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経済安全保障推進法アップデート vol.3 

－基幹インフラ役務に関する基本指針案（速報）－ 

 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ役務 

の安定的な提供の確保に関する制度の概要 

Ⅲ．基本指針案の概要 

Ⅳ．今後のスケジュール 

Ⅴ．【参考】過去の関連ニュースレター 

 

 

 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

2023 年 2 月 8 日、「経済安全保障法制に関する有識者会議」（令和 4 年度～）（以下

「有識者会議」といいます。）の第 5回が開催され1、経済安全保障推進法2における 4つ

の施策（①重要物質の安定的な供給の確保に関する制度、②基幹インフラ役務の安定的

な提供の確保に関する制度、③先端的な重要技術の開発支援に関する制度、④特許出願

の非公開に関する制度）のうち、②と④に関する基本指針案などが公表されました。ま

た、②に関して、対象事業や対象事業者の指定についての案が公表されました。同月 11

日からは、上記 2 つの基本指針案について、パブリックコメントが開始されています。 

経済安全保障推進法では、法律全体の基本方針に加え、上記①～④の施策のそれぞれ

について基本指針が定められることとされています（下表参照）。既に 2022 年 9 月 30

日に、法律全体に係る基本方針に加え、①と③に係る基本指針が閣議決定（策定）され

ていましたが、今般、②と④についても基本指針案等が公表されたものです。 

 

対象 方針・指針の名称 根拠条文 

法律全体 
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確

保の推進に関する基本的な方針（基本方針） 
法 2条 

①重要物質の安定的

な供給の確保 

特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指

針（安定供給確保基本指針） 
法 6条 

②基幹インフラ役務

の安定的な提供の

確保 

特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定

的な提供の確保に関する基本指針（特定社会基盤役

務基本指針） 

法 49条 

 
1 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/4index.html 
2 正式名称は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和 4 年法

律第 43号）。 
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③先端的な重要技術

の開発支援 

特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切

な活用に関する基本指針（特定重要技術研究開発基

本指針） 

法 60条 

④特許出願の非公開 

特許法の出願公開の特例に関する措置、同法第三十

六条第一項の規定による特許出願に係る明細書、特

許請求の範囲又は図面に記載された発明に係る情報

の適正管理その他公にすることにより外部から行わ

れる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態

を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防

止するための措置に関する基本指針（特許出願非公

開基本指針） 

法 65条 

（グレー：策定済、ピンク：今般、案が公表） 

 

先行して基本指針が策定された①及び③は、政府による支援・促進の面が強かったと

ころ、今般基本指針案等が出された②に関しては、より規制色の強い施策として、企業

への影響が大きくなる可能性もあり、その具体的内容が特に注目を集めていました。 

そのため、本ニュースレターでは、速報として、②の基幹インフラに関する制度に

フォーカスし、今般公表された特定社会基盤役務基本指針（以下単に「基本指針案」と

いいます。）及び対象事業・対象事業者の指定についての概要と今後のスケジュールを

お伝えします。 

 

Ⅱ．経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ役務の安定的な提供の確

保に関する制度の概要 

 

経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度

（上記Ⅰ.②、以下「本制度」といいます。）は、電気・ガス・水道、その他、一定の基

幹的インフラに係るサービス（特定社会基盤役務）に供される重要設備が、これらの設

備の導入や維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる役務の安定的な提供

を妨害する行為（特定妨害行為）の手段として使用されることを防止するため、設備の

導入や維持管理の委託に際して政府が事前に審査する制度です。 

本制度に基づき、基幹インフラ事業 14 業種のうち、政令で指定される特に重要な事

業（特定社会基盤事業）を営む事業者の中から所管大臣に対象事業者として指定された

事業者（特定社会基盤事業者）は、重要な設備（特定重要設備）の導入や一定の維持管

理（重要維持管理等）の委託を行う際に、事前に所管大臣の審査を受ける必要がありま

す（下図参照）。所管大臣は、審査の結果を踏まえて、勧告・命令を行うことができま

す。 
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Ⅲ．基本指針案の概要 

 

今般公表された基本指針案は、本制度を実施・運用するにあたっての基本的な考え方

を示すもので、第 1章～第 6章に分かれています。以下では、このうち特に重要と考え

られる第 1章～第 4章について概要を紹介します。 

 

1．特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

に関する基本的な方向（第 1章） 

 

（1）対象事業（特定社会基盤事業）に関する考え方 

本制度の対象となる基幹インフラ事業（特定社会基盤事業）は、法 50条 1項各号

に掲げる基幹インフラ事業 14 業種の中から、特に重要性の高い事業（具体的には、

（i）国民生活又は経済活動が依存している役務であって、その利用を欠くことによ

り、広範囲又は大規模な社会混乱を生ずるなどの経済・社会秩序の平穏を損なう事

態が生じ得るもの、又は（ii）国民の生存に不可欠な役務であって、その代替が困難

であるもの）を政令で指定することとされています。 

 

（2）役務の安定的な提供を妨げる行為（特定妨害行為）に関する考え方 

本制度により防止が図られる特定妨害行為としては、サイバー攻撃などの電磁的

な方法によるものだけでなく、物理的な方法によるものも想定されることが明確化

されています。 

また、特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託とは関係のない第三者が行

う妨害行為や、我が国の外部から特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害しようと

する主体との関わりがない妨害行為は該当しないとされています。 

 

「特定社会基盤事業」（14業種×政令
指定）に該当する

「特定社会基盤事業者」の指定を受け
ている

「特定重要設備」に該当する

他の事業者に委託して「重要維持管
理等」を行わせる

導入等計画書の提出・審査が必要

他の事業者から導入を行う

「緊急やむを得ない場合」の例外に該当しない

政令で指定（法50条1項）

省令で定める基準に該当する者を
主務大臣が指定（法50条1項）

省令で指定（法50条1項）

省令で指定
（法52条1項）

省令で指定（法52条1項但書）
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2．特定社会基盤事業者の指定に関する基本的な事項（第 2章） 

 

本制度の適用対象となる事業者（特定社会基盤事業者）については、特定社会基盤

事業を営む事業者から、省令で定める基準に該当する者を所管大臣が指定することと

されています（法 50条 1項）。 

基本指針案では、この特定社会基盤事業者の指定基準について、（i）事業規模又は

（ii）代替可能性のいずれか又はその両方を考慮し、事業ごとの実態を踏まえて定め

るものとされています。 

加えて、特定社会基盤事業者の指定に際しては、（i）適正な競争関係を不当に阻害

することがないように配慮すること、（ii）中小規模の事業者の指定についてはより慎

重に検討を行うことに留意するものとされています。 

なお、今般、基本指針案とは別に、有識者会議第 5 回の資料 8 として、「特定社会

基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度における特定社会基盤事業・特定社会基

盤事業者の指定基準の考え方（案）」が公表されており、本制度の（a）対象事業であ

る特定社会基盤事業（上記 1．（1）参照）と（b）対象事業者である特定社会基盤事業

者についての考え方が示されています。例えば、法 50 条に記載の「銀行法第二条第

二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業」については、（a）銀行法 2条 2項に規

定する銀行業等を対象事業として指定するとした上で、（b）当該事業を営む者のうち、

預金残高が 10兆円以上、口座数 1,000万口座以上、ATM 台数 1万台のいずれかの基

準を満たすものを対象事業者の指定基準とする案が示されています。 

指定基準の策定に当たっては、関係者の意見を幅広く聴取し、パブリックコメント

も活用し、客観性及び妥当性を確保した上で定めるとされているため、近日中にパブ

リックコメントの募集開始が予想されます。 

 

3．特定妨害行為の防止による基幹インフラサービスの安定的な提供の

確保に当たって配慮すべき事項（第 3章） 

 

（1）特定重要設備や重要維持管理等に関する考え方 

本制度の対象となる特定重要設備とは、対象事業のために用いられる設備やプロ

グラムのうち特に重要なものをいい、省令により指定されます（法 50条 1項）。 

基本指針案では、特定重要設備は、例えば次のような設備を、特定社会基盤事業

の実態等を踏まえて考慮し、定めるものとされています。 

（i）その機能が停止又は低下すると、サービスの提供ができない事態を生じ得る設備 

（ii）その機能が停止又は低下すると、サービスの提供は停止しないが、サービスが備えるべき品質・

機能等が喪失又は低下した状態を生じ得る設備 

（iii）その機能が停止又は低下すると、サービスの提供を直接阻害するものではないが、安定的な提

供の継続を阻害し得る設備 

また、再委託を行った重要維持管理等の委託については、最終的に委託を受けた

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai5/siryou8.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai5/siryou8.pdf
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者までの情報が導入等計画書（下記 4．（1）参照）に記載されることが原則であるも

のの、再委託を行った者を確認することにより、以後の再委託を受けた者を確認せ

ずとも特定妨害行為の手段として使用されるおそれを審査することが可能である場

合として、事業所管大臣が定める場合に該当するときは、当該再委託を行った者ま

での情報の届出とすることを認めることとされています。 

 

（2）省令の立案に当たっての留意事項 

特定重要設備及び重要維持管理等を定める省令の立案に当たっては、次の点に配

慮するものとされています。 

（i）適正な競争関係を不当に阻害することのないように配慮すること 

（ii）基幹インフラサービスの提供に当たって過度な負担を生じないよう、対象は真に必要な範囲に

限定すること 

また、事業所管大臣は、事務的な費用を含む特定社会基盤役務の安定的な提供の

確保に必要な負担について、特定社会基盤事業者から特定重要設備の供給者等に対

する不当な転嫁が行われることがないようにするなど、適切な監督等を通じ、特定

重要設備の供給者等に過度な負担が生じないよう取り組むものとされています。 

 

4．特定社会基盤事業者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項

（第 4章） 

 

（1）事前届出事項に関する考え方 

本制度の下では、特定社会基盤事業者が、特定重要設備の導入を行う場合や他の

事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合には、供給者に関

する事項及び委託の相手方に関する事項について、あらかじめ、以下の事項を記載

した導入等計画書を作成し、省令で定める書類を添付して所管大臣に届け出なけれ

ばなりません（52条 1項、2項各号）。 

一 特定重要設備の概要 

二 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 

イ 導入の内容及び時期 

ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの 

ハ 特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為（中

略）の手段として使用されるおそれがあるものに関する事項として主務省令で定めるもの 

三 特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては、次に掲げる事項 

イ 重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間 

ロ 重要維持管理等の委託の相手方に関する事項として主務省令で定めるもの 

ハ 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場

合にあっては、当該再委託に関する事項として主務省令で定めるもの 

四 前三号に掲げるもののほか、特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する事項と
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して主務省令で定める事項 

基本指針案では、主務省令で定めるとされている「供給者に関する事項」（上記二・

ロ）及び「委託の相手方に関する事項」（上記三・ロ）に関し、例えば、下表の事項

について定めることとされています。 

 

上記のほかに主務省令で定める事項（上記四）としては、「リスク管理措置」（特定

重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれを低減させるための有効な

措置）が挙げられています。 

また、導入等計画書に記載すべき事項には、供給者等が保有する情報であって、

特に機微である等の事情により、特定社会基盤事業者等に提供することが困難であ

る情報が含まれ得ることに鑑み、そのような情報については、供給者等が、直接、事

業所管大臣に提出することができるよう配慮することも明記されています。 

 

（2）審査に当たっての考慮要素 

導入等計画書に係る審査に際し、特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用

されるおそれが大きいかどうかを判断するに当たっては、次に掲げる要素等を考慮

するものとされています。 

（i）特定社会基盤事業者が導入等を行おうとする特定重要設備の供給者等が我が国の外部にある

主体から強い影響を受けているかどうか 

（ii）特定社会基盤事業者が導入等を行おうとする特定重要設備について、特定社会基盤役務の安

定的な提供が妨害されるおそれに関する評価を自ら行い、その結果に応じて、リスク管理

措置を講じているかどうか 

（iii）特定社会基盤事業者が導入等を行おうとする特定重要設備について、その供給者等が供給

する特定重要設備及び構成設備に関する製品に対して脆弱性が指摘された例、その供給者

等が実施する重要維持管理等に対して不適切性が指摘された例及びその供給者等に対して

我が国の法令や国際的に受け入れられた基準等の不遵守等が指摘された例 

（iv）（i）から（iii）までのほか、特定重要設備の導入等又は特定重要設備の供給者等に関して、

特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれに関する事項 

 

（3）リスク管理措置 

基本指針案では、特定社会基盤事業者が、特定重要設備の導入やその重要維持管

理等の委託について特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれを

低減させるためには、特定社会基盤事業者が自らリスクを評価し、そのリスクの内

容及び程度に応じてリスク管理措置を講ずることが有効されています。 
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そして、このリスク管理措置の実施に関する事項は、導入等を行おうとする特定

重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかを審査するに当

たり必要な要素となることから、その実施状況を導入等計画書の届出内容によって

確認することとされています。 

リスク管理措置としては、例えば次のようなものが考えられるとされています。 

✓ 特定重要設備及び構成設備の供給者における製造等の過程で、特定重要設備及び構成設備

に不正な変更が加えられることを防止するために必要な管理がなされ、当該管理がなされ

ていることを特定社会基盤事業者が確認できることを契約等により担保している。 

✓ 特定重要設備及び構成設備について、不正な妨害が行われる兆候を把握可能な体制がとら

れており、不正な妨害が加えられた場合であっても、冗長性が確保されているなど、役務の

提供に支障を及ぼさない構成となっている。 

✓ 特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給や委託（再委託を含む。）した重

要維持管理等の適切性について、外国の法的環境等により影響を受けるものではないこと

を確認している。 

 

（4）勧告及び命令等に関する考え方 

特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託の中止の勧告及び命令は、当該勧

告及び命令を応諾することが事業者の経済活動に影響を及ぼし、役務の安定的な提

供に支障が生じ得る可能性もあることから、その他の対応によっては特定重要設備

が特定妨害行為の手段として使用されるおそれを低減できない場合など、合理的に

必要と認められる限度において行うこととされています。 

また、特定重要設備の導入等を行った後の勧告及び命令については、事業者の経

済活動に与える影響を十分に考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認め

られる限度において行われなければならないことに一層配慮して行う必要があると

されています。 

さらに、導入等計画書の届出義務が生じた時点で既に完了している特定重要設備

の導入や、既に開始している重要維持管理等の委託については、事後的に届出義務

を課すこと（遡及適用）は行わないとされています。ただし、導入等計画書の届出義

務が生ずる前に導入を行った特定重要設備について、導入等計画書の届出義務が生

じた後にその重要維持管理等の委託を開始する場合には、本制度の規制が適用され

ることとなるとされています。 

なお、特定重要設備に関し、当該設備等に含まれるプログラムについて、導入等

計画書に記載した機能に関係する変更を加える（新たな機能の追加を含む）場合は、

原則として、導入等計画書の変更の届出、新たな特定重要設備の導入の届出又は構

成設備の変更の報告が必要となるとされています。 

また、重要維持管理等の委託に関しては、委託の内容等を変更することなく契約

の更新を行う場合（同一の内容で同等の期間の契約の更新を行う旨を定めるような、

いわゆる自動更新に関する条項に基づき契約の更新を行う場合を含む。）もあります
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が、このような契約の更新も、重要維持管理等の委託の始期が導入等計画書の届出

義務の生ずる前か後かにかかわらず、契約の更新に基づき重要維持管理等を行わせ

る前に導入等計画書の届出が必要となるとされています。 

上記のほか、事業所管大臣が本制度に係る規定を施行するために必要があると認

めるときは、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を、特定重要

設備の供給者、重要維持管理等の委託の相手方等に対して求めることがあるとされ

ています。 

 

Ⅳ．今後のスケジュール 

 

有識者会議第 5回では、今後のスケジュールの案も示されています。今般公表された

基本指針案については、パブリックコメントの実施を経て、2023 年 3 月以降に閣議決

定がなされる見込みです。また、本制度については、経済安全保障推進法の公布（2022

年 5月 18日）から 1年 6か月以内（2023年 11月まで）に、政令による特定社会基盤

事業の指定、特定社会基盤事業者の指定基準や特定重要設備に関する省令の策定、所管

大臣による特定社会基盤事業者の指定がなされ、公布後 1 年 9 か月以内（2024 年 2 月

まで）に、実際に特定重要設備の審査が開始される予定です。また、クラウド、プログ

ラムの変更、再委託に関する考え方などについては、Q&Aやガイドラインの作成・公表

が予定されています。 

 

Ⅴ．【参考】過去の関連ニュースレター 

 

経済安全保障推進法については、以下のバックナンバーもご参照ください。 

 

➢ データ・セキュリティ / CRISIS MANAGEMENT / INTERNATIONAL TRADE 

LAW BULETIN 2022 年 3月 3日号「経済安全保障とサイバーセキュリティ」 

➢ INTERNATIONAL TRADE LAW BULLETIN 2022 年 3月号「経済安全保障推進法

案のポイントと日本企業への影響」 

➢ INTERNATIONAL TRADE LAW BULLETIN 2022 年 8月号「経済安全保障推進法

アップデート vol.1－基本方針案と 2つの指針案の公表を中心に－」 

➢ データ・セキュリティ / INTERNATIONAL TRADE LAW BULLETIN 2022 年 12

月号「経済安全保障に関する 2022 年の動向の振り返りと 2023 年に向けた展望

（経済安全保障推進法アップデート vol.2）」 

 

  

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064044/data_cm_itl_0303.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064236/20220329-035354.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064236/20220329-035354.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065300/20220809-010232.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065300/20220809-010232.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00066089/20221227-010448.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00066089/20221227-010448.pdf
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セミナー情報 

➢ 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    沈 暘、石本 茂彦 

主催    大阪商工会議所 国際部 

 

➢ セミナー  『2022年における OFAC による米国経済制裁の執行傾向』 

視聴期間  2023年 1月 18日（水）～2023 年 2月 17日（金） 

講師    梅津 英明、大川 信太郎 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ 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  『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  『【危機管理類型別ミニウェビナー】不正・不祥事への初動対応のポ

イント（全 7 回シリーズ）第 4回「サイバーセキュリティ」』 

視聴期間  2023年 1月 24日（火）～2023 年 2月 24日（金） 

講師    蔦 大輔、奥田 敦貴 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ 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 

 

 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/18319.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/321.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/321.html
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➢ 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  『日本における半導体製造装置輸出管理の今後の展開―日米蘭合意

を踏まえた改正の方向性』 

視聴期間  2023年 2月 7日（火）～2023 年 3月 6日（月） 

講師    梅津 英明、大川 信太郎 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  『【危機管理類型別ミニウェビナー】不正・不祥事への初動対応のポ

イント（全 7 回シリーズ）第 5回「ビジネスと人権」』 

視聴期間  2023年 2月 7日（火）～2023 年 3月 7日（火） 

講師    山内 洋嗣、田中 亜樹 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ 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 

 

文献情報 

➢ 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   「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 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 論文   「［座談会］メタバースを語る」 

掲載誌   法学セミナー No.817 

著者等   増田 雅史 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/18338.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/18338.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/61.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/61.html
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➢ 本    『類型別 不正・不祥事への初動対応』 

出版社   株式会社中央経済社 

編著    山内 洋嗣、山田 徹 

 

➢ 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）」 

掲載サイト 商事法務ポータル SH4273 

著者等   金山 貴昭 

 

➢ 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   「2023 Global Legislative Predictions」 

掲載誌   International Association of Privacy Professionals 

著者    田中 浩之（共著） 

 

NEWS 

➢ 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複数の分野で上

位グループにランキングされ、Risk management and investigations 分野では、

藤津 康彦、梅津 英明が Leading individuals に、山内 洋嗣が Next Generation 

Partnersに選ばれました。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

➢ 田中 浩之 弁護士のコメントが、2022 年 12 月 29 日付 MLex の『Comment: 

Japan's data-protection rulemaking shifts from cookie regulations to content 

moderation』と題した記事に掲載されました 

 

 

（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 


