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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 2014 年 11 月号（第 11 号）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：特許庁が職務発明を法人帰属とする制度見直し案を提示 
 

特許庁は 2014 年 10 月 17 日、産業構造審議会知的財産分科会の第 9 回特許制度小委

員会において、「職務発明に関する特許を受ける権利については、初めから法人帰属とする」

ことを旨とする事務局案を提示しました。もっとも、従業者等に対しては、現行の対価請求権

又は同等の権利を保障することとされ、また、従業者帰属を希望する法人（大学等）の不利益

とならないものとする旨も記載されています。 

法人帰属に関しては、同小委員会においても、大学における発明の取扱いや中小企業にお

ける事務負担といった観点から慎重な意見が提出されていますが、上記事務局案は 2013 年

6 月の閣議決定、及び知財戦略推進計画 2014 に基づく制度見直しの方向性に合致し、その

延長といえるものであるため、今後は法人帰属を前提として、具体的な指摘事項も踏まえつ

つ制度の詳細が議論されていくものと予想されます。 

なお、同事務局案においては、職務発明に関する適切な取決めのない法人において、特許
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を受ける権利が法人帰属となることにより、発明者の権利が不当に扱われないように留意す

る旨も記載されています。そのため、職務発明に関する規定整備の重要性は今後も変わらな

いものと思われますが、具体的な制度設計については、今後の動向に注目する必要がありま

す。 
 
 

 
 

 

 

3. 競争法／独禁法：景品表示法改正案を閣議決定 
 

2014 年 10 月 24 日、景表法上の不当表示に対する課徴金制度を導入する「不当景品類及

び不当表示防止法の一部を改正する法律案」（「本法案」）が閣議決定され、国会に提出され

ました。また、消費者庁は同日、課徴金制度導入についてのパブリックコメントの結果を公表

し、寄せられた意見に対する考え方を明らかにしています。さらに、同年 6 月 6 日に成立した

景表法の改正法（「改正法」）が同年 12 月 1 日から施行されます。 

改正法では、政令により、事業所管大臣も調査権限を有することになり、従来から調査権限

を有していた都道府県知事は、調査権限に加えて自ら措置命令をする権限等も有することと

され、不当表示等に対する執行が大幅に強化されます。また、事業者は、表示等の適切な管

理のため必要な体制の整備その他の必要な措置等を講じなければならないとされており、現

在、消費者庁がそのガイドラインの策定作業を進めています。 

これらに加えて重要なのは、不当表示に対する課徴金制度の導入です。本法案では、優良

誤認表示（商品・役務の品質等の内容について著しく優良であると誤認させる表示）、有利誤

認表示（価格等の取引条件について著しく有利であると誤認させる表示）に加え、さらには不

実証広告（優良誤認表示の疑いのある表示について、消費者庁長官が事業者に表示の根拠

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、一定の期間内に当該資料を提出しない場合

に不当表示と推定するもの）についても、課徴金が賦課されることとなります。また、課徴金額

は不当表示を行った商品・役務の売上額の 3%で、課徴金の算定対象期間の上限は 3 年間

とされています。 

課徴金の支払いが免除される場合としては、課徴金額が 150 万円未満となる場合のほか、

事業者に不当表示の故意がなく、かつ相当の注意（基本的には通常の商慣習に則った注意

で足りるとされますが、今後ガイドラインの作成等により明確化が図られることが想定されま

す。）を怠らなかったと認められる場合が定められており、上記の表示等の管理のための体

制の整備は、この点でも重要です。また、事業者が所定の手続に従って被害者に自主返金を

した場合には、当該金額を課徴金額から減額（返金額が課徴金額以下になる場合は課徴金

を免除）するほか、事業者が違反行為について自主申告をした場合には、課徴金額を半減す

ることとされている点も実務上重要です。 

企業においては、本法案が現在開会中の臨時国会で成立するか、審議状況を注視するとと
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もに、成立に備え、不当表示を防止する体制が構築・整備されているかを見直す必要があり

ます。 

 

 
 
 
 
 
4. エネルギー・インフラ：経済産業省、再エネ設備の接続に関する系統ワー

キンググループを開催 
 

経済産業省は 2014 年 10 月 16 日及び同月 30 日に、系統ワーキンググループ（「系統

WG」）の第 1 回及び第 2 回会合を開催しました。系統 WG は、再生可能エネルギー発電設

備についての系統連系の申込みへの回答を電力会社各社が保留するという事態を受けて設

置されたもので、中立的な専門家により、電力会社の接続可能量の検証、接続可能量の拡

大方策等について審議を行うことを目的としています。 

第 1 回会合においては、接続可能量の算定方法についての基本的考え方（「考え方」）に関

して、①電源の運用や出力抑制等のルールについては現在の制度を前提とし、運用の見直

しについては社会全体が負担するコストを最小化しつつ接続可能量を拡大する方策のオプシ

ョンを別個に検討すること、②算定に際してはデータや技術的な根拠を示すこと、③電力会社

各社が合理的な根拠を示せば各社ごとの特性を考慮すること等が提案されました。第 2 回会

合においては、第 1 回会合において提起された論点を踏まえて、考え方についての見直しや、

接続可能量の拡大方策について議論されました。今後の会合においては、各電力会社にお

いて算定された接続可能量についての検証を行うとともに、引き続き接続可能量の拡大方策

を検討する予定となっており、年内に一定の結論を得ることが想定されています。 

今回の一連の事態に関しては、ややセンセーショナルな論評も散見されるところですが、系

統 WG における議論の推移を冷静に見守ることが重要と思われます。 
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5. 労働法：最高裁、妊娠や出産を理由とする降格の有効性について 
判断基準を示す判決 

 

2014 年 10 月 23 日、最高裁第一小法廷で、妊娠を理由とする降格処分は男女雇用機会均

等法に反するとして女性労働者が使用者に対し慰謝料等を求めた訴訟について上告審判決

が出されました。 

同判決においては、妊娠や出産を理由とした降格について、「自由な意思に基づく明確な同

意、または業務上必要で女性労働者の仕事の充実という同法の目的に反しない特別な事情

がなければ違法」との判断を示しました。 

その上で、一審、二審においては、女性労働者は役職を外されることに同意していた等とし

て訴えが退けられていましたが、この上告審判決では、自由な意思に基づいて降格を承諾し

たものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということはできない、と判示して

います。 

いわゆるマタニティ・ハラスメントについての考え方は実務上も議論が固まっていませんが、

今後、妊娠や出産を理由として人事異動を行う際には本上告審判決の基準に照らした十分

な検討が必要です。 

 

 
 
 

 

 

 

6. 会社法：ISS が議決権行使助言方針の改定案を公表 
 

2014 年 10 月、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc.（ISS）

が、2015 年 2 月から施行される議決権行使助言方針（ポリシー）の改定案を公表しました。

2015 年の改定案では、取締役選任のポリシーを中心に、以下の 3 点の変更が予定されてい

ます。 

① 資本生産性の低い企業、具体的には過去 5 年間連続で自己資本利益率（ROE）が 5%

を下回る企業の経営トップ（基本的には社長を指す。以下同じ）の選任に反対を推奨す

る。 

② 2016 年 2 月より、取締役会に複数名の社外取締役（独立性を問うか否かは未定であり、

現在検討されているコーポレートガバナンス・コードの内容等も踏まえ決定する予定）が

いない企業の経営トップの選任に反対を推奨する。 

③ 監査等委員会設置会社への移行に関する定款変更について、原則として賛成を推奨す

る。また、監査等委員会設置会社においては、監査等委員である社外取締役が ISS の

独立性基準を満たさない場合、その選任に反対を推奨する。 

当該改定案については、2014 年 10 月 28 日まで募集されていたオープンコメントの内容を
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踏まえ、今後、正式決定される予定です。ISS のポリシーは、海外機関投資家の議決権行使

行動への影響力が強いため、各企業の株主総会議案の賛成率に大きく影響しかねません。

各企業におかれては、当該ポリシーの動向には十分な注意が必要です。 

 
 

 

 

 

 

 

7. 一般民事：経済産業省が、「消費者向けオンラインサービスにおける通

知と同意・選択のためのガイドライン｣を策定 
 

経済産業省は、2014 年 10 月 17 日、「消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・

選択のためのガイドライン｣（「本件ガイドライン」）を策定し、これを公表しました。 

同省は、2013 年度に、パーソナルデータの取得時における消費者への情報提供・説明を

充実させるための「評価基準」を策定・公表しておりますが、本件ガイドラインは、同「評価基

準」を踏まえた上で、オンラインサービス向けのより具体的なガイドラインとなっています。 

本件ガイドラインでは、消費者向けのオンラインサービスを行う組織が、消費者のデータを

取得し利活用する際の、消費者への通知方法、通知内容、同意及び選択の方法、通知内容

の変更時の同意取得の方法等の事項について、具体的な指針が示されています。 

本件ガイドラインは、オンラインサービスにおける消費者に対する情報提供・説明方法の基

本方針を示すものとして重要であり、消費者向けオンラインサービスを提供する際には本件

ガイドラインを踏まえたサービスの構築が必要になるといえます。 

 

関連 URL： http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141017002/20141017002.html 

 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：金融庁、公開買付府令等に関する改正案の公表 
 

2014 年 10 月 27 日、金融庁は、他社株公開買付府令、自社株公開買付府令、大量保有府

令等の内閣府令の改正案を公表しました。2014 年 11 月 27 日までパブリックコメントを募集し

ており、平成 26 年改正金商法（平成 26 年法律第 44 号）の施行日から施行予定とされていま

す。 
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上記改正案では、（i） 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に

関するワーキング・グループ」報告書（2013 年 12 月公表）において提言された、大量保有報

告書における個人の生年月日及び住所の番地部分の記載を不要とする改正が行われ、また、

（ii）公開買付け終了時に公開買付者が応募株主等に送付する「買付け等に関する通知書」に

おける押印を不要とする改正、（iii）公開買付規制上の株券等所有割合の計算に関し、買付

者と特別関係者の間で引渡請求権が存在する場合等における重複計上を回避するための

改正等が行われています。 

上記改正はいずれも比較的軽微な改正ではあり、また、例えば（ii）の「買付け等に関する通

知書」への押印については、金融庁が公表した「株券等の公開買付けに関する Q&A」に基づ

き個別に押印を行うのではなく公開買付者の印鑑に係る印影を印刷するといった実務上の工

夫が既になされていたところではありますが、法令の改正によって、より明確な形で事務手続

の負担が軽減されたことは、M&A 実務の観点から望ましいものといえます。 

 

 

 

 

 
 
 

9. ファイナンス・ディスクロージャー：新株予約権証券の上場制度の見直し 
 

2014 年 10 月 31 日から、東京証券取引所の取引参加者規程等の改正（「本改正」）が施行

されました。 

本改正により、ノンコミットメント型ライツ・オファリングの上場に関し、既存の上場基準に加

え、①証券会社による増資の合理性についての審査又は株主総会決議等による株主の意思

確認が行われたこと、及び、②直近 2 年間においておいてもいずれも経常損失を計上してお

らず、かつ、直前事業年度又は直前四半期会計期間の末日において債務超過でないことが、

新たな上場基準として加わりました。 

また、本改正の施行に先立って実施されたパブリックコメントの結果も公表され、（i） 上記

「合理性についての審査」とは日本証券業協会が定める「有価証券の引受け等に関する規

則」に規定される内容と同等の審査（公募増資における引受審査）が想定されていること、（ii） 

ノンコミットメント型ライツ・オファリングは資金調達の確実性がない特徴に鑑み、将来にわた

って投資者の期待に応えられるかの観点から慎重な確認を行うことが考えられること等の見

解が明らかにされています。 

本改正により、財務状況が悪い会社は、ライツ・オファリングの選択が制度上閉ざされること

となります。また、財務状況が健全な会社であっても、公募増資と同様の審査を経てコミットメ

ント型ライツ・オファリングを行うか、株主総会決議という不確実要素を負いながらより長い時

間と費用をかけてノンコミットメント型ライツ・オファリングを行うかの二択を迫られることとなり
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ます。このように、希薄化影響が大きいとして外国人投資家の不満の高かった公募増資・第

三者割当増資を補完するエクイティ・ファイナンスの手法として期待されたライツ・オファリング

は、その利用が大きく制約されることが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

10. 税務：政府税制調査会 株式含み益に対する出国時課税を検討 
 

政府税制調査会基礎問題小委員会において、2014 年 10 月 21 日、財務省の提案により居

住者が保有する株式等の未実現のキャピタルゲイン（含み益）に対して、非居住者となる時点

（出国時）に特例的に課税する措置等を講じることが検討されました。 

これは、巨額の含み益を有する株式を保有したまま株式等の含み益への非課税国に出国

した後に、当該株式を売却することで税負担を回避する事例があることや、本年 9 月に公表さ

れた BEPS プロジェクトの報告書において出国時における含み益に対する譲渡所得課税の

特例が租税回避防止措置（二重非課税の防止）として位置づけられたことを背景としていま

す。 

未実現の含み益に対して特例的に課税を行う場合、実際には対価の授受がなされないこと

から、納税資金が不足する場合の延納制度や納税猶予制度を設けるかという点や、どのよう

に含み益を算定すべきかといった点が、具体的な制度を設計する上で問題となると考えられ

ます。 

かかる税制改正が実現した場合、企業の海外進出を一部阻害する可能性もあるため、今

後の動向を見守るとともに、海外進出等を検討している場合は早期に法務及び税務の専門

家に相談することが望ましいと考えられます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. 中国・アジア：ミャンマー・ティラワ特別経済地域に係る告示の発布 
 

ミャンマーの国家計画経済開発省（ Ministry of National Planning and Economic 

Development）は、ティラワ特別経済地域（「ティラワ SEZ」）における投資認可手続及びその
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認可基準を定める2014年10月1日付Notification No.81/2014（「本告示」）を発布しました。

2014 年 2 月号（Vol.2）においてもお伝えしましたとおり、2014 年 1 月 23 日付で改正ミャンマ

ー特別経済地域法（「SEZ 法」）が公表されて以降、SEZ 法の施行規則（「SEZ 施行規則」）の

制定が待たれていましたが、現在まで制定には至っておりません。今回、SEZ 施行規則の制

定に先行する形で、国家計画経済開発省はティラワ SEZ を対象として本告示を策定しまし

た。 

 

弊事務所は、国際協力機構（JICA）によるティラワ SEZ 管理委員会の支援業務に参加して

おり、ティラワ SEZ における投資申請手続や SEZ 管理委員会（Management Committee）

の投資認可の手続、認可基準の策定に関与しております。本稿においては、本告示の概要

及び実務に与える影響をご説明いたします。 

 
a. 投資認可の申請手続 

 

SEZ管理委員会に対する申請手続は、Form1の様式の申請書を提出することとされていま

す（本告示第 1 条）。もっとも、本告示記載の Form1 の様式をそのまま適用すれば投資認可

申請にあたって実務上機能しない条項が相当程度発見されたことから、このような不都合を

是正するために Form1 の記載上の注意点や附属資料を修正する旨の SEZ 管理委員会によ

る指示（Instruction）が公表されていますので留意が必要です。 

 
b. SEZ 管理委員会による認可手続及び認可基準 

 

SEZ 管理委員会は、申請から 30 日以内に投資認可の可否を決定しなければならないこと

とされています（本告示第 2 条）。その際には、Form2 に投資認可にあたっての条件

（Condition）を定めることができることとされています（本告示第 3 条）。 

投資認可業種については、投資が禁止される事業類型（例えば、武器、軍用兵器や有害物

質その他環境を破壊する物質の製造等）が規定されていますが、その内容は極めて限定的

です。注目される点としては、ティラワ SEZ においては、Trading（国際貿易業）、物流業、卸

売業及び小売業等の SEZ 外においては従来外資参入の障壁が高かった（又は外資につい

ては一切参入が許されていなかった）事業分野についても許可されうる事業に含まれていま

す（本告示第 7 条各号）。このように法文上は認可の対象となる事業に制限はありませんが、

実際に認可がなされるかどうかは SEZ 管理委員会の裁量に委ねられることになります。 

この点、従来ティラワ SEZ 外において外資参入の障壁が高かった事業分野についても（無

条件に）投資認可が出される場合には、例えば SEZ 内にペーパーカンパニーを設立すること

によりこれらの事業を展開できることになりかねず明らかに不当です。そこで、現在 SEZ 管理

委員会においては、投資認可にあたっての実務上の一定の認可基準を検討しているところで

す。 
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c. 輸入ライセンスの要否 
 

詳細については SEZ 施行規則の制定を待つ必要がありますが、ティラワ SEZ 内において

は SEZ 管理委員会による投資認可を取得すれば、当該事業に必要な物品の輸入にあたって

は別途輸入ライセンスを取得する必要はなくなることが想定されています。 

 

このように、ティラワ SEZ を活用することによりミャンマーでの事業展開の可能性が大きく広

がることが期待されます。一方で、今後様々な手続や認可基準等が指示（Instruction）等の

形式により公表される見通しとなっており、SEZ 管理委員会の動向に注視する必要がありま

す。 
 
 

 

 

 

 
 

12. 新興国：ブラジルにおける企業結合規制の改正 
 

ブラジルにおいて、2014 年 10 月 7 日、企業結合審査に関する新たな基準が公表されまし

た。 

ブラジルでは、2012 年 2 月に CADE（ブラジルの競争当局）が企業結合審査に関する内部

規則及び決議を公表し、これに基づく運用がなされていましたが、今般の新基準は、CADE

への届出義務が課される場面を明確化し、手続を柔軟化するものとなっています。 

企業結合の場面において、CADE への届出の要否は、当事会社の属する「経済グループ

（economic group）」の売上高要件等により判断されますが、新基準は投資ファンドが関連す

る場合の「経済グループ（economic group）」の範囲につき限定的な基準を設け、経済グルー

プとされる範囲を明確化しています。他にも、単独の支配株主が少数株式を取得する場合や、

株式への転換権を有する証券に関する取引を行う場合、証券取引所における株式取引につ

いても基準を示し、届出義務を負う場面の明確化が図られています。 

また、CADE の企業結合審査には、通常手続と迅速手続（fast-track procedure）がありま

すが、新基準では、迅速手続を取ることができる場合について、水平的結合及び垂直的結合

のそれぞれの場合について一定の要件を定め、当該手続を利用できる場面を拡大していま

す。 

今後ブラジルにおいて M&A 等を行う場合には、新基準に十分留意する必要があります。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『『景品表示法』の近時のトレンドと実務上の対応策 ～法改正の最新

   動向を踏まえた規制ポイントとコンプライアンス対策～』 

開催日時  2014 年 11 月 14 日（水）10:00～13:00 

講師    池田 毅 

主催    SMBC コンサルティング 

 

 セミナー  『最新海外プロジェクトファイナンス契約～契約担当者が押さえるべ

   き実務上の重要チェックポイント～』 

開催日時  2014 年 11 月 21 日（金）9:30～12:30 

講師    齊藤 憲司 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『株式を対価とする外国企業とのM＆A～｢クロスボーダー合併｣の実務～』 

開催日時  2014 年 11 月 26 日（水）13:30～16:30 

講師    大石 篤史 

主催    ナレッジ・コミュニティー経営研究セミナー／株式会社芝浦通信 

 

 セミナー  『VC ファイナンス型ベンチャーのための起業実務講座』 

開催日時  2014 年 11 月 26 日（水）、12 月 1 日（月）、11 日（木）、17 日（水） 

19:00～21:30 

講師    増島 雅和 

主催    日本経済新聞社 

 

 セミナー  『保険フォーラム 2014～情報対応力強化とマーケティング・ＩＴの

   トレンド～』 

開催日時  2014 年 11 月 27 日（木）15:20～16:10 ※野村の登壇予定時間です 

講師    野村 修也 

主催    株式会社セミナーインフォ  

 
 セミナー  『会社法改正に対する実務的対応－会社法施行規則の改正も踏まえて－』 

開催日時  2014 年 11 月 27 日（木）17:30～20:30 

講師    野村 修也 

主催    金融ファクシミリ新聞社 
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文献情報      http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 本   『企業危機・不祥事対応の法務』 

出版社   株式会社商事法務 

著者   但木 敬一、北田 幹直、奥田 洋一、菊地 伸、松井 秀樹、石綿 学、

   伊藤 憲二、荒井 正児、池田 和世、藤津 康彦、鈴木 克昌、小田 大

   輔、池村 聡、眞鍋 佳奈、荒井 太一、池田 毅、大室 幸子、大野 志

   保、小島 冬樹、波多野 博昭、高宮 雄介、土屋 大気、若林 功晃、

   田口 靖晃、村井 智顕、湯田 聡、角田 望、長谷 修太郎、柿元 將希、

   大谷 悠紀子 

 

 本   『外国公務員贈賄規制と実務対応―海外進出企業のためのグローバル

   コンプライアンス』 

 出版社   株式会社商事法務 

著者 推薦の辞：北田 幹直 

編者・執筆者：伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、小松 岳志、眞鍋 佳奈、 

梅津 英明、大野 志保、渥美 雅之、田中 亜樹 

執筆者：石本 茂彦、武川 丈士、田中 光江、小島 義博、秋本 誠司、

小山 洋平、二見 英知、湯浅 紀佳、川村 隆太郎、塙 晋、関口 健一、

落合 孝文、佐藤 貴哉、井上 淳、竹内 哲、波多野 博昭、林 千夏、

高宮 雄介、山口 健次郎、米山 岳、金 日華、佐川 雄規、文堂 友寛、

今仲 翔、茨木 雅明、中野 玲也、羽深 宏樹、柿元 將希、田中 太郎、

畑江 智、藤田 鈴奈、御代田 有恒、呂 佳叡 

 

 本   『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第 2 版〕』 

出版社 株式会社商事法務 

著者 鈴木 克昌、峯岸 健太郎、久保田 修平、石井 絵梨子、根本 敏光、

田井中 克之、宮田 俊、石橋 誠之、尾崎 健悟、五島 隆文、鈴木 信彦 

 

 本   『DES・DDS の実務〔第 3 版〕』 

出版社   金融財務事情研究会 

著者   藤原 総一郎（編集）、山崎 良太、稲生 隆浩 

 

 本   『取引スキーム別 契約書作成に役立つ税務知識 Q&A』 

出版社   株式会社中央経済社 

著者 大石 篤史、小島 義博、酒井 真、小山 浩、栗原 宏幸、中嶋 将良、

坂尾 陽、羽深 宏樹、内津 冬樹、尾登 亮介、呂 佳叡、山田 彰宏 
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 論文   「株式を対価とする外国企業との M&A の実務（下）－｢クロスボーダ

ー   合併｣の新展開－｣ 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2045 

著者   大石 篤史 

 

 論文   「勧誘概念の明確化と実務上の諸問題」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2045 

著者   鈴木 克昌、根本 敏光、熊谷 真和、五島 隆文 

 

 論文   「中国における仲裁制度およびその注意点－｢中国（上海）自由貿易

   試験区仲裁規則｣の分析を踏まえて」 

掲載誌   NBL 1035 号 

著者   孫 彦 

 

 論文   「｢要綱仮案｣公表! 民法改正の全貌」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.12 

著者   青山 大樹、末廣 裕亮、篠原 孝典、河上 佳世子、畑江 智 

 

 論文   「〔会社法務〕社外取締役に関する会社法改正の株主総会への影響」 

掲載誌   企業会計 Vol.66 No.11 

著者   若林 功晃 

 

 論文   「<企業法務>著作権法改正の最新動向」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.26 No.11 

著者   池村 聡 

 

 論文    ｢リーガル・マネジメント第 1 回｢資本市場規制｣｣ 

掲載誌   CFO FORUM 第 51 号 

著者   鈴木 克昌 

 

 論文    ｢Minority squeeze-outs under the amended Japanese Companies 

   Act｣ 

掲載誌   Euromoney Asia-Pacific Banking and Finance Review 2014/15 

著者   内田 修平 

 

 インタビュー  『Japan Lawyers Guide2014/15』 

出版社   LexisNexis Japan 

著者   竹野 康造、松村 祐土、尾本 太郎、梅津 英明 
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NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 Asia Women in Business Law Awards 2014 においてShortlistedに選ばれました 

Euromoney Legal Media Group が主催する、Asia Women in Business Law Awards 2014 

において、以下の分野が Shortlisted に選ばれました。 

Best in banking and finance 小澤 絵里子 

Best in labour and employment 高谷 知佐子 

Best in structured finance 小澤 絵里子 

Rising star: Litigation 眞鍋 佳奈 

 

 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2015 The Guide to Asia-Pacific’s Leading 
Domestic Law Firmsにおいて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2015 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms 

において、当事務所は Recommended firms として紹介され、11 の分野で特に高い評

価を得ました。また、Asialaw recommended individuals として、当事務所の弁護

士 13 名がとりあげられました。詳細は以下の通りです。 

＜高い評価を受けた分野＞ 

Banking & Finance 、Capital Markets、Competition & Antitrust、 

Construction & Real Estate 、Corporate/M&A、Dispute Resolution  

Intellectual Property、Investment Funds 、Labour & Employment  

Restructuring & Insolvency、Tax  

＜Asialaw recommended individuals に選ばれた弁護士＞ 

内田 晴康、石黒 徹、飯塚 卓也、佐藤 正謙、棚橋 元、安部 健介、石綿 学 

大石 篤史、小林 卓泰、藤津 康彦、鈴木 克昌、岡田 淳、トニー・グランディ 

 

 International Tax Review の World Tax 2015において Leading Firms として上位に

選ばれました 

International Tax Review が発行する "World Tax 2015" において、当事務所が

日本の Leading Firms として上位に選ばれました。 

 

 Who's Who Legal: Japan 2014 において高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Japan 2014 において、日本を代表する弁護士として、当事務所

の弁護士 15 名が選ばれました。 

Banking：石黒 徹、佐藤 正謙、松村 祐土 

Capital Markets：石黒 徹、佐藤 正謙、藤津 康彦、鈴木 克昌 

Competition：内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、眞鍋 佳奈 

Construction and Real Estate：佐藤 正謙、小澤 絵里子 

Corporate Governance：石綿 学 

Tax：大石 篤史 
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M&A：内田 晴康、桑原 聡子、石綿 学、松村 祐土 

Private Funds：竹野 康造、三浦 健 

 

 IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2015にて高い評価を得ました 

IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2015 において、当事務所は下記の 5 分野でト

ップグループにランキングされました。 

《ランキングされた分野》 

Banking、Capital Markets：Debt and equity、Capital Markets：Structured finance 

and securitisation、M&A、Project finance 

 

 The Fifth Edition of Best Lawyers in Japanにおいて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Fifth Edition of Best Lawyers in 

Japan に当事務所の弁護士 57 名が選ばれました。また、内田 晴康が

Telecommunications Law 分野、佐藤 正謙が Real Estate Law 分野、三浦 健が

Investment and Investment Funds 分野にて「2014-2015 Lawyers of the Year」に

選ばれました。 

 

 Benchmark Asia-Pacific 2014において高い評価を得ました 

Euromoney が発行する Benchmark Asia-Pacific 2014 - The Definitive Guide to the 

Leading Disputes Firms and Lawyers in the Region - において、当事務所は高

い評価を得ました。また、関戸 麦 弁護士が Future Star に選ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


