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2. 知的財産法：「特許出願の非公開に関する基本指針（案）」の公表

3. 競争法／独禁法：消費者庁、ステルスマーケティングに関する告示案等の公表

4. エネルギー・インフラ：発電側課金の導入についての中間とりまとめ（案）の

公表

5. 労働法：フリーランス保護法案の国会提出について

6. 会社法：3 月定時株主総会に向けた留意点

7. 危機管理・コンプライアンス：総務省、「電気通信サービスにおける障害発生

時の周知・広報に関するガイドライン（案）」についての意見募集を開始

8. 一般民事・債権管理：改正民事訴訟法（①住所、氏名等の秘匿制度、②ウェブ

会議等を利用した弁論準備手続と和解期日）の施行

9. M&A：経産省、「公正な買収の在り方に関する研究会」における主要論点につ

いてのパブリックコンサルテーションを実施

10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、KAM の特徴的な事例と記載のポイントを公

表

11. 税務：令和 5 年度税制改正法案が国会に提出

12. 中国・アジア（ベトナム）：個人情報保護に関する政令案を承認する政府決議

13. 新興国（南アフリカ）：南アのマネロン分野でのグレーリスト入り

14. 国際訴訟・仲裁：シンガポール国際商事裁判所とシンガポール国際調停センター

が、Litigation Mediation Litigation Protocol に基づく紛争解決の枠組みを導入

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 3 月号（Vol.111）を作成いたしました。実務における一助となれば

幸いに存じます。 

2. 知的財産法：「特許出願の非公開に関する基本指針（案）」の公表

2023 年 2 月 11 日、「特許法の出願公開の特例に関する措置、同法三十六条一項の規

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（案）」（「特許出願の非公開に関する基本指針（案）」）が公表され

ました。これは、令和 4 年 5 月に成立・公布された「経済施策を一体的に講ずることに
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よる安全保障の確保の推進に関する法律」で整備された特許出願の非公開制度に関する

基本指針を定めたものとなります。 

特許出願の非公開制度は、公開を前提とする特許出願手続において、「保全指定」（非

公開の対象となる保全対象発明として指定すること）をすることにより、当該手続を留

保するとともに、その間、公開を含む発明の内容の開示や実施等を原則として禁止する

ものとなります。特許出願の非公開制度により、これまで安全保障上の理由で特許出願

を自重していた発明について、安全保障上の懸念なく特許出願人として先願の地位を確

保できるようにすることで、発明のモチベーションの向上を図るとともに、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ついては、特許手続を留保することにより、情報流出防止の措置を

講ずるものです。 

この特許出願の非公開に関する基本指針（案）では、次の項目に分けて整理がなされ

ております。 

① 特許出願の非公開に関する基本的な方向に関する事項 

② 特定技術分野（保全指定の対象となる技術分野）に関する基本的な事項 

③ 保全指定に関する手続に関する事項 

④ その他特許出願の非公開に関し必要な事項 

特許出願の非公開に関する基本指針（案）に記載された内容は、特許出願の非公開制

度の具体的な運用に影響を及ぼすものと考えられますので、その内容に留意をしておく

必要があります。 

なお、特許出願の非公開に関する基本指針（案）については、3 月 12 日まで意見募

集が行われております。 
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3. 競争法／独禁法：消費者庁、ステルスマーケティングに関する告示

案等の公表 
 

2023 年 1 月 25 日、消費者庁は、いわゆるステルスマーケティング（「ステマ」）を規

制する「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の告

示案（「本告示案」）及び運用基準案（「本運用基準案」）を公表しました。米国や欧州で

は既にステマに関する法規制が存在していたものの、日本ではこれまでステマそのもの

を規制する法令がなく、今回の本告示案によって新たに景表法の不当表示として指定さ

れることで、初めて明確な規制がされることになります。 

本告示案は、景表法において不当表示として規制されるステマを「事業者が自己の供

給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であるこ

とを判別することが困難であると認められるもの」と定義しました。そして、本運用基

準案にて、①「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」と②「一

般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」ことの判断基準が示され

ています。 

本運用基準案は、①「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」

に該当する場合を、先例に倣って「事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場

合」であると述べた上で、具体的には以下の考え方を示しています。 

関与 

事業者が自ら行う表示 

事業者が第三者に明示的に依頼・指示して、第三者をして行わせる表示 

事業者が第三者に明示的に依頼・指示していないものの、当該事業者と当該第三者と

の間に当該事業者が当該第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があり、当該第

三者の自主的な意思による表示とは客観的に認められない表示（客観的に認められな

いかどうかは、事業者との間の具体的なやり取り、提供する商品等の内容、対価の提

供等の事業者との関係性の状況等の実態も踏まえて総合的に判断される。） 

不関与 

第三者が自らの嗜好等に基づき特定の商品・役務について行う表示で、第三者の自主

的な意思による表示と客観的に認められるもの 

新聞・雑誌発行、放送等を業とする媒体事業者が事業者の指示に左右されず、自主的

な意思で企画・編集・制作した表示 

また、②「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」かどうか

については、「一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどう

かを表示内容全体から判断する」と述べた上で、具体的には以下の考え方を示していま

す。 

明瞭 

一般消費者にとって、表示内容全体から、事業者の表示であることが分かりやすい表示

（「広告」「PR」「A 社から商品の提供を受けて投稿している」といった表示） 

一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかである表示（放送にお

ける CM・新聞紙の広告欄・商品の紹介自体が目的である雑誌等や、事業者自身のウェ

ブサイト・SNS アカウントでの表示） 
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不明瞭 

事業者の表示であることが記載されていない場合 

事業者の表示であることが不明瞭な方法（部分的な表示や、分かりにくい記載、認識し

にくい方法での表示等）で記載される場合 

 

本告示案の要件を満たす場合、その表示は不当表示とされ、表示を行った事業者は、

行為の差止や一般消費者に生じた誤認を排除するための措置を命じる措置命令の対象

となります。一方、当該表示が優良誤認表示・有利誤認表示に該当しない限り、課徴金

納付命令の対象にはなりません。 

本運用基準案については、実務上重要と考えられる「当該第三者の自主的な意思によ

る表示とは客観的に認められない表示」の判断基準等になお不明瞭な部分があるところ、

2023 年 2 月 23 日まで募集されていたパブリックコメントにおいても、当該基準の該当

性について主要経済団体等から複数の意見が寄せられています。 

本告示案・本運用基準案が施行されると、これらに該当するステマが施行後に行われ

れば、それ自体が不当表示として規制対象となり、施行前からの表示についても、施行

後に更新されれば規制対象となります。そのため、企業の宣伝広告活動については、施

行前から、SNS 等の活用等の方針や実際の表示態様を総点検し、施行後に規制に抵触

することとならないようにする必要があります。また、景表法上求められている表示管

理体制についてもアップデートが必要となります。施行に間に合うよう、余裕を持って

点検・アップデートを進めておくことが推奨されます。 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：発電側課金の導入についての中間とりまと

め（案）の公表 
 

2023 年 2 月 20 日、電力・ガス取引監視等委員会に設置された制度設計専門会合にお

いて、発電側課金の導入についての中間とりまとめ（案）（「本中間とりまとめ（案）」） 1

が公表されました。以下、特に再エネ発電事業者に影響がある点を中心に概説します。 

 
1 https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/082_04_03.pdf 
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(1) 発電側課金の課金対象・課金方法・単価の設定方法・割引制度及び実務上の取扱

い 

発電側課金の課金対象は、受益と負担の観点や公平性に鑑み、系統に接続し、か

つ、系統側に逆潮させている電源全て2を対象とすることが基本とされています。

しかし、「発電側課金の導入が再エネの最大限の導入を妨げないよう」という配慮

から、(a)発電側課金の導入時点で既認定の FIT/FIP3については、調達期間等が終

了してから発電側課金の対象とすることとされ、(b)新規 FIT/FIP については、調

達価格等の算定において考慮し、(c)非 FIT/卒 FIT については、事業者の創意工夫

（相対契約等）の促進及び円滑な転嫁の徹底を行うこととされています。非 FIT/

非 FIP の再エネ電源は、原則通り発電側課金の対象となります。 

次に、課金方法については、原則として4、固定料金である kW 課金と従量料金

である kWh 課金から構成されます。但し、①調達期間内の既認定 FIT が含まれる

バイオマス混焼の場合には、バイオマス比率の実績等に基づき、非 FIT 部分に対し

てのみ課金されます。また、②調達期間等内の既認定 FIT/FIP 電源と他の電源が混

在している場合には、課金対象となる調達期間等内の既認定 FIT/FIP 部分以外を算

出し、課金するものとされ、最大受電電力を非課金部分の発電設備容量の割合と、

課金部分の発電設備容量の割合で按分し、課金部分の発電設備容量分に対して課金

するものとされています。さらに、③kWh 課金における発電電力量については、

実績値（メーター計量値）が使用されますが、FIT 電源についての経済的出力制御

が行われた場合、kWh 課金は（代理制御分が加味された）FIT 調達価格での買取対

象となる発電電力量が対象となります。 

発電側課金の対象となる費用は、発電側・需要側の両方で等しく受益していると

考えられる上位系統（基幹系統及び特別高圧系統）に係る費用（送電費及び受電用

変電費）のうち固定費を、発電側と需要側の課金対象 kW で按分した「発電側」の

部分とされます。かかる発電側の負担分は、1：1 の比率で kW 課金と kWh 課金に

按分されます（供給計画値に基づく想定発電 kW や想定発電 kWh に基づき算出さ

れますが、調達期間等内の既認定 FIT/FIP については調達期間等終了後に課金対象

になることや、揚水発電・蓄電池については kWh 課金が免除されたことを踏まえ

た調整が行われます。）。なお、電源が送配電設備の整備費用に与える影響を課金額

に反映させる仕組みとして割引制度も設けられます。発電側課金の単価や割引制度

における割引対象地域及び割引額は、レベニューキャップ制度と同様、5 年ごとに

見直されます（したがって、既認定 FIT/FIP 案件の、調達期間等終了後の単価等に

ついては、多くの場合、発電側課金の導入開始時には未決定ということになると思

われます。）。 

 
2 最大受電電力が 10kW 未満で、かつ、実際の逆潮が 10kW 未満であるものは、他の電源に比べ送配電

設備の維持・運用に係る追加費用を大きく増やすことは考えられないことを理由に、当分の間、課金対

象外とされています。 
3 発電側課金の導入年度の前年度の入札で落札した場合を含みます。 
4 揚水発電や蓄電池については、他の電源との公平性の観点から kWh 課金については免除することとさ

れています。 
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発電側課金の課金・回収の実務については、法的には発電者が一般送配電事業者

に対して直接発電側課金の支払義務を負うことを前提に、発電量調整供給契約の仕

組みを活用して、一般送配電事業者が発電者から直接又は発電 BG の代表者を通じ

て回収することが予定されています。また、発電側課金の課金・回収に当たっては、

個別の発電者に請求金額や支払期日、算定根拠などが通知されることになります。

また、既認定 FIT/FIP 事業者に対しては、調達期間等の終了前に、発電側課金を実

施する旨の通知が行われます。このほか、契約始期等、発電側課金が支払われない

場合の対応、最大受電電力を超過して逆潮した場合の契約超過金、容量市場におけ

る発電側課金について、実務上の取扱いが定められています。 

(2) 発電側課金の転嫁 

発電側課金は、これまで小売側に課されていた託送料金の一部を発電側が負担す

るものであることから、既存の相対契約の見直しが行われない場合、発電側課金の

導入による費用負担を発電側が一方的に負うこととなります。そこで、発電と小売

との協議が適切に行われるよう、今後、「発電側課金に関する既存契約見直し指針」

（「転嫁ガイドライン」）を策定・制定することとされています。また、転嫁ガイド

ラインの趣旨に沿った適切な運用がなされているかを把握する観点から、アンケー

トやヒアリングが実施される予定です。しかし、既存の相対契約見直しについては、

当事者間で様々な要因が絡んだ複雑な交渉が必要となる場合も多く、「転嫁ガイド

ラインに沿っていれば円滑に行われる」というものでは必ずしもないものと思われ

ます。発電側・小売り側の双方が発電側課金の仕組みを熟知し、転嫁ガイドライン

の趣旨も十分理解した上で、個別取引において考慮すべき要因を丁寧に紐解き、双

方にとって合理的な見直し方法の合意に達することができるような交渉がなされ

ることが望まれるところです。 

発電側課金は、2024 年度において導入することとされていますので、導入時から適

用を受ける事業者（非 FIT/非 FIP の再エネ発電事業者を含みます。）においては、シス

テム構築や割引対象地域の判定等を進める必要があります。他方、既認定の FIT/FIP に

ついては、調達期間等の間は発電側課金の負担を免れますが、調達期間等後に課される

発電側課金につき、引き続き単価・割引制度の見直しや制度の変更につき注視する必要

があります。 
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5. 労働法：フリーランス保護法案の国会提出について 
 

2023 年 2 月 24 日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（「フリー

ランス保護法案」）が、国会に提出されました。 

フリーランス保護法案は、「我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事

業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受

託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって

国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする

事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措

置を講ずる。」こと、すなわちフリーランスとの取引に関して、事業者に一定の措置等

を義務付ける趣旨の法律案となります。上記の、「特定受託事業者」とは「業務委託の

相手方である事業者であって従業員を使用しないもの」、「特定受託業務従業者」とは「特

定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者」と定義されており、

いわゆるフリーランスの範囲が明確化されています。 

フリーランス保護法案においては、大きく分けて、①特定受託事業者に係る取引の適

正化、②特定受託業務従事者の就業環境の整備の観点から、事業者に対する措置が規定

されています。具体的には、①について、特定受託事業者に対して業務委託を行う場合

の給付内容・報酬額等の書面等による明示義務、特定受託事業者の給付受領日から 60

日以内の報酬支払義務等、②について、広告等により募集情報提供をする際の虚偽表示

等禁止、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対等々必要な体制設

備義務等が規定されています。 

また、これらの違反に対しては、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣

による、助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令が予定されており、命令

違反及び検査拒否等に対しては、50 万円以下の罰金に処することも可能（両罰規定）

とされています。その他、国としても、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受

託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、 相談対応等の必要な体制の整備等の措

置を講ずることとされています。 

フリーランス保護法案は、上記のとおり、フリーランスとの取引を行う事業者にとっ

て大きな影響がある内容となります。これらは、今後、国会審議を経ることとなります

ので、その動向については注視が必要となります。 
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6. 会社法：3 月定時株主総会に向けた留意点 

 

2023 年 2 月に入り、12 月決算会社の 3 月の定時株主総会に向けた準備が本格化して

います。本年 3 月の定時株主総会に向けた主な留意点は、以下のとおりです。 

1 新型コロナウイルス対策について 

新型コロナウイルス感染症拡大により、議事の短縮や株主のマスク着用を要請する実

務が定着していました。一方で、2023 年に入り新型コロナウイルスの感染症法上の位

置付けを 5 類に移行予定である方針等が公表され、日常生活を正常化する傾向が顕著と

なりつつあります。かかる動きを受け、昨年まで株主総会の時間短縮を目的として議事

を簡略化していた会社においては、運営の見直しの検討が必要となります。例えば、報

告事項や決議事項の説明を議長が読み上げる形に戻したり、業績の口頭での報告を拡充

する等、株主の関心が高い事項を中心に、議事を充実化させることも一案です。 

また、3 月 13 日以降一般にマスクの着用は個人の判断に委ねる方針とする旨が厚生

労働省から公表されており、同日以降は、株主総会においてもマスクの着用の要請の

トーンを見直す必要があります。 

2 電子提供措置制度に関連する動向について 

本年 3 月 1 日以降に開催される株主総会から、上場会社では株主総会資料の電子提供

措置制度の採用が義務付けられました。従前、総会当日の議事運営上「お手元の招集通

知●頁に記載のとおり、」と招集通知上の掲載箇所を指摘するシナリオも広く採用され

ていましたが、（特に、アクセス通知のみを発送する等、事前に株主に送付される株主

総会資料が限定的である会社については、かかる文言をそのまま利用できないと考えら

れるため、）議長からの説明や質疑応答の円滑な進行のため工夫を検討する必要があり

ます。例えば、①説明に必要な株主総会資料を纏めたスライドを事前に作成し投影する、

②自社のウェブサイトに掲載している電子提供措置事項を株主の手元で確認してもら

うのであれば、指摘しているファイル名を明確に特定する、③自社のウェブサイトに掲

載している電子提供措置事項をスクリーンに投影できるような準備をする、といった方

法等も考えられますが、各社における想定出席株主数や事前準備に割けるリソースの多

寡等に応じて適宜最適な方法を検討することが求められます。 

また、本年 3 月の株主総会は、電子提供措置制度の導入初年度ということもあり、事

前に発送される招集通知の記載事項が従前より削減されていることや、書面交付請求の

方法等について、総会当日に株主から質問が出されることも予想されます。そのため、

各社は、電子提供措置制度をめぐって予想される質問とそれに対する回答を想定問答に

織り込むように準備を進める必要があります。 

各社は、新型コロナウイルス対策や電子提供措置制度をめぐる他社の動向も注視しつ

つ、当日に向けた対応を本格化する必要があります。また、特に本年 3 月の株主総会に

おける電子提供措置の実施状況（いわゆるフルセットデリバリー〔書面交付請求の有無

にかかわらず、書面請求をした株主に対するものと同じ書面を全株主に対して送付する

方法〕の実施状況や当日の総会会場での株主総会資料配布の有無、当日のシナリオ等）
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は参考となることから、6 月以降に本格的な総会シーズンを迎える各社も、その動向を

注視する必要があります。 

 

 

 

7. 危機管理・コンプライアンス：総務省、「電気通信サービスにおける

障害発生時の周知・広報に関するガ

イドライン（案）」についての意見募

集を開始 
 

総務省は、2023 年 2 月 10 日、「電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報

に関するガイドライン（案）」についての意見募集を開始しました。 

本ガイドラインは、総務省に設置された電気通信事故検証会議周知広報・連絡体制

ワーキンググループにおいて、電気通信サービスにおける事故及び障害発生時の周知・

広報等の在り方について検討が行われ、2023 年 1 月に報告書が取りまとめられたこと

を踏まえ、電気通信サービスにおける事故及び障害発生時の周知・広報等の在り方に関

する考え方を公表するものとして策定されました。 

本ガイドラインは、すべての電気通信事業者を対象に、電気通信役務の提供に影響を

与える事故及び障害が起きた場合等に、以下の事項を周知・広報するよう求めています。 

① 対象事故等が発生した日時 

② 対象事故等の影響を受ける地域 

③ 対象事故等の影響を受けるサービス、機種等の種類 

④ 対象事故等の影響の具体的内容（緊急通報への影響の有無を含む。） 

⑤ 復旧の見通し（復旧進捗状況、復旧予定時刻等）又は復旧日時 

⑥ 代替的に利用可能な通信手段とそれらの利用方法 

⑦ 対象事故等の原因及び場所等 

⑧ 掲載事項がいつの時点のものかを示す日時 

⑨ 利用者が対象事故等の問合せを行う際の連絡先 

⑩ 復旧のための操作方法 

⑪ 利用者への依頼内容 

⑫ その他、利用者が対象事故等の状況を確認するために必要な事項 

総務省は、本ガイドラインに対する意見を 2023 年 2 月 27 日まで募集し、その内容

は取りまとめの上で公表されることとなっております。 
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社会のデジタル化が急速に進展したことに伴い、電気通信サービスは、人と人とのコ

ミュニケーションや自由な情報発信の実現に加え、物流や自動車、行政、金融等多岐に

亘る分野に利用される等、国民生活や社会経済活動に欠かせない基盤として重要性が増

しています。他方で、これに比例する形で、通信障害が社会全体に与える影響も増大し

ており、電気通信事業者が多額の賠償金を負担した例も発生しております。そのため、

本ガイドラインの対象となる電気通信事業者にとっては、万が一通信障害が発生した場

合に備え、その内容を確認しておくことが必要です。また、本ガイドラインで示されて

いる周知・広報の内容や方法は、電気通信事業者に限らず、広く利用者が存在するサー

ビスに事故等が生じた場合の対応の参考にもなると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：改正民事訴訟法（①住所、氏名等の秘匿制度、

②ウェブ会議等を利用した弁論準備手続と和

解期日）の施行 
 

令和 4 年 5 月 18 日、民事裁判手続の IT 化関係を中心として、民事訴訟法が改正され

ました（「改正民訴法」）。改正民訴法の施行は、公布（令和 4 年 5 月 25 日）から 4 年

以内に全面的に行われるものとされていたところ、今回その第一段階として、①住所、

氏名等の秘匿制度の創設（令和 5 年 2 月 20 日施行）、②ウェブ会議等による弁論準備手

続と和解期日に参加する仕組みの見直し（令和 5 年 3 月 1 日施行）についての改正法が

施行されました。以下、これらの新制度の概要を紹介します。 

① 住所、氏名等の秘匿制度の創設 

民事訴訟を提起する際、原告は、訴状において自身の住所・氏名等を記載する必要が

ありますが、民事訴訟法においては、原則として誰でも訴訟記録の閲覧をすることがで

きるとされています（91 条 1 項）。もっとも、今般の法改正前においては、訴訟の当事

者に対し訴訟記録の閲覧を制限する規定がなかったため、特に性犯罪・DV 等の被害者

が、加害者に対し自己の住所等を知られることをおそれ、訴訟提起を躊躇させてしまう

との問題が指摘されていました。 

そこで、改正民訴法では、一定の要件の下に「秘匿決定」を認める制度が新設されま

した。これによれば、申立人等に「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」が

認められる場合に、裁判所の秘匿決定によって、(i)住所又は氏名の代替事項を記載すれ

ば、真の住所又は氏名の記載は不要、(ii)秘匿事項が記載された書面について、他の当事

者等による閲覧等が制限される、(iii)訴訟記録中の他の秘匿事項・推知事項（例：親族
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の氏）の閲覧制限の申立て・決定が可能となります（新 133 条 5 項、133 条の 2 第 1

項 2 項）。 

② ウェブ会議等による弁論準備手続と和解期日に参加する仕組みの見直し 

これまで、民事訴訟の弁論準備手続についてウェブ会議等の方法を利用するためには、

当事者が「遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」（「遠隔地要件」）に

該当し、当事者のどちらか一方は裁判所に実際に出頭している必要がありました（そこ

で、当事者双方がウェブ会議システムを用いる場合、「書面による準備手続」として開

催する方法がとられていましたが、書類の正式な提出ができない等、一部の制約があり

ました。）。 

民訴法改正により、弁論準備手続におけるウェブ会議等の利用について、遠隔地要件

は廃止され（「相当と認めるとき」との要件に改められました。）、また、当事者双方が

ウェブ会議等を利用して出席することが可能とされました（新 170 条 3 項）。また同様

に、和解期日についても新たにウェブ会議等を利用することが可能とされました（新

89 条 2 項）。これらにより、民事訴訟におけるウェブ会議の方法がより柔軟に利用可能

となります。 

今後、ウェブ会議を利用した口頭弁論期日の開催（令和 6 年 5 月 25 日までに施行予

定）、オンラインによる訴え提起等を可能とする制度（令和 8 年 5 月 25 日までに施行予

定）の導入についても予定されており、順次、民事裁判手続の IT 化が進められること

となります。 
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9. M&A：経産省、「公正な買収の在り方に関する研究会」における主要

論点についてのパブリックコンサルテーションを実施 
 

Client Alert 2022 年 12 月号（Vol.108）においてもご紹介したとおり、経済産業省は、

昨年 11 月に「公正な買収の在り方に関する研究会」を設置し、買収提案に関する当事

者の行動の在り方や買収防衛策の在り方等について検討を行っています。同省は、2023

年 2 月 22 日、同研究会において現在検討されている主要な論点を公表し、当該論点に

ついての国内外からの意見・情報を募集するため、パブリックコンサルテーションを実

施する旨を公表しました。 

意見・情報の募集の対象となる主要な論点としては、買収一般に関して提示すべき主

要な原則、買収提案を巡る取締役や取締役会の行動準則、買収に関する開示の在り方、

株主の意思決定を歪める行為を防ぐための行動準則、買収防衛策の在り方、関連用語の

呼称等が挙げられています。 

同研究会は、今回のパブリックコンサルテーションを経て今年春頃に議論の取りまと

めを行う予定としており、今後も議論の状況を注視する必要があります。 

なお、上記パブリックコンサルテーションにおける意見・情報提供の期限は 2023 年

3 月 15 日とされています。 

 

 

 

 

10. キャピタル・マーケッツ：金融庁、KAM の特徴的な事例と記載のポ

イントを公表 

 

金融庁は、2023 年 2 月 17 日、「監査上の主要な検討事項（KAM）の特徴的な事例と

記載のポイント 2022」を公表しました（「本公表」）。本公表は、KAM の今後の更なる

実務の定着と浸透を図ることを目的として、KAM の導入効果等や今後の課題について

のコメント、記載内容の傾向分析、記載のポイント等が取りまとめられたものです。 

本公表では、2021 年 4 月期から 2022 年 6 月期における KAM のうち特徴的な記載が

されている事例が挙げられており、具体的には、①監査手続の全体像について図表を用

いて説明している事例、②不適切会計・内部統制の不備の発覚後、これを受けて、その

後に提出された訂正有価証券報告書の監査報告書において内部統制の不備に係る事項

を KAM に追加した事例、③前年度からの KAM の変化についてその理由を含め説明し

ている事例、④財務諸表の注記には記載がない事項であるが、財務に影響を与える可能

性のある事象であるとして KAM に記載している事例、⑤KAM の内容と監査上の対応と
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 atsushi.oishi@mhm-global.com 

アソシエイト 立元 寛人 
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の関係を明確にし、監査手続内容を具体的に記載している事例、⑥過去の不正事案等を

踏まえた監査手続内容を具体的に記載している事例、⑦過去に認識された内部統制の重

要な不備の是正状況を継続的に確認し、その旨を記載している事例等が挙げられていま

す。 

また、本公表は、KAM について検討が必要と考えられる事例についても掲載してお

り、中期経営計画の下方修正があったにもかかわらず、KAM の見直しが行われていな

い事例、同一監査法人内で記載内容の使い回しがなされている可能性のある事例、内部

統制報告書で開示すべき重要な不備を識別している一方、KAM には当該不備に関連し

た項目が記載されていない事例等があったことが指摘されています。 

監査報告書における KAM の記載は、監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監

査報告書の情報価値を高めることにその意義があり、KAM を契機として利用者と経営

者の対話がより促進されること等が期待されています。本公表の内容を踏まえて、KAM

の記載の一層の充実化や、その前提として、事業のリスクや会計監査上の重要な論点等

について企業と監査人との十分なコミュニケーションがなされることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 税務：令和 5 年度税制改正法案が国会に提出 
 

2023 年 2 月 3 日、令和 5 年度税制改正法案（所得税法等の一部を改正する法律）が

国会に提出されました。改正法案の内容は多岐に亘り、実務上関心が高い論点が多く含

まれていますが、そのうちの一つとして、令和 3 年税改正において導入された株式交付

における株式の譲渡に係る譲渡損益課税の繰延措置に一定の制限が設けられたことが

挙げられます。 

令和 3 年 4 月 1 日に施行された令和 3 年税改正では、株式交付子会社の株主が、株式

交付によりその有する株式交付子会社の株式を株式交付親会社に譲渡し、株式交付親会

社の株式の交付を受けた場合、その譲渡した株式交付子会社の株式の譲渡損益について

課税繰延べを受けることができるという課税繰延制度が導入されました。そして、当該

課税繰延制度は、株式交付を活用することで、オーナー株主が、課税繰延措置を受けな

がら、保有する株式資産を自己の資産管理会社へ移管することができる点で注目されて

いました。 

今回の令和 5 年税制改正法案において、株式交付直後の株式交付親会社が、法人税法

2 条 10 号の同族会社に該当する場合には、当該課税繰延措置が利用できなくなりまし

た。なお、改正法案の中では経過措置が設けられており、当該改正に係る規定は、令和
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5 年 10 月 1 日以後に行われる株式交付について適用され、同日前に行われた株式交付

について、なお従前の例によることとされています。 

令和 5 年税制改正の内容は、今般提出された改正法案により詳細が判明した部分もあ

りますが、今後の国会での議論や後日公表される財務省令の内容についても引き続き注

視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

「所得税法等の一部を改正する法律案」（財務省 HP） 

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/st050203h.pdf 

「近時のストックオプション税制等の動向について」（TAX LAW NEWSLETTER 2023 年

2 月号（Vol.55）） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00066469/20230228-120902.pdf 

「令和 5 年度税制改正大綱―グローバル・ミニマム課税の国内法制化に係る実務上のポイ

ント―」（TAX LAW NEWSLETTER 2023 年 2 月号（Vol.54）） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00066290/20230202-052656.pdf 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（ベトナム）：個人情報保護に関する政令案を承認する

政府決議 
 

ベトナムでは、2023 年 2 月 7 日、ベトナム政府により、個人情報保護に関する政令

案を承認する決議（Resolution No.13/NQ-CP：「2023 年決議 13 号」）が行われました。

当事務所の MHM Asian Legal Insights 第 138 号でお伝えしたとおり、ベトナム政府は

2022 年 3 月にも（当時最新であった）個人情報保護に関する政令案を承認する決議

（Resolution No.27/NQ-CP：「2022 年決議 27 号」）を行っているものの、その後成立

には至っておりません。2023 年決議 13 号は、（2022 年決議 27 号において承認された

政令案から改訂された）現時点で最新の政令案について、改めてこれを承認するもので

す。 

2023 年決議 13 号によって承認された最新の政令案は公表されていませんが、（2022

年決議 27 号と同様）同決議には本人の同意なく個人情報の処理ができる事由について

の言及があり、その内容は 2022 年決議 27 号で示された事由から大きな変更はないも

のの（2022 年決議 27 号に定められていた事由については上記 MHM Asian Legal 
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Insights 第 138 号をご参照ください。）、「法令に基づいて、本人と関係機関・組織・個

人との間の契約上の義務を履行する場合」が新たに追加されています。 

2023 年決議 13 号は、公安省に対し、同政令案を国会常任委員会（National Assembly’s 

Standing Committee）へ報告・諮問することを委任しており、この諮問の過程でさらに

必要な修正等が加えられた後、同政令が成立することが見込まれ、引き続き動向を注視

していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（南アフリカ）：南アのマネロン分野でのグレーリスト入り 

 

2023 年 2 月 24 日、金融活動作業部会（Financial Action Task Force、「FATF」）は南

アフリカを「グレーリスト（強化監視対象国・地域）」に加えると発表しました。アフ

リカにおける主要な金融ハブである南アフリカにおいて、このグレーリスト入りは国内

経済、海外からの投融資環境に大きな影響を与えることが予想されます。 

FATF とは日本を含めた 37 か国及び 2 地域機関（欧州委員会及び湾岸協力理事会）（但

しロシアは 2023 年 2 月 24 日に加盟資格が停止）が加盟する、マネーロンダリング・

テロ資金供与等を抑制するための国際基準の策定・エンフォースを行う多国間の枠組み

であり、設立以来、マネーロンダリング対策のために各国が採るべき措置を FAFT 勧告

として提言してきました。FAFT は、加盟国における勧告遵守を徹底するべく、これま

でに数度、各加盟国に対し、審査団を派遣し、法制度の有効性、法令等の整備状況を調

査する相互審査を実施し、その結果に応じて、FATF 勧告の遵守状況が一定の水準に満

たなかった場合には、観察対象国として FATF の監視下におかれ、一定の是正期間の間
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に顕著な改善が見られなかった場合、グレーリストに登録されることになります。グ

レーリストに登録された場合、海外投資家が当該国で投融資等を通じて事業を行う際、

マネーロンダリング等に関するより慎重なデュー・ディリジェンス、テロ資金供与対策

等が必要となる結果、特に外資による当該国への投融資を通じた進出又は取引に支障が

生じる可能性が指摘されます。 

2021 年 10 月、FATF は南アフリカに対する相互審査結果を発表し、前ズマ政権下で

発生した腐敗（「国家収奪」）に対して採った改善措置を一定程度評価しつつも、その実

施状況が不十分であること、テロ資金供与対策に関する法令の執行状況も不十分である

こと等を指摘し、南アフリカを観察対象国に追加するとともに、18 ケ月の是正期間を

許与しました。 

これを受けて、南アフリカは 2022 年 12 月に、規制当局の権限拡充を目的としたマ

ネーロンダリング防止、反テロ法関連の法改正を行い、指摘された体制不備の是正を急

いだものの、冒頭に記載のとおり、今般、FATF により、法整備及びその施行状況が不

十分と判断され、グレーリスト入りという結果になりました。 

上記のとおり、このグレーリスト入りにより、各国の金融機関を含め、南アフリカへ

の進出や投資に対するコンプライアンス審査の厳格化が予想され、日本を含む海外から

の南アフリカにおける投融資や取引にも影響があるものと思われます。特に、南アフリ

カにおいては他のアフリカ諸国と比しても海外からの投融資ニーズが高いため、今後グ

レーリスト入りにより具体的にどのような影響が生じるか、今後の情勢に注視する必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 国際訴訟・仲裁：シンガポール国際商事裁判所とシンガポール国際

調停センターが、Litigation Mediation Litigation 

Protocol に基づく紛争解決の枠組みを導入 

 

2023 年 1 月 12 日、シンガポール国際商事裁判所（SICC）とシンガポール国際調停

センター（SIMC）が共同して、Litigation Mediation Litigation Protocol（LML プロトコ

ル）に基づく新たな紛争解決の枠組みを導入することを公表しました。LML プロトコル

は、日本語では、「訴訟－調停－訴訟プロトコル」と訳されますが、文字通り、訴訟手
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続の間に調停手続を組み込むことにより、調停における話合いや双方の歩み寄りを通じ

て、紛争を円満に解決することを目指す枠組みです。 

この枠組みの下では、SICC において訴訟が提起された後、LML プロトコルに定める

手続に従って、SICC が紛争を調停に付すこととした場合、SIMC における調停手続が

開始されることになります。SIMC における調停手続が開始された場合、調停手続開始

から 8 週間を上限として、SICC における訴訟手続は停止されることになります。必要

がある場合には SICC の判断により、この訴訟手続停止の期間は延長することも可能で

す。また、当事者の権利を暫定的に保全するために必要な SICC による保全命令につい

ては、停止期間の間も発することができます。 

仮に、SIMC の調停において当事者が紛争解決の合意に至ることができた場合には、

当該合意の内容を SICC の命令として記録することにより、合意に執行力を持たせるこ

とが可能であり、一方で、SIMC の調停において合意に至らなかった場合は、調停が終

了して、SICC の訴訟手続が再開されることになります。 

当事者は、取引に関する契約を締結する際等に、LML モデル条項をベースにした紛争

解決条項を定めておき、将来当該契約に関連する紛争が発生した場合には、LML プロト

コルに基づいて紛争を解決する旨をあらかじめ合意することにより、この紛争解決の枠

組みを利用することができます。また、契約締結時点でそのような合意をしていなくて

も、紛争が発生したとき、あるいは、SICC における訴訟手続が開始された後であって

も、事後的に、LML プロトコルに基づいて紛争を解決する旨を合意することが可能です。 

シンガポールにおいては、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）と SIMC が共同

して、いわゆる Arb-Med-Arb（仲裁－調停－仲裁）の枠組みにより、SIAC の仲裁手続

における早期の段階で SIMC における調停手続に付して、当事者の協議・合意による紛

争解決を目指すという制度を既に導入しており、今般、導入された LML プロトコルも、

この Arb-Med-Arb の枠組みに倣ったものといえます。 

特に、ビジネス上の関係が継続している当事者間の紛争等、話合いや双方の歩み寄り

により早期に紛争を解決することが望ましい事案においては、手続の選択肢の一つとし

て検討する意義があるものと考えられます。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『アスベストと輸入管理－微量に含まれるアスベストへの対応』 

視聴期間  2023 年 2 月 28 日（火）～2023 年 3 月 27 日（月） 

講師    石本 茂彦、大川 信太郎 

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。 

※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  『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  『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 

 

➢ 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 

 

➢ セミナー  『改正電通法施行 3 か月前 自社に必要な Cookie 規制対応を再確 

認』 

開催日時  2023 年 3 月 8 日（水）15:00～17:00 

講師    呂 佳叡 

主催    一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1153
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1153
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『ReVision モビリティサミット 2023』 

開催日時  2023 年 3 月 9 日（木）9:30～19:00 

講師    佐藤 典仁 

主催    ReVision Auto&Mobility 

 

➢ セミナー  『環境価値の基本～脱炭素電源に関する最新動向 長期脱炭素電源 

オークションと水素・アンモニア混焼のポイント』 

開催日時  2023 年 3 月 13 日（月）13:15～15:15 

講師    木山 二郎、塩見 典大 

主催    株式会社日本ナレッジセンター 

 

➢ セミナー  【申込受付中】『2023 年 6 月総会に向けた実務上の留意点』（第 

215 回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2023 年 3 月 15 日（水）15:00～17:00 

講師    奥田 亮輔、樋口 隆明 

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 3 月 10 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。 

 

➢ セミナー  『データ取引・活用に関する実務上の留意点～データの権利保護か 

ら活用規制、取引のポイントまで具体例を交えて解説～』 

開催日時  2023 年 3 月 28 日（火）14:00～17:00 

講師    佐々木 奏 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 

 

 

  

https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1093
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1093
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 論文    「2023 年株主総会の実務対応（7）助言会社・機関投資家の議決権 

行使基準の動向（上）」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2316 

著者    澤口 実、松下 憲、若林 功晃、渡邉 悠介、城戸 賢仁、小島 遼 

 

➢ 論文    「2023 年株主総会の実務対応（7）助言会社・機関投資家の議決権 

行使基準の動向（下）」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2317 

著者    澤口 実、松下 憲、若林 功晃、渡邉 悠介、城戸 賢仁、小島 遼 

 

➢ 論文    「ダークパターンに関する一考察（上）――欧米の規制からの示唆」 

掲載誌   NBL No.1235 

著者    岡田 淳、呂 佳叡、輪千 浩平 

 

➢ 論文    「金融法の未来 サステナブルファイナンスの潮流―金融の果たす 

べき役割の再認識―」 

掲載誌   金融法務事情 No.2201 

著者    佐藤 正謙 

 

➢ 論文    「常に変化する「顧客本位」とそのゴール」 

掲載誌   金融法務事情 No.2202 

著者    吉田 和央 

 

➢ 論文    「知財判例速報 特許権侵害と属地主義の原則 ー ドワンゴ対 FC2 

（プログラムの発明）事件（控訴審）知財高判令和 4 年 7 月 20 日」 

掲載誌   ジュリスト No.1580 

著者    田中 浩之 

 

➢ 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 2 回 従事者に関する運用上の留意点（2） 

第 3 回 従事者に関する運用上の留意点（3） 

第 4 回 従事者に関する運用上の留意点（4） 

第 5 回 従事者に関する運用上の留意点（5） 

第 6 回 従事者に関する運用上の留意点（6） 

掲載誌   商事法務ポータル SH4277・SH4280・SH4288・SH4293・SH4300 

著者    金山 貴昭 

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 論文    「スタートアップの資金調達手段に躍り出る「ベンチャーデット」」 

掲載誌   週刊金融財政事情 No.3480 

著者    佐藤 正謙、廣本 文晴 

 

➢ 論文    「M&A 法制の実務と未来を展望する―「同意なき買収」を巡る諸 

論点と公正な M&A 市場の形成に向けて」 

掲載誌   MARR online 341 号 

著者    石綿 学 

 

➢ 論文    「都市再開発法概説ーSPC の市街地再開発への関与の増加を背景 

にー」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.71 

著者    内津 冬樹、中津 卓（共著） 

 

➢ 論文    「プラットフォーム規制の全体像と近時の動向（1）日本」 

「プラットフォーム規制の全体像と近時の動向（2）EU」 

「プラットフォーム規制の全体像と近時の動向（3）米国」 

「プラットフォーム規制の全体像と近時の動向（4）中国」 

掲載誌   『情報ネットワークの法律実務』（加除式書籍、1999 年 3 月刊） 

2023 年 1 月追録第 93～99 号 

著者    岡田 淳 

 

➢ 論文    「【記念講演】日本の調停制度ーその歴史と未来」 

掲載誌   調停時報 210 号 

著者    内田 貴 

 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Private Client 2023  

- Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Private Client 12th  

Edition 

著者    大石 篤史、酒井 真 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2023  

- Japan Trends and Developments」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2023

著者    吉田 和央 
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➢ 論文    「Japan’s Approach to AI Regulation and Its Impact on the 2023 G7  

Presidency」 

掲載誌   Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

著者    羽深 宏樹 

 

 

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

➢ Chambers Global 2023 にて高い評価を得ました  

Chambers Global 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）

及び中国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) 

・Corporate/M&A (Band 1) 

・Dispute Resolution (Band 1) 

・Intellectual Property (Band 2) 

・International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Band 1) 

・International Trade (Band 1) 

 

THAILAND 

・Banking & Finance (Band 2) 

・Corporate/M&A (Band 2) 

・Projects & Energy (Band 1) 

 

MYANMAR 

・General Business Law (Band 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

・Banking & Finance 

佐藤 正謙、青山 大樹、小林 卓泰 

・Capital Markets 

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

・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 

・Corporate/M&A: Expertise based abroad in Myanmar 

武川 丈士 

・Dispute Resolution 

関戸 麦、飯田 耕一郎 

・Dispute Resolution: International 

ダニエル・アレン 

・Intellectual Property 

三好 豊、岡田 淳 

・International Trade 

石本 茂彦、梅津 英明、宮岡 邦生 

 

CHINA 

・Intellectual Property (International Firms): Expertise based abroad in Japan 

小野寺 良文 

 

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 

・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 

 

MYANMAR 

・General Business Law: Foreign expert in Japan 

武川 丈士 

・General Business Law 

キンチョー・チー、武川 丈士、ウィン・ナイン 
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➢ The 2023 World Trademark Review 1000 - The World’s Leading Trademark 

Professionals にて高い評価を得ました  

Law Business Research が発行する The 2023 World Trademark Review 1000 - 

The World’s Leading Trademark Professionals において、当事務所は日本を代

表する法律事務所（Gold）として選ばれました。また、当事務所の以下の弁護士・

弁理士も各分野で高い評価を受けました。 

 

森・濱田松本法律事務所 

Firms: prosecution and strategy (Gold) 

Firms: enforcement and litigation (Silver) 

 

弁護士・弁理士 

Individuals: enforcement and litigation (Silver): 三好 豊 

Individuals: enforcement and litigation (Silver): 小野寺 良文 

Individuals: prosecution and strategy (Silver): 岡田 淳 

Individuals: prosecution and strategy (Silver): 田中 尚文 

 

➢ 関戸 麦 弁護士が ALB Top 15 North Asia Litigators 2023 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 2023 年 1・2 月合併号にて、関戸 麦 弁護士が ALB Top 15 North 

Asia Litigators 2023 に選出されました。 

 

➢ 末岡 晶子 弁護士が下記に就任しました 

・厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 委員 

・厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 プログラム医

療機器調査会 調査員 

・厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 医薬品第二部会 委員 

・厚生労働省 医薬品の販売制度に関する検討会 委員 

 

➢ 齋藤 浩貴 弁護士が ALAI Japan 理事に就任しました 

 

➢ 岡田 淳 弁護士が自由民主党「AI の進化と実装に関するプロジェクトチーム」

ワーキンググループメンバーに就任しました 

 

 

（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 


