
   Client Alert 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

1 

2023 年 2 月号（Vol.110） 

1. はじめに

2. 知的財産法：「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検

討会報告書（案）」に関する意見募集

3. 競争法／独禁法：公取委、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関

する独占禁止法上の考え方」（案）に対するパブコメ募集

4. エネルギー・インフラ：「CCS 長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ（案）」

の公表について

5. 労働法：資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドラ

イン案に関する意見の募集について

6. 会社法：「英文開示実施状況調査集計レポート（2022 年 12 月末時点）」を公表

7. 危機管理・コンプライアンス：経済産業省、「クレジットカード決済システム

のセキュリティ対策強化検討会報告書」を公表

8. 一般民事・債権管理：「経営者保証改革プログラム」の公表

9. M&A：対抗措置発動の株主意思確認総会において MoM 要件の設定を認めた事

案（東京高決令和 3 年 11 月 9 日）

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及び企

業内容等開示ガイドライン改正案のパブリックコメント回答を公表

11. 税務：国税庁、法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いを公表

12. 中国・アジア（インドネシア）：雇用創出法に取って代わる法律代行政令の施

行

13. 新興国（UAE）：UAE 裁判所で英語での訴訟が可能に

14. 国際訴訟・仲裁：仲裁条項の準拠法につきイギリスとフランスの最高裁判所が

相反する判断

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 2023 年 2 月号（Vol.110）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：「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する

有識者検討会報告書（案）」に関する意見募集

個人情報保護委員会は、2023 年 1 月 12 日に「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画

像利用に関する有識者検討会報告書（案）」に関する意見募集を開始しました。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000087&Mode=0
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本報告書は、事業者による犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステ

ムの利用が拡大していることを踏まえて、個人情報保護委員会が、犯罪予防や安全確保

のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会を設置して作成したものです。 

本報告書では、顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、個人情報保護法の遵

守や肖像権・プライバシー侵害を生じさせないための観点から留意するべき点や、被撮

影者や社会からの理解を得るための自主的な取組について整理を行っており、顔識別機

能付きカメラシステムを利用する企業にとって実務上参考になります。 

カメラ画像の利活用については、既に経済産業省・総務省が、「カメラ画像利活用ガ

イドブック ver3.0」を公表していますが、こちらは、商用目的でカメラ画像を利活用す

るに当たり必要な配慮事項を整理し、配慮事項のポイントを具体例を通して解説したも

のであり、犯罪予防・安全確保にフォーカスしたものではありませんでした。 

今後の実務におけるカメラ画像利用については、本報告書と上記ハンドブックが併せ

て参照されることが想定されます。 

なお、本報告書では、プライバシー権侵害等の不法行為と個人情報保護法の関係性に

ついても一歩踏み込んだ言及を行っている点でも注目されますが、この点は脚注1をご

覧ください。 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：公取委、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の

活動に関する独占禁止法上の考え方」（案）に対す

るパブコメ募集 
 

2023 年 1 月 13 日、公取委は、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関す

る独占禁止法上の考え方」（案）（「グリーン GL 案」）を公表し、パブコメの募集を開始

 
1 まず一般論として、「不法行為法と個人情報保護法はその目的や性格に異なる部分があることから、

不法行為が成立する場合、同時に個人情報保護法違反となる場合もあり得るが、不法行為が成立したか

らといって必ずしも個人情報保護法違反となるわけではない」という従前からの確立した理解が示され

ています（本報告書 19 頁）。その上で、「不法行為の成否を評価するに当たり考慮される要素は、個

人情報保護法上も不適正利用の禁止規定（法 19 条）や適正取得規定（法 20 条１項）の解釈等において、

考慮されるべきであると考えられる。したがって、顔識別機能付きカメラシステムを利用するに当たっ

ては、個人情報保護法を遵守するのみならず、肖像権やプライバシー保護の観点からも留意する必要が

あるし、そのような観点を個人情報保護法の適用においても考慮すべきであると考えられることに留意

する必要がある」（本報告書 20 頁）とされており、プライバシー権侵害等の不法行為に該当する行為

について、個人情報保護法上の条文を使って執行を行う可能性について一歩踏み込んだ言及がされてい

るといえます。 

パートナー 小野寺 良文 

 03-5223-7769 

 yoshifumi.onodera@mhm-global.com 

パートナー 田中 浩之 

 03-6266-8597 

 hiroyuki.tanaka@mhm-global.com 

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html
mailto:yoshifumi.onodera@mhm-global.com
mailto:hiroyuki.tanaka@mhm-global.com


 
 

   Client Alert 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 

しました2。環境負荷の低減と経済成長を両立させる「グリーン社会」を目指す取組と

競争法との関係は近時国内外で活発に議論されているところです3。 

グリーン GL 案では、まず基本的な考え方として、グリーン社会の実現に向けた事業

者等の取組は、多くの場合、事業者間の公正かつ自由な競争を制限するものではなく、

新たな技術や優れた商品を生み出す等の競争促進効果を持つものの、一方で、取組によ

り新たな技術等のイノベーションが失われることや、商品・役務の価格の上昇や品質の

低下が生じることがあれば問題となる旨を述べています。 

その上で、(i)自主基準の設定等の共同の取組、(ii)取引先事業者の事業活動に対する制

限・取引先の選択、(iii)優越的地位の濫用行為、(iv)企業結合の 4 つの観点から、独禁法

上問題となる行為の想定例や考え方を明らかにしています。これらは、取組が競争制限

効果を生じさせる可能性の大小やその機序が異なるため、それぞれに即した考え方を示

すとともに、想定される具体例を紹介しています。 

 

  

 
2 意見提出期限は、2023 年 2 月 13 日。 
3 Client Alert 2022 年 9 月号（Vol.105） 
4 グリーン GL 案では、典型的な取組として、温室効果ガス削減に向けた取組を想定した例が挙げられているが、

その他の SDGs 達成に向けた事業者等の取組についても、グリーン GL 案が示す判断枠組み等を適用できる可

能性が高いとされています。 
5 共同の取組のうち、価格等の重要な競争手段である事項について制限する行為（カルテル）、新たな事業者の

参入を制限する行為、及び既存の事業者を排除する行為は、「競争制限効果のみをもたらす」ため、それがグ

リーン社会の実現を目的とするものであったとしても、その目的のみにより正当化されることはなく、原則と

して独占禁止法上問題となるとされています。「原則として」とされているのは、実際の執行に当たっては競

争の実質的制限が生じているかの検証が必要であるからであると考えられます。 

 
関連する 

行為類型 
独禁法上問題となる行為として想定される例4 

共同の取組5 

自主基準の設定 

・温室効果ガス削減を目的に設定した事業者間の自主基準の中で、商品

の価格に転嫁すべきコストの目安を定めること 

・事業者団体で定めた自主基準における目標を達成できない会員事業者

に、同団体が管理する事業に必要な設備を使用させないこと 

共同研究開発 

・事業者団体で温室効果ガス削減のための共同開発を行う場合に、会員

事業者が独自に代替的な技術を開発することを禁止すること 

・温室効果ガス削減を達成する製造手法を共同で開発した事業者が、開

発研究コストを回収するため、当該手法を用いた商品の価格の引き上げ

を共同で決定すること 

共同購入 

ある商品の合計市場シェアが 80%となる事業者間で、当該商品の製造コ

ストのうち高い割合を占める、温室効果ガス削減に有用な原材料を共同

調達すること 

データ共有 

事業者団体が、会員事業者から、温室効果ガス排出量に関するデータを

収集・分析する際、併せて顧客ごとの価格・数量等の取引条件も収集し、

会員間で共有すること 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065422/20220905-015658.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065422/20220905-015658.pdf
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グリーン GL 案は、これまでの公取委の考え方や運用を変更するものではありません

が、想定される取組の類型ごとに具体例を多数紹介しつつ、公取委が既存のガイドライ

ンにより示してきた考え方や従来の運用を詳細に整理した内容となっています。各業界

取引先事業者

の事業活動に

対する制限・

取引先の選択

に係る行為 

取引先に対する

競争者との取引

や競争品取扱い

の制限 

商品 A の販売市場において有力な事業者が、環境負荷が小さい新たな商

品 A の販売開始に当たり、需要を確保するため、小売事業者に競争品を

取り扱わないことを義務付け、その結果、他の商品 A の製造販売事業者

が代替的な販売先を確保することが困難となる場合 

選択的流通 

販売製造した環境負荷の小さい商品について、ブランド価値向上のため

にオーガニック商品等を専門に扱う流通業者に対してのみ販売するとし

つつ、実際は値崩れ防止のため一定の卸売・小売価格以上で販売する条

件の受諾を取引条件とすること 

単独の取引拒絶 

・取引先に自社の競合事業者と取引しないよう要請し、その実効性確保

のため、温室効果ガス削減目標を掲げない事業者と取引しないことを名

目として、上記要請に従わない取引先との取引を打ち切ること 

・商品 A 及びその必須部品 B の製造販売事業者（部品 B の製造販売業者

は他に存在しない）が、温室効果ガス削減に資する新たな部品 B の販売

を開始し、それを用いた商品 A の需要の伸びを踏まえ、商品 A の競合事

業者を市場から排除するため、従来行っていた当該競合事業者との部品B

の取引を打ち切ること 

・温室効果ガス削減に資するデータベースで、気候変動問題に関する顧

客の意識の高まりにより事業活動に必要不可欠となっているものを提供

する事象者が、競合事業者の事業活動を困難にするため、当該データベー

スへのアクセスを禁止すること 

優越的地位の

濫用行為 

経済上の利益の

提供要請 

・取引先に「温室効果ガス削減対策費」を提供させることとしたが、そ

の算出根拠や具体的な使途を明確にせず、また徴収した費用を当該取引

先の直接の利益となる活動のために用いていない場合 

・温室効果ガス削減の取組に有益なプラットフォームを構築し、取引先

に無償又は適正な額を下回る対価での当該プラットフォームへのデータ

提供を要請しつつ、当該プラットフォームへのアクセスを拒否し自社の

取組の検討のみに利用すること 

取引の対価の一

方的決定 

製造委託先に対して、温室効果ガス削減のための新たな仕様に基づいた

納品を発注しつつ、当該仕様実現のために増加したコストについて、価

格交渉の場で当該増加したコストについて明示的に協議することなく取

引価格を据置くこと 

企業 

結合 
水平的企業結合 

温室効果ガス削減のための研究開コストの増大を押さえるための競合事

業者間の合併で、合併後、市場において独占的な地位を得、隣接市場や

輸入等の競争圧力も期待できない場合 
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で、あるいは業界横断的に行われ得る様々な取組について具体的な指針を与えるものと

して、グリーン GL 案は参照価値が高いものといえます。 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：「CCS 長期ロードマップ検討会 最終とりま

とめ（案）」の公表について 
 

2023 年 1 月 26 日、CCS 長期ロードマップ検討会（「本検討会」）において、最終と

りまとめの案（「本とりまとめ案」）6が公表されました7。 

本とりまとめ案は、「はじめに」と「CCS 長期ロードマップ」の二部構成となってい

ます。 

「はじめに」では、①「CCS 長期ロードマップの検討経緯」や、②「CCS 事業化に

向けた世界の動向」の説明に続けて、③本とりまとめ案が、先行する二つのワーキング

グループでの議論や、上記①及び②の状況を踏まえた本検討会での議論の結果と位置付

けられることの説明とともに、「法制度化に向けた論点は多く、今後更なる検討が必要」

であり、「年間貯留量目標、コスト目標、技術開発指針や適地調査計画についても、よ

り詳細な検討を行い「CCS 行動計画」を策定する必要」があるといった課題が指摘さ

れています。 

「CCS 長期ロードマップ」の部では、最初の頁で 2050 年に向けての CCS 長期ロー

ドマップが表で示され、このロードマップが、「CCS を計画的かつ合理的に実施するこ

とで、社会コストを最小限にしつつ、我が国の CCS 事業の健全な発展を図り、もって

我が国の経済及び産業の発展、エネルギーの安定供給確保やカーボンニュートラルの達

成に寄与することを目的とする」という「基本理念」の下、「2050 年時点で年間約 1.2

～2.4 億トンの CO2 貯留を可能とすることを目安に、2030 年までの事業開始に向けた

事業環境を整備し（コスト低減、国民理解、海外 CCS 推進、法整備）、2030 年以降に

本格的に CCS 事業を展開する」という「目標」に向けて、(1)CCS 事業への政府支援、

(2)CCS コストの低減に向けた取組、(3)CCS 事業に対する国民理解の増進、(4)海外 CCS

 
6 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/pdf/006_03_02.pdf 
7 2022 年 5 月 27 日には、「CCS 長期ロードマップ検討会 中間とりまとめ」が公表されていますが、

かかる中間とりまとめ及び CCS の事業環境整備に関連する法改正の動きについては、 

Energy & Infrastructure Bulletin 2022 年 6 月号（Vol.31）にてその内容を概説しておりますので、ご参照

ください。 

パートナー 宇都宮 秀樹 

 03-5223-7784 

 hideki.utsunomiya@mhm-global.com 

カウンセル 竹腰 沙織 
 03-6266-8903 

 saori.takekoshi@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 後潟 伸吾 

 092-739-8144（福岡） 

 shingo.ushirogata@mhm-global.com 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/pdf/006_03_02.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064855/EI%20Bulletin%20vol31.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064855/EI%20Bulletin%20vol31.pdf
mailto:hideki.utsunomiya@mhm-global.com
mailto:saori.takekoshi@mhm-global.com
mailto:shingo.ushirogata@mhm-global.com
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事業の推進、(5)CCS 事業法（仮称）の整備に向けた検討、(6)CCS 行動計画の策定・見

直し、に区分された「具体的アクション」を、いつ、どのように進めていくかを示した

ものであることが説明されています。次頁以下では、「基本理念」、「目標」、「具体的ア

クション」のそれぞれについて詳述されています。 

特に、(5)の CCS 事業法（仮称）（「本事業法」）の整備に向けた検討結果の詳細は、

本検討会の下に設置された「CCS 事業・国内法検討ワーキンググループ」の報告書と

して、「別冊」に「CCS 事業法（仮称）のあり方について」としてまとめられており、

①CCS 事業を推進する立法を、「事業法」として整備する方針や、その射程といった「立

法の目的」に始まり、②廃棄物か、有価物か等といった点から「二酸化炭素の取扱い」

を検討した上で、③「貯留事業」、④「輸送事業」、⑤「分離回収事業」のそれぞれにつ

いて、事業者の権利や規制のあり方のほか、上記各事業ごとの⑥土地の使用及び収用の

考え方や手続が検討され、さらに、⑦回収二酸化炭素の売却、⑧二酸化炭素の輸出入、

⑨二酸化炭素の供給、といった内容が幅広く検討されています。 

本とりまとめ案が冒頭で「CCS なくして、カーボンニュートラルなし」と宣言して

いるように、CCS はカーボンニュートラル、脱炭素、GX の実現に向けて重要な地位を

占めます。本とりまとめ案で示されたロードマップにおいて、本事業法は 2023 年度中

の成立が目指されており、今後の国会提出されるであろう法案の内容や、さらなる詳細

な制度の検討、法令整備の状況について、引き続き注目が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向

けガイドライン案に関する意見の募集について 
 

2022年12月28日、資金移動業者の口座への賃金支払（「給与のデジタルマネー払い」）

に関する資金移動業者向けガイドライン（「本ガイドライン」）案に関する意見（「本パ

ブリックコメント」）の募集が開始されました。給与のデジタルマネー払いに関する議

論の動向は、Client Alert 2022 年 10 月号（Vol.106）及び Client Alert 2022 年 12 月号

（Vol.108）にて記載しておりますので、併せてご参照ください。 

本ガイドラインは、2023 年 4 月 1 日を施行日とする、給与のデジタルマネー払いに

係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や、業務上

パートナー 小林 卓泰 

 03-5223-7768 

 takahiro.kobayashi@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 山路 諒 

 03-5220-1826 

 ryo.yamaji@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 鮫島 裕貴 

 03-5220-1858 

 yuki.sameshima@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065585/20221005-023500.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065585/20221005-023500.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065960/20221205-012458.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065960/20221205-012458.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065960/20221205-012458.pdf
mailto:takahiro.kobayashi@mhm-global.com
mailto:ryo.yamaji@mhm-global.com
mailto:yuki.sameshima@mhm-global.com
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の留意点について整理したものです。そのため、指定資金移動業者においては、本ガイ

ドラインに即した適正な業務運営が求められており、また、指定を受けようとする資金

移動業者においては、本ガイドラインに即した申請をする必要があります。 

具体的には、本ガイドラインにおいて、資金移動業者の指定要件、資金移動業者の指

定手続等、賃金の支払に関する業務の実施、給与のデジタルマネー払いに関して必要と

なる申請書や通知書等の様式が定められることとなります。 

本パブリックコメントの期間は 2023 年 1 月 27 日までとなりますので、現時点では

追加の意見・情報の提出はできませんが、本パブリックコメントを受けて最終化される

本ガイドラインの動向については、引き続き注視が必要となります。 

 

 

 

 

6. 会社法：「英文開示実施状況調査集計レポート（2022 年 12 月末時点）」

を公表 

 

東京証券取引所（「東証」）は、2023 年 1 月 17 日、「英文開示実施状況調査集計レポー

ト（2022 年 12 月末時点）」（「本レポート」）を公表しました。 

本レポートによると、英文開示を実施している上場会社の割合は全市場では 60.4%

（前年末比+7.6 ポイント）、プライム市場では 97.1%（同+11.3 ポイント）となり、プ

ライム市場上場会社を中心に新市場区分への移行を契機として取組が進展したことが

伺えます。 

開示書類の種別では、決算短信、招集通知（通知本文・参考書類）及び IR 説明会資

料のプライム市場上場会社における実施率は、それぞれ 88.8%（同+21.0 ポイント）、

87.4%（同+23.2 ポイント）、67.1%（同+9.5 ポイント）と大幅な上昇が見られました。

一方で、適時開示資料（決算短信除く。）、CG 報告書、招集通知（事業報告・計算書類）、

有価証券報告書の英文開示の実施率は上昇しているものの、プライム市場上場会社にお

いても引き続き半数未満に留まりました。 

また、日本語資料の全文を英文開示するプライム市場上場会社の割合は、CG 報告書

が 94.9%と最も高く、IR説明会資料は 87.0%、招集通知（事業報告・計算書類）は 71.5%、

招集通知（通知本文・参考書類）は 61.8%となっています。 

さらに、英文開示のタイミングについて、TOPIX100 の上場会社では、英文資料と日

本語資料との同時開示の割合は、決算短信の 92.0%が最も高く、適時開示資料は 86.0%、

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 
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IR 説明会資料は 82.0%、招集通知（通知本文・参考書類）は 76.0%でした。同日中の

開示の割合は、より適時性が求められる決算短信及び適時開示資料の割合が相対的に高

く、いずれも TOPIX100 の上場会社の 90%を超えました。一方で、プライム市場上場

会社では、同時開示の割合は、招集通知（通知本文・参考書類）の 48.4%が最も高く、

決算短信、適時開示資料、IR 説明会資料はいずれも半数未満であり、有価証券報告書に

ついては 2.7%に留まりました。 

以上のとおり、英文開示の実施は全体として取組が進展しているものの、全文の英語

開示や、日本語資料と英語資料の同時・同日開示の取組状況には、いまだ改善の余地が

あるといえます。コーポレートガバナンス・コード（補充原則 3-1②後段）では、プラ

イム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供

を行うべきとされているところ、今後は、既に英文開示を実施済みの開示書類について、

全文開示や開示タイミングの迅速化等の工夫が求められると考えられます。また、招集

通知（事業報告・計算書類）や有価証券報告書等も含め、英文開示のさらなる拡充も検

討が求められます。 

 

＜参考資料＞ 

東証：「英文開示実施状況調査結果（2022 年 12 月末時点）の公表について」 

20230117 英文開示実施状況調査結果（2022 年 12 月末時点）の公表について.pdf 

 

 

 

 

7. 危機管理・コンプライアンス：経済産業省、「クレジットカード決済

システムのセキュリティ対策強化検

討会報告書」を公表 
 

経済産業省は、2023 年 2 月 2 日、「クレジットカード決済システムのセキュリティ対

策強化検討会報告書」（2023 年 1 月 20 日付）（「本報告書」）を取りまとめ、公表しまし

た。 

本報告書は、サイバー攻撃等のセキュリティリスクが年々高まり、実際に不正利用被

害額も増加している現状に鑑みて、非対面取引におけるクレジットカード決済システム

のセキュリティ対策の強化を図るものです。 

具体的には、以下の 3 本柱に沿って、具体的な取組と今後の課題について取りまとめ

ています。 

パートナー 石井 裕介 

 03-5223-7737 

 yusuke.ishii@mhm-global.com 

アソシエイト 香川 絢奈 
 03-5220-1847 

 ayana.kagawa@mhm-global.com 

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/co3pgt0000005mz9-att/press_20230117-01.pdf
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(1) クレジットカード番号等を安全に管理する（漏えい防止） 

(2) クレジットカード番号等を不正に利用させない（不正利用防止） 

(3) クレジットの安全・安心な利用に関する周知・犯罪の抑止 

経済産業省は、今後、まずは業界とともにセキュリティ対策強化に向けた当面の取組

を促進し、「クレジットカード・セキュリティガイドライン」（クレジット取引セキュリ

ティ対策協議会作成。現行の 3.0 版は 2022 年 3 月 8 日付）にも反映させることを予定

しています。 

本報告書では、EC 加盟店、アクワイアラー、決済代行業者、クレジットカード番号

等取扱業者、イシュア―等、それぞれの立場についてセキュリティ対策の強化として対

応すべき事項が記載されていますので、非対面取引におけるクレジットカード決済シス

テムに関与する各事業者はその内容を確認しておくことが必要です。 

 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：「経営者保証改革プログラム」の公表 
 

2022 年 12 月 23 日、経済産業省・金融庁・財務省より、「経営者保証」に依存しない

融資の促進を図る「経営者保証改革プログラム」（「本プログラム」）が公表されました。 

金融機関等から企業に対する融資に際して対象企業の経営者個人を当該債務の連帯

保証人とする「経営者保証」は、経営者による抜本的な事業展開や早期の事業再生・円

滑な事業承継を妨げる要因になり得ると指摘されてきました。このような指摘を受け、

2013 年には「経営者保証に関するガイドライン」（「本ガイドライン」）が策定され、本

ガイドラインに基づき、経営者保証なしでの融資や経営者保証の見直しや事業再生時の

経営者個人保証債務の免除等の取組が行われてきました。 

本プログラムは経営者保証に依存しない体制のさらなる促進のため、①経営者保証を

徴求しないスタートアップ・創業融資の促進、②保証徴求手続の厳格化、③経営者保証

の解除を選択できる信用保証制度の創設、④経営者保証解除の前提となる中小企業のガ

バナンス体制の整備、の 4 つの観点から重点施策を公表したものとなります。公表され

た施策の主な内容は下記のとおりです。 

① スタートアップの創業から 5 年以内の者に対しては、経営者保証を徴求しない

新しい信用保証制度の創設（2023 年 3 月より） 

② 金融機関が個人保証契約を締結する場合、事業者・保証人に対して個別具体的に

(i)どの部分が十分でないために保証契約が必要となるかと(ii)どのような改善を

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

アソシエイト 山内 裕雅 
 03-6266-8547 

 hiromasa.yamauchi@mhm-global.com 
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図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるかを説明し、その結果等の記録

（2023 年 4 月より） 

③ 経営者の取組次第で達成可能な要件（(i)法人から代表者への貸付等がないこと、

(ii)決算書類等を金融機関に定期的に提出していること等）を充足すれば、保証

料の上乗せ負担により、経営者保証の解除を選択できる信用保証制度の創設

（2024 年 4 月より） 

④ 中小企業の収益力改善やガバナンス体制整備支援等に関する実務指針の策定

（2022 年 12 月より） 

本プログラムの実施により経営者保証に依存しない融資が広がることにより、コロナ

禍等で窮境に陥った企業経営者が早期の事業再生等に踏み出しやすい環境が整備され

ることが期待されます。他方、経営者保証は経営者への規律付けや金融機関の保全とし

ての役割を果たしてきたことも事実であり、経営者保証なしの融資が広がるに伴い、融

資先のモニタリングや融資を受ける企業自身のガバナンス体制整備が一層重要になる

と考えられます。 

 

 

 

 

9. M&A：対抗措置発動の株主意思確認総会において MoM 要件の設定

を認めた事案（東京高決令和 3 年 11 月 9 日） 
 

短期間の株式の大量買付けに対する対応措置として会社が新株予約権の無償割当て

を行おうとしたことを対して、大量買付者がその新株予約権無償割当てを仮に差し止め

る旨の仮処分を求めた事案において、東京高裁は、被保全利益の疎明を欠くとして申立

てを却下しました。本事案においては、対抗措置についての株主意思確認総会において、

いわゆる MoM 要件が設定されていました。MoM 要件（Majority of Minority 要件）とは、

一般的に、株主意思確認総会における決議要件を、大量買付者や取締役等を除く出席株

主（非利害関係出席株主）の議決権の過半数とすることを指します。 

本事案では、新株予約権無償割当てが会社法 247 条 2 号の「著しく不公正な方法」に

よって行われたか等が争点となりました。東京高裁は、その判示の中で従来の判例を踏

襲し、経営支配権の維持等を主要な目的とする場合には「著しく不公正な方法」に該当

するとしつつ、特定の株主による会社の経営支配権取得の現実的可能性が生じ、それに

よって会社の企業価値が毀損され、ひいては株主の共同利益が害されることになるよう

な場合にそれを防止するために行われる新株予約権無償割当てについては、①利益侵害

カウンセル 石田 渉 

 03-6266-8926 

 wataru.ishida@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 
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を受けるおそれのある株主が、株主総会において、新株予約権無償割当ての措置をとる

必要があると判断し、かつ、②新株予約権無償割当ての措置が相当である場合には、「著

しく不公正な方法」によるものではないとする一方で、③株主の判断が株主総会の決議

によって示される場合には、株主の判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在す

ることを特定の株主が主張疎明した場合には、たとえ新株予約権無償割当てが会社の企

業価値の毀損ひいては株主の共同利益が害されることを防止することを主要な目的と

してされたものであっても「著しく不公正な方法」によるものと解するのが相当である

としました。 

その上で、東京高裁は、③の要件との関係で、MoM 要件の設置に関して、短期間の

株式の大量買付けについて強圧性があることは否定できないとした上で、大量買付者を

除く株主が大量買付けについて適切な判断を下すために十分な情報と時間を確保する

ことが会社の企業価値の毀損ひいては株主の共同利益を害することとなるか否か、それ

を防止するために対抗措置を発動することが必要か否かについて株主総会において大

量買付者等を除く株主のみの意思確認を行うことは、直ちに不合理であるとはいえない

とし、対抗措置発動の株主意思確認総会における MoM 要件の設定を認め、株主の判断

にその正当性を失わせるような重大な瑕疵は認められないと判断をしました。 

本事案は、同種事案において MoM 要件の設定を試みる場合には参考となる先例であ

ると考えられます。 

 

 

 

 

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

府令及び企業内容等開示ガイドライン改

正案のパブリックコメント回答を公表 

 

金融庁は、2023 年 1 月 31 日、企業内容等の開示に関する内閣府令及び企業内容等開

示ガイドライン改正案に対するパブリックコメント結果を公表しました（本パブコメ）。 

上記改正の内容は、サステナビリティやコーポレートガバナンスに係る開示の充実等

多岐に亘るものですが、なかでも、企業内容等開示ガイドラインにおいて、有価証券届

出書等における将来情報の記述と虚偽記載の責任及び他の公表書類の参照について、新

たに見解が示されている点が重要です。具体的には、(1)将来情報について、一般的に合

理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載されている場合には、有価証券届出書に記

載した将来情報と実際に生じた結果が異なる場合であっても、直ちに虚偽記載等の責任

パートナー 大石 篤史 
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を負うものではないこと、(2)サステナビリティ情報やコーポレートガバナンスの概要に

ついては、有価証券届出書等の記載事項の補完のため、他の公表書類を参照することが

可能であること、その場合、他の公表書類に明らかに重要な虚偽があることを知りなが

ら参照する等、当該他の公表書類の参照自体が有価証券届出書の重要な虚偽記載等にな

り得る場合を除けば、単に参照先の書類の虚偽表示等をもって直ちに虚偽記載等の責任

を問われるものではないこと等が明確化されています。 

本パブコメでは、上記(1)の将来情報について、①記載の一例として、社内（例えば、

取締役会等の社内の会議体等）で合理的な根拠に基づく適切な検討を行った場合、その

旨と、有価証券届出書等に記載した将来情報に関する検討過程として、前提とされた事

実、仮定（例えば、〇頃までに●●のような事象が起こる等）及びこれらを基に将来情

報を導いた論理的な過程の概要を記載することが考えられること、②将来情報の記載が

虚偽であるかどうかは、開示時点を基準に判断されること等が示されています。しかし

ながら、将来情報の前提や算定方法が合理的であることに加え、その内容が適切に開示

されていることも必要となるため、かかるセーフハーバーの依拠については相応のハー

ドルがあることとなります。また本パブコメでも明示されたとおり、これは金融庁の行

政解釈を示すに過ぎず、裁判において損害賠償責任や刑事責任が問われた場合には、裁

判所の法令解釈に従うため、本ガイドラインにより法的責任が完全に免除されるわけで

はない点にも留意が必要です。さらに、海外ではオファリング時の法定開示書類に将来

情報は記載しないことが確立した実務であるため、海外市場での資金調達を検討する企

業においては将来情報に関する日本固有のルールと海外投資家への開示をどのように

整合させるのかが実務上は大きな課題となります。 

次に、上記(2)の他の公表書類の参照については、①参照先の書類内の情報は、参照方

式の有価証券届出書における参照書類とは異なり、基本的には有価証券届出書の一部を

構成しないこと、②サステナビリティ情報について直近連結会計年度に係る情報の集

約・開示が間に合わない場合等は、概算値や前年度の情報を記載することも可能である

こと（但しその旨を明示すること）、③将来公表予定の任意開示書類の参照も可能であ

ること（その場合、公表予定時期や公表方法、記載予定の内容等も併せて記載すること

が望まれること）等が示されていますが、参照の方法や開示内容によってはなお参照書

類に基づく法的責任が生じるものと思われ、実務の工夫が求められます。 

上記改正は既に適用が開始されており、2023 年 3 月期の有価証券報告書においては

これを踏まえた開示が求められるため、その内容を十分に把握しておく必要があります。 
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11. 税務：国税庁、法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱

いを公表 
 

国税庁は、2023 年 1 月 20 日、「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱

いについて（情報）」（「本質疑応答」）を公表しました。 

法人が事業年度終了の時において有する、「活発な市場が存在する暗号資産」（法人税

法 61 条 2 項）については、時価法により評価した金額をもってその時点における評価

額とし、評価損益についてはその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があ

るところ（なお、令和 5 年度税制改正により、この点は一定の手当てがなされることが

見込まれています。）、本質疑応答は、「活発な市場が存在する暗号資産」の範囲を一定

程度明確化するものです。 

例えば、本質疑応答の問 2 によれば、「活発な市場が存在する暗号資産」に該当する

かどうかは、保有する暗号資産の種類、その保有する暗号資産の過去の取引実績及びそ

の保有する暗号資産が取引の対象とされている暗号資産取引所又は暗号資産販売所の

状況等を勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断するとされ、この判断に際しては、

「例えば合理的な範囲内で入手できる売買価格等が暗号資産取引所又は暗号資産販売

所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著し

く大きい場合」には、（法人税法施行令 118 条の 7 第 1 号及び 2 号の要件の観点から）

通常、市場は活発ではないと判断されることを明らかにしています。 

その他にも、本質疑応答は、①DEX（中央に管理者のいない分散型取引所）に上場さ

れている暗号資産についても「活発な市場が存在する暗号資産」における「市場」に含

まれ、「活発な市場が存在する暗号資産」と判断され得ること（問 3）、②ステーキング

による報酬を得るためにロックアップ（暗号資産を他に移転できないようにすること）

により譲渡ができない状態であっても時価評価課税の対象となり得ること（問 4）、③

貸付けをしている暗号資産についても時価評価課税の対象となり得ること（問 5）、他

方で、④借入れをしている暗号資産については一般的には時価評価課税の対象とならな

いと考えられること（問 6）、等が明らかにされています。 

 

＜参考資料＞ 

法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて（情報） 
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12. 中国・アジア（インドネシア）：雇用創出法に取って代わる法律代行

政令の施行 
 

本レター107 号でご紹介した雇用創出法（通称オムニバス法）については、インドネ

シア憲法裁判所が、2021 年 11 月 25 日に条件付きで違憲無効とする判決を下し、政府

等に対し 2 年以内の違憲状態の是正を命じていました。この違憲状態を是正するための

雇用創出法に係る法律代行政令（「本法律代行政令」）が、2022 年 12 月 30 日付でジョ

コウィ大統領により公布され、同日施行されており、それに伴い雇用創出法は撤廃され

ています。 

インドネシア憲法上、法律代行政令は法律と同等の効力を有する政令とされており、

緊急の特別な事情がある場合において、大統領にその制定権限が与えられています。

もっとも、法律代行政令は、公布直後の人民代表協議会（DPR）会期において当該法律

代行政令を法律とする同意を得なければならず、同意を得られない場合は失効するもの

とされています。 

本法律代行政令は、基本的に雇用創出法の内容を踏襲していますが、雇用創出法から

改正された点も若干存在します。その中には、アウトソーシングが可能な業務が限定さ

れる可能性を示す改正も含まれています。 

雇用創出法施行前の労働法下においては、業務委託については、委託者において付随

的・補足的な業務のみが委託可能であり、派遣についても、生産活動に直接関連する中

核的な業務について用いることはできず、清掃及び労働者の交通手段の提供を含む 5 種

類の業務に関してのみ派遣労働者を用いることが認められていました。 

その後、雇用創出法により上記各制約に関する規定が削除されたため、どのような業

務に関してもアウトソーシング（業務委託・派遣という類型が一本化された概念）可能

とされました。 

ところが、本法律代行政令は、アウトソーシング可能な業務・業種について別途政令

で定める旨規定されています。つまり、（本法律代行政令が国会の同意を得た場合に）

今後施行される政令次第では、アウトソーシング可能な業務が再び限定される可能性が

あります。これは、雇用創出法によるアウトソーシング可能な業務の制約に関する撤廃

は、非正規雇用の増加を招きかねないとしてインドネシアの労働組合等から強い反発を

受けていたので、それを考慮した上での改正ともいえそうです。 

本法律代行政令は、昨年末に突如として公表・施行されたものであり、現地では各種

批判も強く出ていることから、今後、国会が本法律代行政令を法律とすることに同意す

るか、同意するとして今後どの様な政令が出されるか、引き続き動向を注視する必要が

あります。 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065761/20221107-032841.pdf
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パートナー 梅津 英明 
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13. 新興国（UAE）：UAE 裁判所で英語での訴訟が可能に 

 

2023 年 1 月 2 日、UAE において改正民事訴訟法（「新民事訴訟法」）が施行されまし

た。 

UAE の法廷では、原則として、公用語であるアラビア語が使用されており、外国語

の書面や証拠資料も、翻訳者によってアラビア語に翻訳されたものを提出する必要があ

ります。しかし、改正民事訴訟法において、その例外が規定され、一定の手続を経た事

件においては、書面の提出や証人の尋問等のすべての訴訟手続及び判決を英語で行うこ

とが可能となりました。 

今回の民事訴訟法の改正によって、これまでのように書面や証拠資料をアラビア語に

翻訳したり、証人尋問において通訳を介したりする必要がなく、訴訟の結果が翻訳・通

訳の正確性に左右されなくなることが期待できます。また、証拠書面等のアラビア語へ

の翻訳費用等の手続費用を削減することも可能になります。 

UAE ではアラビア語が公用語であるため、英語による訴訟手続進行が実際にどの程

度活用されるかという点には未知数の部分があるものの、改正民事訴訟法のもと、今後、

UAE の裁判所において外国企業による訴訟手続の利用が促進されることも予想され、

今後の具体的な裁判実務の動向が注目されます。 
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14. 国際訴訟・仲裁：仲裁条項の準拠法につきイギリスとフランスの最

高裁判所が相反する判断 
 

ICC（国際商業会議所）規則に基づくパリを仲裁地とする仲裁手続につき、敗訴当事

者（Kout Food Group (Kuwait)）がフランスの裁判所で仲裁判断の取消を申し立て、他

方、勝訴当事者（Kabab-Ji SAL (Lebanon)）がイギリスの裁判所で仲裁判断の承認執行

を申し立てました。レストランチェーンのフランチャイズ契約を対象とする紛争案件で

すが、いずれの裁判所においても争われたことは、敗訴当事者がフランチャイズ契約に

含まれる仲裁条項に拘束されるか否かでした。敗訴当事者は、自らはフランチャイズ契

約の当事者ではなく、子会社が当事者であるとして、仲裁条項に拘束されないと主張し

ました。このような争いが生じた背景としては、仲裁条項の準拠法が明確に規定されて

いなかったことがあります。 

この点フランスの最高裁判所（French Cour de Cassation）は、仲裁条項の準拠法が

仲裁地の法律であるフランス法であるとして、これに基づき、敗訴当事者が仲裁条項に

拘束されると判断しました（仲裁判断の取消を認めませんでした。）。 

これに対し、イギリスの最高裁判所（The UK Supreme Court）は、仲裁条項の準拠

法がこれを含むフランチャイズ契約の準拠法であるイギリス法であるとして、これに基

づき、敗訴当事者は仲裁条項に拘束されないと判断しました（仲裁判断の承認執行を認

めませんでした。）。 

仲裁条項の準拠法は、以上のとおり、仲裁判断の有効性ないし執行可能性を左右する

可能性があります。明確に定められていないことが多いですが、上記の事例を踏まえる

と、仲裁条項において明確に準拠法を定めることが望まれます。 

この事例は、判例法と大陸法をそれぞれ代表する国の最高裁判所が判断を示したもの

として、他国にも影響が有ると予想されることから、紹介いたします。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『第 5067 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「スタートアップ投 

資を成功させるためのポイント」』 

開催日時  2023 年 2 月 8 日（水）13:30～15:30 

講師    岡野 貴明 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『ゲームアプリの法律実務』 

開催日時  2023 年 2 月 8 日（水）14:00～15:00 

講師    増田 雅史 

主催    日本オンラインゲーム協会 

 

➢ セミナー  『第 5068 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ビジネスと人権を 

巡る最新動向と実務対応～日本政府ガイドライン及び米国のウイ

グル強制労働防止法を含めて～」』 

開催日時  2023 年 2 月 9 日（木）13:30～15:30 

講師    梅津 英明、御代田 有恒 

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】『グローバル M&A に対する第三の壁「EU 外国補助 

金規制の概要と実務」～施行が迫る新たな規制に日本企業はどう備

えるべきか～』 

開催日時  2023 年 2 月 10 日（金）14:00～15:00 

講師    伊藤 憲二、柿元 將希 

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 2 月 7 日（火））。 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『Web3・NFT・メタバース』 

開催日時  2023 年 2 月 13 日（月）10:00～11:40 

講師    増田 雅史 

主催    中央大学法科大学院 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1095
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1095
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『第 5071 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「コーポレート PPA 

の法規制と契約条項」』 

開催日時  2023 年 2 月 14 日（火）13:30～15:30 

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  『新任役員セミナー【コーポレート・ガバナンスの基本編】～会社 

法、CG コード等を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの目的・

意義を理解する～』 

視聴期間  2023 年 2 月 15 日（水）10:00～2023 年 4 月 17 日（月）17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『第 5072 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023 年 3 月期有 

価証券報告書から始まるサステナビリティ法定開示を正しく理解

する」』 

開催日時  2023 年 2 月 15 日（水）13:30～15:30 

講師    田井中 克之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 5 回貿易部会（講演会：経済安全保障政策の企業に与える影響 

について）』 

開催日時  2023 年 2 月 16 日（木）10:30～12:00 

講師    石本 茂彦、沈 暘 

主催    大阪商工会議所 国際部 

 

➢ セミナー  『新任担当者のための株主総会運営の基礎と実践〔全 3 講〕～根拠 

法令・判例・実務慣行を踏まえた総会実務の基本構造を学ぶ～』 

視聴期間  2023 年 2 月 17 日（金）10:00～2023 年 4 月 17 日（月）17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『医療分野の成果導出に向けた研修セミナー』 

開催日時  2023 年 2 月 17 日（金）9:00～11:00 

講師    齋藤 浩貴 

主催    国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） 
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➢ セミナー  『メタバースと独占禁止法・競争政策』 

開催日時  2023 年 2 月 17 日（金）16:30～18:30 

講師    増田 雅史 

主催    公正取引委員会競争政策研究センター 

 

➢ セミナー  『第 85 回「コンプライアンス・役員セミナー」（役付役員等対象）』 

開催日時  2023 年 2 月 17 日（金）11:30～12:30 

講師    江平 享 

主催    一般社団法人全国地方銀行協会 

 

➢ セミナー  【申込受付中】『MHM プレミアム Live セミナー カーボン・クレジッ 

トを巡る実務の最新動向』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）14:00～16:00 

講師    【森・濱田松本法律事務所】 佐藤 正謙、武川 丈士、久保 圭吾、 

大木 健輔 

【経済産業省】 中山 竜太郎 氏（ゲスト講師） 

【株式会社東京証券取引所】 松尾 琢己 氏（ゲスト講師） 

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 2 月 15 日（水））。 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『サイバーセキュリティへの脅威とインシデント対応の法律実務～ 

サイバー攻撃の実例をもとに、対策とインシデント発生時の対応に

ついて解説～』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）14:00～16:00 

講師    蔦 大輔 

主催    一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ 

 

➢ セミナー  『サステナビリティ・コーポレートガバナンスの開示等に関する改 

正〜2023 年 3 月期の有価証券報告書の準備にあたり実務上の留意

点と今後の動向について解説〜』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）10:00～12:00 

講師    石橋 誠之 

主催    経営調査研究会 

 

  

https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1075
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1075
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『早期開示命令制度新設の立法提案に関するシンポジウム』 

開催日時  2023 年 2 月 22 日（水）18:00～20:30 

講師    関戸 麦 

主催    日本弁護士連合会 

 

➢ セミナー  『【2023 年 6 月施行】改正電気通信事業法の実務対応ポイント』 

開催日時  2023 年 2 月 27 日（月）14:00～16:00 

講師    田中 浩之、蔦 大輔、伊奈 拓哉 

主催    一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ 

 

➢ セミナー  『脱炭素時代における再エネ投資の最前線〜M&A、FIP、コーポレー 

ト PPA、制度改正の最新動向を専門の弁護士が解説〜』 

開催日時  2023 年 2 月 28 日（火）13:00～15:00 

講師    村上 祐亮 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ 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 

 

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

と実務 〜改正を含めた規制対応や組合契約書の重要な着眼点など、

VC/PE について、ファンド側と投資家側の双方の観点から実務を詳

説〜』 

開催日時  2023 年 2 月 28 日（火）14:00～17:00 

講師    中野 恵太 

主催    株式会社金融財務研究会 

  

➢ セミナー  『CG コードの下での取締役会における監督機能・実効性強化の実 

務動向～2021 年 6 月の CG コード改訂を踏まえた監督機能・実効

性強化の各種取り組み～』 

視聴期間  2023 年 3 月 1 日（水）10:00～2023 年 4 月 28 日（金）17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 
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➢ セミナー  『医療機器業公正取引協議会 令和 4 年度 経営トップセミナー「医 

療機器企業におけるコンプライアンスについて～昨今の厳重警告

事案を踏まえ～」』 

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

講師    堀尾 貴将 

主催    医療機器業公正取引協議会 

 

➢ セミナー  『第 5080 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「中小企業の事業再 

生等に関するガイドライン」 令和 4 年 4 月適用開始に伴う企業再

生の最新実務』 

開催日時  2023 年 3 月 1 日（水）13:30～15:30 

講師    石田 渉 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『【オンライン】実務担当者のための日本・グローバルの個人情報 

保護規制入門講座』 

開催日時  2023 年 3 月 2 日（木）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  『自動車サイバーセキュリティの最新動向とサイバー・フィジカル・ 

セキュリティ（Security Days Spring 2023）』 

開催日時  2023 年 3 月 8 日（水）17:15～18:00 

講師    蔦 大輔 

主催    株式会社ナノオプト・メディア 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本 『新・会社法実務問題シリーズ/8 会社の計算（第 3 版）』（2022 年 

11 月刊） 

 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    藤津 康彦、金丸 和弘、金丸 由美（共著） 

 

➢ 本 『M&A 法大系 第 2 版』（2022 年 12 月刊） 

 

出版社   株式会社有斐閣 

著者    岡谷 茂樹、酒井 真、林 宏和、安倍 嘉一、熊谷 真和、関口 健一、

代 宗剛、森田 恒平、松下 憲、渡辺 邦広、小山 浩、末廣 裕亮、

田中 浩之、東 陽介、藤田 知也、李 政潤、石川 大輝、河島 勇太、

栗原 宏幸、佐藤 典仁、高宮 雄介、近澤 諒、邉 英基、森田 茉莉

子、堀尾 貴将、湯川 昌紀、若林 功晃、石田 幹人、石橋 誠之、

金丸 由美、白川 佳、島田 里奈、松田 悠希、中野 玲也、鈴木 信

彦、立石 光宏、越智 晋平、笠間 周子、金村 公樹、西岡 研太、

廣田 雅亮、福田 剛、飯島 隆博、坂尻 健輔、秋田 顕精、大川 信

太郎、大段 徹次、山田 彰宏 

 

➢ 本 『類型別 不正・不祥事への初動対応』（2023 年 1 月刊） 

 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    山内 洋嗣、山田 徹、西本 良輔、高宮 雄介、宮田 俊、白根 央、

田中 亜樹、北 和尚、蔦 大輔、加藤 裕之、御代田 有恒、今泉 憲

人、高田 和佳、塚田 智宏、千原 剛、山内 裕雅、奥田 敦貴、重

冨 賢人 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 本 『クリエイターのための NFT 参入マニュアル』（2023 年 1 月刊） 

 

出版社   株式会社三才ブックス 

著者    増田 雅史 

 

➢ 本 『図解分析 日本のトップ 100 社のコーポレート・ガバナンス』 

（2023 年 1 月刊） 

 

出版社   株式会社日本経済新聞出版社 

著者    【編】 森・濱田松本法律事務所 

澤口 実、内田 修平、田井中 克之、若林 功晃、松村 謙太郎、立

元 寛人、安原 彰宏、木内 遼、進 華菜子 

 

➢ 論文    「株主総会資料電子提供制度の実務対応 Q&A（8・完）」 

掲載誌   渡辺 邦広、邉 英基、若林 功晃 

著者    旬刊商事法務 No.2313 

 

➢ 論文    「会社法・ガバナンスの課題（6）親会社のある上場会社における 

少数株主保護法制の検討―締出しの際の子会社取締役の義務およ

び上場子会社のガバナンス改善の手段を中心に―」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2313 

著者    朽網 友章 

 

➢ 論文    「会社法・ガバナンスの課題（8・完）会社・株主間の対話・合意 

に関する規律—対話・合意の開示の視点から—」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2314 

著者    松下 憲 
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➢ 論文    「会社法・ガバナンスの課題（7）株主総会における議決権行使に 

関する問題点の検討—書面投票・電子投票と「出席」・委任状勧誘に

関する論点整理—」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2314 

著者    金村 公樹（共著） 

 

➢ 論文    「外商投資奨励産業目録（2022 年版）」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.51 No.1 

著者    井村 俊介、朝倉 利哉、崔 俊（共著） 

 

➢ 論文    「個人情報保護をめぐる実務対応の最前線（第 12 回）同意」 

掲載誌   NBL No.1232 

著者    岡田 淳、北山 昇、小川 智史 

 

➢ 論文    「事業の担保化と担保法改正」 

掲載誌   ジュリスト No.1579 

著者    佐藤 正謙 

 

➢ 論文    「＜第 95 回 監査役全国会議 開催概要＞第 2 分科会 企業不祥事 

発覚時に監査役等がとるべき対応とその勘所～品質不正・トップマ

ネジメントの不祥事・ビジネスと人権の事例を通じて～」 

掲載誌   月刊監査役 743 号 

著者    山内 洋嗣 

 

➢ 論文    「意外に深い公益通報者保護法 ～条文だけではわからない、見落 

としがちな運用上の留意点～ 第1回 従事者に関する運用上の留意

点（1）」 

掲載誌   商事法務ポータル SH4273 

著者    金山 貴昭 

 

➢ 論文    「戦争と企業法務ーロシア・ウクライナ問題から学ぶ」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.35 No.1 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「クローズ・アップ 資金使途等の正確かつ充実した開示が不可欠  

投資型クラウドファンディングを使った資金調達の留意点」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1666 

著者    宮田 俊 
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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（４） 

各国の個人情報保護規制の概要②（中国）」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2023 年 2 月号 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇、塩崎 耕平 

 

➢ 論文    「洋上風力発電事業の最新動向とプロジェクトファイナンス」 

掲載誌   The Finance 

著者    野間 裕亘 

 

➢ 論文    「不正調査の基本的な流れ 改正公益通報者保護法を踏まえて」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    金山 貴昭 

 

➢ 論文    「＜Robotics 法律相談室第 89 回＞EU の AI 責任指令の内容とは」 

掲載誌   日経 Robotics 2023 年 1 月号 

著者    戸嶋 浩二 

 

➢ 論文    「＜金融商事の目＞サステナビリティ推進のためのコーポレートガ 

バナンス体制」 

掲載誌   金融・商事判例 No.1656 

著者    太子堂 厚子 

 

➢ 論文    「ネットワーク関連特許と国境を跨ぐ侵害—ニコニココメント特許 

事件に関する考察—」 

掲載誌   LES JAPAN NEWS Vol.63 No.4 

著者    齋藤 浩貴 

 

➢ 論文    「中国のデジタル法制を見る サイバー領域で国家安全協調」 

掲載誌   国際貿易 2393 号 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 論文    「成立事例にみる中小企業版事業再生ガイドラインの実践的活用」 

掲載誌   事業再生と債権管理 第 36 巻 4 号 

著者    山崎 良太、稲生 隆浩、石田 渉 

 

➢ 論文    「事業再生 ADR から簡易再生手続に移行した本邦初の事例」 

掲載誌   事業再生と債権管理 第 36 巻 4 号 

著者    藤原 総一郎、稲生 隆浩、片桐 大 
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➢ 論文    「米国等の対中規制の動向と“中国的”経済安全保障」 

掲載誌   MIZUHO CHINA MONTHLY 2023 年 1 月号 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 論文    「The Space Law Review Edition 4 – Japan Chapter」 

掲載誌   The Space Law Review Edition 4 

著者    四元 弘子、石川 大輝、大段 徹次 

 

➢ 論文    「GCR Digital Markets Guide - Second Edition CHAPTER 18 Japan」 

掲載誌   GCR Digital Markets Guide 

著者    宇都宮 秀樹、高宮 雄介、逸見 優香（共著） 

 

➢ 論文    「Japan Global Rules on Foreign Direct Investment」 

掲載誌   Global rules on foreign direct investment 

著者    佐藤 典仁、立川 聡 

 

➢ 論文    「2023 Global Legislative Predictions」 

掲載誌   International Association of Privacy Professionals 

著者    田中 浩之（共著） 

 

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

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて高い評価を得ました  

The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて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各分野にて Hall of Fame、

Leading Individuals、Next Generation Partners または Rising Stars の高い評価を

得ました。 

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

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

所属する弁護士が各分野にて高い評価を得ております。 

 

JAPAN 

分野 

Tier 1 

・Antitrust and competition 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

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

・Intellectual property 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 

・Restructuring and insolvency 

・Risk management and investigations 

・Tax 

・TMT 

 

Firms to watch 

・Shipping 

 

弁護士 

Hall of Fame 

・Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

・Corporate and M&A: 石綿 学 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子 

・Tax: 大石 篤史 

 

Leading Individuals 

・Antitrust and competition: 伊藤 憲二 

・Banking and finance: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Capital markets: 尾本 太郎 

・Corporate and M&A: 棚橋 元、大石 篤史、松下 憲 

・Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦 

・Fintech: 増島 雅和、堀 天子 

・Intellectual property: 三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳 

・Investment funds: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

・Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

・Projects and energy: 小林 卓泰、石川 直樹、岡谷 茂樹 

・Real estate and construction: 佐藤 正謙 

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎、稲生 隆浩 

・Risk management and investigations: 藤津 康彦、梅津 英明 
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・Tax: 酒井 真 

・TMT：林 浩美、岡田 淳 

 

Next Generation Partners 

・Antitrust and competition: 藤田 知也 

・Banking and finance: 末廣 裕亮、白川 佳 

・Capital markets: 田井中 克之 

・Dispute resolution: ダニエル・アレン 

・Private wealth: 小山 浩 

・Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮 

・Restructuring and insolvency: 片桐 大 

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

・Tax: 小山 浩、栗原 宏幸 

 

Rising Stars 

・Antitrust and competition: 竹腰 沙織 

・Intellectual property: 桑原 秀明 

・Labour and employment: 濵 史子 

・Private wealth: 安部 慶彦 

・Projects and energy: 野間 裕亘 

 

THAILAND 

分野 

Tier 1 

・Projects and energy 

Tier 2 

・Banking and finance 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Restructuring and insolvency 

Tier 3 

・Insurance 

・Labour and employment 

・Real estate and construction 

 

弁護士 

Hall of Fame 

・Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 
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・Projects and energy：ジェッサダー・サワッディポン 

 

Leading Individuals 

・Banking and finance: ジョセフ・ティスティウォン 

・Projects and energy: ジョセフ・ティスティウォン 

 

MYANMAR 

分野 

Tier 1 

・Projects 

Tier 2 

・Corporate and M&A 

 

弁護士 

Next Generation Partner 

・Corporate and M&A: 井上 淳 

・Projects: キンチョー・チー 

 

VIETNAM 

分野 

Tier 2 

・Real estate and construction 

Tier 4 

・Corporate and M&A 

 

➢ ブルームバーグの 2022 年日本 M&A リーグテーブルにて 1 位を獲得しました  

ブルームバーグの 2022 年 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は件数順の

ランキングで 1 位を獲得いたしました。 

 

➢ 蔦 大輔 弁護士が慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任准教授に就任

しました 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が東京商工会議所 知的財産戦略委員会 委員に就任しました 

 

➢ 山内 洋嗣 弁護士が経済産業省 消費生活用製品の安全確保に向けた検討会 委

員に就任しました 

 

➢ 佐々木 奏 弁護士が日本弁理士会 特定侵害訴訟代理業務にかかる能力担保研修
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講師に就任しました 

 

➢ 堀尾 貴将 弁護士が厚生労働科学研究「地域共生社会における薬剤師の対物・対

人業務の充実に関する調査研究」研究協力者に就任しました 

 

 

（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 


