共同国会委員会（Joint Parliamentary Committee）から多数

の修正意見が入り、現時点での内容・形態ではおよそ法令として維持しきれない、と判

断したからとなっています。そして、同年 11 月 18 日、電子情報技術省（Ministry of 

Electronics and Information Technology）は撤回した 2019 年個人情報保護法案に代わる

新法案を提出し、同年 12 月 17 日を期限としてパブリックコメントを募りました。 
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この新法案は、2019 年個人情報保護法案（全 98 条）から大幅に条文数を削減して全

30 条の構成となっており、簡素化が図られています。そして、2019 年個人情報保護法

案にて存在した、個人情報・センシティブ個人情報・重大個人情報といった分類を新法

案は採用せず、①オンラインで収集された個人情報と、②オフラインで収集され、デジ

タル化された個人情報を適用対象とする建付けとしています。なお、新法案では、オフ

ラインで収集され、デジタル化されて「いない」個人情報は新法の適用対象外と規定さ

れているため、仮にパブリックコメントに基づいて修正されずに新法案がそのまま成立

すると、これらの個人情報は引き続き保護の対象外とされる可能性があります。また、

2019 年個人情報保護法案ではセンシティブ個人情報と重大個人情報に分けて越境移転

やデータローカライゼイションに関する規制を設けることが予定されていましたが、新

法案ではこれらの規制は見送られ、インド中央政府がインド国外への個人情報の移転に

係る条件を設定できる旨の規定が置かれています。その他にも、みなし同意、データ主

体（data principal）の権利・義務、データ受託者（data fiduciary）の義務、重要データ

受託者（significant data fiduciary）の義務、18 歳未満の個人に係る情報の処理、インド

情報保護委員会（Data Protection Board of India）の設置、罰則等が規定されています。 

新法案は、上記のように、2019 年個人情報保護法案を大きく簡素化した包括的な内

容となっていますが、他方で、新法案に沿った規則の作成権限をインド中央政府に与え

ており、今後規制の詳細をインド中央政府が設定することも可能な建付けとなっていま

す。新法案が今般提出された内容で議会にて承認されて法律として施行されるか、施行

されるとしても、下位規範となる規則によってどのような規制が新設されることとなる

か等、その運用はまだ未知数な部分が多いため、引き続き注意深く動向を見守っていく

必要があるといえます。 

 

 

 

14. 新興国（ロシア）：ロシア政府による対ロ制裁への対抗措置の動向 
 

本稿では、Client Alert 2022 年 9 月号（Vol.105）にてお伝えした以降の、ロシア政府

による対ロ制裁への対抗措置のアップデートをお届けいたします。 

(1) 対抗措置の延長 

Client Alert 2022 年 9 月号（Vol.105）でお伝えした 2022 年 8 月 5 日付大統領令 520

号に基づく制裁措置が 2023年末まで延長されました（2022年 12月 5日付大統領令 876

パートナー 小山 洋平 
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 yohei.koyama@mhm-global.com 

パートナー 御代田 有恒 
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号）。これにより、日本を含む非友好国又は非友好国に支配された者と関係を有する者

に保有される、①ロシア法人により発行された有価証券、②ロシア法人の定款資本

（charter capital）に係る持分又は③ロシア国内で実施される投資案件に係る生産分与

契約、共同操業契約その他の契約の当事者における参加持分や権利義務等（「本資産等」）

の取得、変更、解除又は担保設定等の取引は 2023 年末まで引き続き禁止されることと

なります。 

さらに、ロシアからの生産設備、電気通信機器、医療機器、輸送機器等の輸出を禁止

する 2022 年 3 月 8 日付大統領令 100 号の有効期間も 2023 年 12 月 31 日まで延長され

ています（2022 年 10 月 26 日付大統領令 773 号）。 

上記のほかにも、2022 年 12 月 19 日付連邦法 519 号により種々の経済対抗措置の期

間が延長されています。 

(2) 言論統制の強化 

ロシアでは従来から、外国勢力による資金援助等の影響力の行使を受けていると認め

られた者を「外国エージェント」としてロシア政府の監視対象としてきていました。こ

の「外国エージェント」の要件を緩和し、ロシア政府による監視や行動制限の適用範囲

を広げる法律（2022 年 7 月 14 日付連邦法 255 号）が 2022 年 12 月 1 日に発効しまし

た。同法に基づき、外国勢力による支援の提供等の影響力の行使を受けていると認めら

れた者は、直接的な資金援助がなくとも「外国エージェント」に該当することとなりま

す。「外国エージェント」としてロシア政府のリストに登録された者については、ロシ

ア政府の監視対象とされるほか、未成年者への教育活動の制限等の 18 種類の行動制限

を受けることとなります。 

(3) 民事裁判手続への検察官の介入 

ロシア連邦商事訴訟手続法典 52 条及びロシア民事訴訟手続法典 45 条を改正する

2022 年 10 月 7 日付連邦法 387-FZ 号が 2022 年 10 月 18 日に発効し、同法に基づき、

ロシア政府による非友好国への対抗措置等に違反する取引の無効を裁判所に対して求

める権限が検察官に付与されました。また、外国の裁判所の判決や仲裁判断の承認執行

手続等の一定の事件については、同法により、いかなる段階においてもその手続に介入

できる権限も検察官に認められています。 

(4) 取引規制 

2022 年 10 月 15 日付大統領令 737 号が同日付で発効し、ロシアの金融機関等の定款

資本を構成する株式等又は議決権数の 1%超を保有、利用又は処分する権利を、直接又

は間接に設定、変更又は終了する取引について、当事者又は受益者に非友好国と関連す

る外国人又は外国法人が含まれている場合、当該取引にロシア連邦外国投資管理政府委

員会の許可が必要とされる等の規制が新たに設けられました。 
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15. 国際訴訟・仲裁：香港において仲裁手続に関する弁護士費用のオプ

ションが拡大 
 

香港では、2022 年 12 月 16 日より、仲裁手続の弁護士費用につき、成功報酬制を含

む新たな報酬制度の利用が認められるようになりました。 

英国法圏では従来、紛争に関する弁護士費用の成功報酬制は濫訴を誘発する等の理由

で法律で禁止されてきましたが、近年では法改正により認められる範囲が広がってきて

います。シンガポールでも、2022 年 5 月から、一定の範囲で認められるようになりま

した。 

香港において新たに利用が認められる報酬制度は以下の 3 種類です。 

① CFA：Conditional Fee Agreements (“CFA”)とは、紛争において「勝訴」した場合

に成功報酬を得るものです。「敗訴」した場合には、無報酬又は低い報酬のみを

得ることになります。何が「勝訴」なのかという点については、あらかじめ合意

をしておく必要があります。 

② DBA：Damages Based Agreements (“DBA”)とは、依頼者が得た経済的利益の何

割かを成功報酬として得るものです。この割合は5割を超えることは出来ません。 

③ Hybrid DBA：Hybrid DBA とは、仲裁手続中も弁護士に報酬が支払われるものの、

最終的に依頼者が得た経済的利益にも応じ、報酬が支払われるものです。 

上記の①～③のいずれについても、書面で事前に合意をしておく必要があり、その合

意において定めなければならない項目が法令で定められています。 

シンガポールで認められている成功報酬制度は、上記の①～③のうち、①のみである

ため、香港の成功報酬制度の方が利用できる範囲が広く、それだけフレキシビリティが

高いといえます。香港及びシンガポールというアジアにおける 2 つの国際仲裁のハブに

おいて、成功報酬制度が認められたことで、当事者にとっては、費用のコントロールの

オプションが広がったといえます。 

 

 

パートナー 土屋 智弘 

 03-5223-7740 

 tomohiro.tsuchiya@mhm-global.com 

カウンセル 田中 亜樹 
 03-6266-8919 

 aki.tanaka@mhm-global.com 

アソシエイト 重冨 賢人 
 03-5293-4917 

 kento.shigetomi@mhm-global.com 

 

パートナー 眞鍋 佳奈 

 +65-6593-9762（シンガポール） 

03-5220-1829（東京） 

 kana.manabe@mhm-global.com 

mailto:kana.manabe@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  『2023 年定時株主総会における想定問答作成及び回答のポイント』 

視聴期間  2023 年 1 月 16 日（月）10:00～2023 年 3 月 15 日（火）17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『web3 の基礎とコンテンツ利活用の諸論点』 

開催日時  2023 年 1 月 16 日（月）14:30～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    電子情報技術産業協会（JEITA） 

 

➢ セミナー  『各国で整備・強化が進むデータ保護法制』 

開催日時  2023 年 1 月 16 日（月）15:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 

 

➢ セミナー  『中国現地の労務管理のポイント〜中国労務管理の特徴から新たに 

施行される個人情報保護法への対応も含めた最新トピックまで〜』 

開催日時  2023 年 1 月 17 日（火）13:30～16:30 

講師    五十嵐 充、宇賀神 崇 

主催    株式会社金融財務研究会／経営調査研究会 

 

➢ セミナー  『データセンターに対する不動産投資実務〜ストラクチャー・契約 

実務を中心に解説〜』 

開催日時  2023 年 1 月 17 日（火）9:30～12:30 

講師    蓮本 哲 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  【申込受付中】『事業（成長）担保権をめぐる議論の最新動向～法 

制審議会・金融審議会ワーキング・グループにおける審議の状況を

踏まえながら～』（第 214 回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2023 年 1 月 18 日（水）15:00～17:00 

講師    佐藤 正謙 

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：2023 年 1 月 13 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
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1049
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1049
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『第 16304 回 そもそもコンプライアンスとは 社内リソースを活 

用した調査方法「コンプライアンス経営の実践と不正・不祥事に対

する社内対応の実務上のポイント」』 

開催日時  2023 年 1 月 20 日（金）9:30～11:30 

講師    木山 二郎 

主催    株式会社 JPI 日本計画研究所 

 

➢ セミナー  『Web3、NFT、メタバースの法律実務と政策動向〜概要から最新 

動向まで丁寧に解説〜』 

開催日時  2023 年 1 月 20 日（金）14:00～17:00 

講師    増田 雅史 

主催    金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『EPC 契約･建設請負契約の諸論点と実務～FIDIC を含む主要な約 

款、契約交渉・管理上のポイント、紛争解決まで実践的に解説～』 

開催日時  2023 年 1 月 23 日（月）13:15～16:15 

講師    村上 祐亮 

主催    株式会社日本ナレッジセンター 

 

➢ セミナー  『第 55 回 ベンチャーM&A のバリュエーション、PMI、契約交渉 

のポイント～事業会社の成長戦略とベンチャーの EXIT 戦略として

の M&A の活用法』 

開催日時  2023 年 1 月 24 日（火）15:30～17:00 

講師    石田 渉 

主催    株式会社レコフデータ 

 

➢ セミナー  『第 5060 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「最新の動向を踏ま 

えた電気小売ビジネスにおける法的留意点 －小売営業、表示規制、

契約変更・解約・撤退時の留意点を中心に－」』 

開催日時  2023 年 1 月 30 日（月）13:30～16:30 

講師    木村 純 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『一歩先の「ビジネスと人権」と人権デュー・ディリジェンス～理 

想と現実の間で、どう対応するべきか～』 

開催日時  2023 年 1 月 30 日（月）13:00～16:00 

講師    梅津 英明 

主催    一般社団法人企業研究会 
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➢ セミナー  『サステナビリティ開示の義務化―2023 年 3 月期有価証券報告書 

（6 月提出）から適用－』 

視聴期間  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～2023 年 3 月 31 日（金）17:00 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『2023 年 3 月期（6 月提出）有価証券報告書から適用「サステナ 

ビリティ情報の義務的開示」』 

開催日時  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～12:00 

講師    宮田 俊 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『第 331 回 2023 年 3 月期から適用 有価証券報告書におけるサス 

テナビリティ開示』 

開催日時  2023 年 2 月 2 日（木）18:00～19:00 

講師    宮田 俊 

主催    一般社団法人日本 CFO 協会 

 

➢ セミナー  『Understanding the Variation Margin (VM) CSA (Japanese  

Language)』 

開催日時  2023 年 2 月 3 日（金）9:00～12:00 

講師    江平 享 

主催    International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) 

 

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

の利活用規制対応の実務〜最新改正と近時の解釈動向を踏まえて

〜』 

開催日時  2023 年 2 月 6 日（月）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

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

～多国籍カーブアウト事例で分かりやすく解説～』 

開催日時  2023 年 2 月 6 日（月）10:00～12:00 

講師    佐藤 典仁 

主催    一般社団法人企業研究会 
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➢ セミナー  『脱炭素電源としての水素・アンモニア制度の進展〜環境価値取引 

の基本から長期脱炭素電源オークションまで〜』 

開催日時  2023 年 2 月 6 日（月）13:00～15:00 

講師    木山 二郎、塩見 典大 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

 

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

➢ 本 『設例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&A における法務と税 

務〔第 2 版〕』（2022 年 12 月刊） 

 

出版社   株式会社商事法務 

著者    大石 篤史、酒井 真、根本 敏光、栗原 宏幸、飯島 隆博、山川 佳

子、坂東 慶一、安部 慶彦、渡邉 峻、山田 彰宏、間所 光洋、丸

山 木綿子（共著） 

 

➢ 本 『台湾ビジネス法務』（2022 年 12 月刊） 

 

出版社   株式会社商事法務 

著者    石本 茂彦、鈴木 幹太、蘇 春維、紀 鈞涵、鄭 鈺璇、呉 思定 

 

➢ 本 『中国経済六法 2023 年 増補版』（2023 年 1 月刊） 

 

出版社   日本国際貿易促進協会 

著者    石本 茂彦（編集代表）、江口 拓哉、小野寺 良文、森 規光、康 石、

吉 佳宜、姚 珊、呉 馳、張 超、高 玉婷（共著） 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「会社法・ガバナンスの課題（5）公開買付けを伴う M&A における 

事前の是正・救済」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2311 

著者    近澤 諒（共著） 

 

➢ 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 7 

回 AI 技術の医療応用」 

掲載誌   ビジネス法務 2023 年 1 月号 

著者    堀尾 貴将、川井 悠暉 

 

➢ 論文    「ビジネスと人権に関する最新動向～今般策定された日本政府ガイ 

ドラインの概要も含めて～」 

掲載誌   月刊監査役 No.742 

著者    梅津 英明、御代田 有恒、白井 俊太郎 

 

➢ 論文    「＜第 95 回 監査役全国会議 開催概要＞講演Ⅰ予測困難な時代の 

リスク対応において監査役等に求められる役割」 

掲載誌   月刊監査役 No.742 

著者    山内 洋嗣 

 

➢ 論文    「企業法務最前線〈第 250 回〉インターネット上の誹謗中傷への企 

業としての対抗策」 

掲載誌   月刊監査役 No.742 

著者    今泉 憲人 

 

➢ 論文    「「3 つの e」が利便性を加速させる 民事裁判手続の IT 化等に関す 

る民事訴訟法等の改正ポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1659 

著者    小野寺 良文、桑原 秀明、堺 有光子（共著） 

 

➢ 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（３） 

各国の個人情報保護規制の概要①（欧州・米国）」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2022 年 12 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇、蔦 大輔、城戸 賢仁 

 

➢ 論文    「メタバースの展望と法的課題」 

掲載誌   金融・商事判例 No.1654 

著者    増田 雅史 
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➢ 論文    「J-REIT の開示について考える～S-REIT を中心に海外 REIT とも 

比較して～」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.70 

著者    佐伯 優仁（共著） 

 

➢ 論文    「デジタル分野の企業結合審査の現状について」 

掲載誌   月刊公正取引 No.865 

著者    柿元 將希 

 

➢ 論文    「事業/財務と法務の視点からみたベンチャーM&A の最新実務～事 

業会社の成長戦略とベンチャーの EXIT 戦略としての M&A の最新

動向とポイント～」 

掲載誌   MARR Online 339 号 

著者    石田 渉 

 

➢ 論文    「マレリ社の事例を踏まえた企業再生の最新実務～簡易再生手続に 

移行した日本最初の事案からの考察～」 

掲載誌   MARR Online 339 号 

著者    石田 渉 

 

➢ 論文    「[座談会]メタバースを語る」 

掲載誌   法学セミナー No.817 

著者    増田 雅史 

 

➢ 論文    「買収ファイナンス（アクイジション・ファイナンス）」 

掲載誌   『現代の担保法』所収 

著者    末廣 裕亮 

 

➢ 論文    「The Patent Litigation Law Review 6th Edition – Japan Chapter」 

掲載誌   The Patent Litigation Law Review 6th Edition 

著者    小野寺 良文、桑原 秀明、堺 有光子（共著） 

 

➢ 論文    「The Trademarks Law Review 6th Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Trademarks Law Review 6th Edition 

著者    小野寺 良文、桑原 秀明、堺 有光子（共著） 
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➢ 論文    「Getting The Deal Through - Real Estate 2023 – Myanmar Chapter」 

掲載誌   Getting The Deal Through - Real Estate 2023 

著者    眞鍋 佳奈、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 

 

 

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

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 18 名の弁護士および 1 名の税理士がパートナーに

就任いたしました。 

 

【パートナー】 

濵 史子、西本 良輔、野間 裕亘、若林 功晃、北 和尚、佐藤 喬洋、北山 昇、

喜多野 恭夫、川端 遼、五島 隆文、立石 光宏、金村 公樹、御代田 有恒、廣田 

雅亮、内津 冬樹、福田 剛、奥田 亮輔、パヌパン・ ウドムスワンナクン 

 

【パートナー税理士】 

間所 光洋 

 

また、同日付で 16 名の弁護士および 1 名の税理士がカウンセルに就任いたしま

した。 

 

【カウンセル】 

森田 茉莉子、秋月 良子、島田 里奈、白根 央、蔦 大輔、石田 渉、二村 佑、

桑原 秀明、立川 聡、笠間 周子、ソニ・ティワリ、パタナワツ・ナンタウォー

ワーツ、ピティポーン・アナンタセーツ、サランポーン・チャイアナン、ピヤワ

ンニー・ワタナサコンパン、ジラユ・サングァンケーウ 

 

【カウンセル税理士】 

丸山 木綿子 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めてまいります。 

引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

➢ ジャカルタオフィス業務開始のお知らせ 

当事務所は、2023 年 1 月 1 日より、インドネシアの現地法律事務所である ATD 

Law との業務提携を開始し、ATD Law in association with Mori Hamada & 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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Matsumoto という形で、弊事務所のジャカルタオフィスとして、本格的な業務を

開始いたしました。 

 

ジャカルタオフィスには、パートナーの竹内 哲 弁護士が所属予定であることに

加え、アソシエイトのシャハブ 咲季 弁護士が常駐いたします。竹内弁護士は、

M&A/コーポレートの分野において高い専門性を有し、ジャカルタ駐在（2014 年

～2017 年）後、シンガポールから東南アジア全域の M&A 案件及びインドネシア

案件（M&A、ジョイント・ベンチャー、労務、贈収賄、不正調査、債権回収、倒

産、紛争解決等）を幅広く手掛けて参りました。 

 

ATD Law は、2022 年 10 月に開設した現地法律事務所であり、インドネシアに

おいて既に高い評価を受けており、M&A/コーポレート/金融/通信/テクノロジー

分野への知見が特に深い Abadi Abi Tisnadisastra 弁護士が代表を務めます。また、

ATD Law には、バンキング・ファイナンス分野への知見が深い新進気鋭の Alfa 

Dewi Setiawati 弁護士がパートナーとして、また、当事務所のシンガポールオ

フィスにて幅広いインドネシア案件を長年手掛けてきた Robbie Julius 弁護士が

カウンセルとして参画し、弁護士数 10 名を擁する体制となっており、インドネ

シア業務に関して幅広いリーガル・サービスを提供できる体制が整いつつありま

す。 

 

インドネシアは、法制度・実務運用が複雑であり従来よりリーガルニーズが高い

国ですが、今後更に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、そのリーガルニーズも日々多様化しています。ジャカルタオフィ

スでは、ジャカルタの現地から、当事務所がこれまで培ってきたインドネシア案

件の豊富な経験も活かし、多様化するクライアントの皆様からのニーズに対して、

最良のクライアント・サービスを提供できるよう取り組んで参ります。そして、

当事務所の日本・シンガポール・バンコク・ベトナム・ミャンマー・中国の各オ

フィスのメンバーとも協働することにより、国内外の幅広いクライアントの皆様

からの多様なご依頼へ対応することを通じて、さらなるリーガル・サービスの向

上、インドネシア業務の深化を目指します。 

 

ジャカルタオフィス、当事務所の全弁護士の総力を結集して、インドネシアを含

むアジア全体でのニーズ、グローバルなニーズにも対応できる体制を充実させる

ことにより、クライアントの皆様の Firm of Choice であり続けられるよう、事務

所一丸となって取り組んで参る所存です。 

 

何卒宜しくお願い申し上げます。 
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➢ Chambers Asia-Pacific 2023 にて高い評価を得ました  

Chambers Asia-Pacific 2023 で、当事務所は日本における以下の分野で上位グ

ループにランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。 

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

及びベトナムにおいても以下の分野で上位グループにランキングされ、各オフィ

スに所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

・Banking & Finance (Band 1) 

・Capital Markets (Band 1) 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

・Competition/Antitrust (Band 1) 

・Corporate/M&A (Band 1) 

・Dispute Resolution (Band 1) 

・Employment (Band 1) 

・Insurance (Band 1) 

・Intellectual Property (Band 2) 

・International Trade (Band 1) 

・Investment Funds (Band 1) 

・Life Sciences (Band 2) 

・Projects & Energy (Band 1) 

・Real Estate (Band 1) 

・Restructuring/Insolvency (Band 1) 

・Tax (Band 1) 

・Technology, Media, Telecoms (TMT) (Spotlight Table) 

 

JAPAN - OSAKA 

・General Business Law (Band 2) 

 

THAILAND 

・Aviation (Band 2) 

・Banking & Finance (Band 2) 

・Competition/Antitrust (Band 2) 

・Corporate/M&A (Band 2) 

・Employment (Band 3) 

・Projects & Energy (Band 1) 

・Real Estate (Band 3) 
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・Restructuring/Insolvency (Band 2) 

・Technology, Media, Telecoms (TMT) (Band 4) 

 

MYANMAR 

・General Business Law (Band 2) 

 

VIETNAM 

・Real Estate (Band 3) 

 

弁護士 

JAPAN 

・Banking & Finance 

佐藤 正謙、青山 大樹、小林 卓泰 

・Capital Markets 

鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光、田井中 克之 

・Capital Markets: J-REITs  

尾本 太郎、藤津 康彦 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

佐藤 正謙、江平 享 

・Competition/Antitrust  

伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、高宮 雄介 

・Corporate/M&A 

棚橋 元、石綿 学、松村 祐土、大石 篤史、小島 義博、林 宏和、紀平 貴之、

松下 憲 

・Crisis Management 

藤津 康彦、梅津 英明、山内 洋嗣 

・Dispute Resolution 

関戸 麦、飯田 耕一郎 

・Dispute Resolution: International 

ダニエル・アレン 

・Employment 

高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Insurance 

増島 雅和、吉田 和央 

・Intellectual Property 

三好 豊、岡田 淳 

・International Trade 

石本 茂彦、梅津 英明、宮岡 邦生 
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・Investment Funds 

竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

・Life Sciences 

浦岡 洋、堀尾 貴将 

・Projects & Energy 

小林 卓泰、岡谷 茂樹、末廣 裕亮、村上 祐亮 

・Real Estate 

小澤 絵里子、石川 直樹、蓮本 哲 

・Restructuring/Insolvency 

藤原 総一郎、山崎 良太、稲生 隆浩 

・Tax 

大石 篤史、酒井 真、小山 浩、栗原 宏幸 

・Technology, Media, Telecoms (TMT) 

岡田 淳 

 

THAILAND 

・Banking & Finance 

ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォン 

・Competition/Antitrust 

プラーナット・ラオハパイロート 

・Corporate/M&A 

アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、ヌァンポーン・ウェークスワナラック 

・Projects & Energy 

ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォン 

・Real Estate 

タナナン・タマキァット 

 

MYANMAR 

・General Business Law 

キンチョー・チー、武川 丈士、ウィン・ナイン 

 

VIETNAM 

・Real Estate 

グエン・ゴック・フック 

 

➢ 日本経済新聞の 2022 年の「企業法務税務・弁護士調査」において高い評価を得

ました  

日本経済新聞社による 2022 年の「企業法務税務・弁護士調査」の、2022 年に活
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躍した弁護士ランキング（企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企

業票＋弁護士票））において、当事務所の弁護士が以下の通り選ばれました。さ

らに、同調査の頼りがいがある法律事務所ランキング（企業が選ぶ「頼りがいが

ある法律事務所」ランキング）において、「幅広い分野に対応できる」で最多得

票を獲得し、3 位になりました。 

 

企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企業票＋弁護士票） 

・企業法務全般 

石綿 学 弁護士（企業 7 位、総合 7 位） 

澤口 実 弁護士（企業 9 位、総合 8 位） 

江口 拓哉 弁護士（企業 9 位） 

渡辺 邦広 弁護士（総合 11 位） 

石井 裕介 弁護士（総合 17 位） 

 

・国際通商・経済安保 

梅津 英明 弁護士（企業 1 位、総合 2 位） 

石本 茂彦 弁護士（企業 5 位、総合 6 位） 

大川 信太郎 弁護士（企業 6 位、総合 9 位） 

江口 拓哉 弁護士（企業 9 位） 

宮岡 邦生 弁護士（総合 11 位） 

 

・労務 

高谷 知佐子 弁護士（企業 5 位、総合 3 位） 

荒井 太一 弁護士（企業 6 位、総合 6 位） 

安倍 嘉一 弁護士（総合 10 位） 

 

・知財 

小野寺 良文 弁護士（企業 5 位、総合 18 位） 

三好 豊 弁護士（企業 7 位、総合 12 位） 

増田 雅史 弁護士（総合 10 位） 

上村 哲史 弁護士（総合 12 位） 

田中 浩之 弁護士（総合 16 位） 

 

・独禁・競争法 

伊藤 憲二 弁護士（企業 6 位、総合 5 位） 

高宮 雄介 弁護士（企業 12 位、総合 12 位） 

宇都宮 秀樹 弁護士（総合 12 位） 
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企業が選ぶ法律事務所ランキング 

森・濱田松本法律事務所 3 位 

 

➢ Chambers FinTech 2023 にて高い評価を得ました  

Chambers FinTech 2023 において、当事務所は日本における FinTech Legal の分

野で Band 1 にランクインし、増島 雅和 弁護士と堀 天子 弁護士が高い評価を

得ました。 

 

➢ 内田 修平 弁護士が ALB の Dealmakers of Asia 2022 に選出されました  

トムソン・ロイターグループの国際的法律雑誌である ALB（Asian Legal Business）

Asia 2022 年 12 月号にて、内田 修平 弁護士が Dealmakers of Asia 2022 に選出

されました。 

 

➢ ファム・ ティ・ヴァン・アイン 弁護士が入所しました 

（以下、ファム・ ティ・ヴァン・アイン 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の一員となれますこと、大変光栄に存じます。 

私は、ベトナムにて、10 年以上にわたり、外国投資家によるベトナム国内への

投資に関する助言を行い、系統的かつ実務的な方法で企業の事業運営をサポート

してきました。外国投資、M&A、コーポレートガバナンス及びバンキングを専門

としております。 

森・濱田松本法律事務所の一員として、これまで蓄えてきた知識と経験を最大限

に生かすことを楽しみにしております。当事務所に貢献できるよう鋭意取り組む

所存ですので、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 12 月吉日 

弁護士 ファム・ ティ・ヴァン・アイン 

 

➢ 新人弁護士（42 名）が入所しました 

石河 有彩、青木 瑠、伊賀 慧、池田 創人、石川 稜也、泉谷 美沙、伊藤 竜之

介、岩並 野乃佳、小俣 香琳、木村 信太郎、金 伽耶、倉岡 龍一、小髙 綾太、

権藤 陽祐、佐々木 里紗、島田 泰河、島田 真志、正田 和暉、助川 結理、孫 亨、

髙津 洸至、舘 貴也、田中 達基、戸川 匠、根本 拓弥、野々口 華子、橋永 果

南、平田 亜佳音、平松 直樹、福江 真治、福本 澪、前川 涼、松本 光資、松本 

華子、松山 莉奈、三鍋 真歩、森 康明、矢野 皓大、籔本 凌、山下 泰周、山屋 
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大輝、鑓野目 真由 

 

➢ 蔦 大輔 弁護士が警察庁 サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会 委

員に就任しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が経済産業省 健全なNFTマーケットプレイスの構築に係る検

討会 委員に就任しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が神奈川県 ともいき（ともに生きる社会かながわ憲章）メタ

バース研究会 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 


