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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 2015 年 6 月号（第 18 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：地理的表示法の施行 
 

2015 年 6 月 1 日から、地理的表示法（正式名称：特定農林水産物等の名称の保護に

関する法律）が施行されます。 

地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称であって、その名称から当該産品の産地

を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特

定できるものを指します。地理的表示は、世界各国において、商標法に規定する形、あ

るいは、別の法律で規定する形等で保護されていますが、今般日本では、新たに、地理

的表示法による保護が認められることになりました。 

地理的表示は、特許庁が所管する商標・地域団体商標とは異なり、農林水産省が所管

しており、その登録過程で、生産行程や品質の管理についても一定の審査がなされるた

め、審査過程において、一定の品質的な担保がされることが期待されています。なお、

地理的表示は、民事上の独占権ではないため、損害賠償等の民事的な救済ではなく、農

林水産大臣による違反者に対する措置命令及びこれに従わない場合の刑事罰により、そ
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の実効性が担保されることになります。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html 

 

 
 
 

 

 

3. 競争法／独禁法：排除型私的独占に関する最高裁判決 
 

2015 年 4 月 28 日、最高裁は、日本音楽著作権協会（JASRAC）による放送事業者か

らの楽曲の使用料の徴収方式（包括徴収方式）について、独禁法に違反する排除型の私

的独占に当たるか否かが争われた事件に対し、判決をしました。 

最高裁は、包括徴収方式による楽曲の使用許諾が「他の事業者の事業活動を排除する」

行為に該当するか否かにつき、①自らの市場支配力の形成、維持ないし強化という観点

からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有し、②他の事業者の市場へ

の参入を著しく困難にする等の効果を有するといえるか否かという判断基準を示し、

JASRAC が音楽著作権の管理委託や利用許諾の市場で事実上の独占状態にあったこと、

包括徴収方式により他社の管理楽曲の利用が抑制されること、対象がほぼすべての放送

事業者に及び期間も長期であったこと等の点を考慮して、②の要件を認めるとともに①

の要件についても別異に解すべき特段の事情のない限り認められると判示し、原審を支

持しました。これにより、排除措置命令を取り消した公取委審決が取り消されたことに

なるため、再度、公取委において審判が行われ、上記特段の事情の有無等の残った論点

が審理されることになります。 

 

 

 

 

 

 
4. エネルギー・インフラ：電気事業法改正案、衆議院通過 

 

2015 年 5 月 21 日、電力システム改革（第 3 弾）、ガスシステム改革及び熱供給シス

テム改革を実施するための電気事業法等の一部を改正する等の法律案（本改正案）が衆

議院本会議にて可決され、参議院に送られました。また、これに先立ち、衆議院経済産

業委員会は、同委員会における審議を踏まえ、本改正案に対する附帯決議を行い、本法

の施行に当たり政府が留意すべき点を示しました。 

附帯決議においては、①電力システム改革後においても再生可能エネルギーの導入が

最大限加速するよう、固定価格買取制度を安定的かつ適切に運用するとともに、系統運
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用ルールの見直し等のソフト面での対策、電力広域的運営推進機関の主導による適切な

系統整備の検討等のハード面での対策を行うこと、②徹底した省エネ社会の実現のため、

スマートメーター設置の最大限の前倒し実施等供給サイドにおける省エネの推進等に

注力するとともに、ネガワット取引等の新たな需要管理施策を推進すること、③新規小

売参入事業者の電源調達を容易にするため、卸電力取引市場における電力取引の活性化

に向けた施策をこれまで以上に進めること、④託送料金制度において、発電所の立地地

点別料金設定や、混雑状況等系統運用状況を改善する効果にも着目した料金体系の検討

を進めること、⑤規制料金に係る経過措置の対象事業者について、必要がなくなった時

は可及的速やかに規制料金を撤廃すること等が定められています。 

以上のとおり、附帯決議において、今後の電力システム改革、ガスシステム改革及び

熱供給システム改革に関するより具体的な方向性が示唆されており、参議院での審議を

含め、今後の動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. 労働法：改正派遣法に基づく労働契約申込みみなし制度について、 
    行政解釈が公表される 

 

2012 年に改正された派遣法において、労働契約申込みみなし制度が導入されていま

す。この労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を

受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して

労働契約の申し込み（直接雇用の申し込み）をしたものとみなす制度です。同制度につ

いては、2015 年 10 月 1 日からの施行となっています。 

上記施行日が迫る中、厚生労働省は、改正派遣法に基づく労働契約申込みみなし制度

についての行政解釈を発表しました。まず、申込みをしたとみなされる時点としては、

派遣先等が派遣労働者を禁止業務に従事させることその他違法状態で労働者派遣の役

務の提供を受けること（違法行為）が行われた時とされています。また、労働契約の申

込みみなしは、違法行為が行われた日ごとになしたとみなされ、派遣労働者が承諾でき

る申込みは、最新の申込みに限られないとされています。 

なお、いわゆる偽装請負等も上記労働契約申込みみなし制度における違法行為の 1 つ

とされていますが、派遣先等の主体的な意思が介在することから、他の違法行為の類型

とは異なる固有の論点があるとされています。具体的には、いわゆる偽装請負等につい

ては、①派遣法等の規定の適用を免れる目的（偽装請負等の目的）で請負契約等を締結
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し、②当該請負事業主が雇用する労働者に労働者派遣と同様に指揮命令を行うこと等に

よりいわゆる偽装請負等の状態で役務の提供を受けた時点で、労働契約を申し込んだと

みなされます。つまり、単に指揮命令等を行い偽装請負等の状態となったことのみをも

って、偽装請負等の目的が推定されるわけではありません。 

偽装請負であるか否かの判断は微妙であることも多いため、下請業者や外注業者を利

用している企業にとって、上記のような判断基準が示されたことは、今後の対応を検討

する上でも有益といえます。ただ、偽装請負等に該当するとの認識が生じたにもかかわ

らず、それ以降も指揮命令等が行われると、当該時点で労働契約の申込みが行われたと

みなされますので、今後留意が必要です。 

 

 

 

 

6. 会社法：6 月総会に向けた登記実務の留意点 
 

2015 年 2 月 27 日に施行された商業登記規則等の一部を改正する省令により、取締役

等の選任登記に関する登記実務について、以下の変更がなされました。 

① 取締役、監査役又は執行役の就任（再任を除く。）の登記に際しては、当該取締

役等の就任承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書を添付した場合を除き、就任承諾

書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認証

明書（例えば、住民票記載事項証明書や運転免許証等の写し）を添付することが

必要となりました（商業登記規則 61 条 5 項）。 

② 代表取締役又は代表執行役であって、登記所に代表印を届け出ている者の辞任の

登記に際しては、辞任届に押印した印鑑と登記所届出印が同一である場合を除き、

辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付することが必要となりました（商

業登記規則 61 条 6 項）。 

③ 商業登記簿の役員欄に、戸籍上の氏名とともに婚姻前の氏をも記録することが可

能となりました（商業登記規則 81 条の 2）。 

なお、①や②については、外国人役員にも適用があり、印鑑証明書に代えて署名及び

本国のサイン証明等を添付する必要があります。 

したがって、本年 6 月総会において、新任取締役等の選任や代表取締役等の辞任を予

定している会社については、従前と取扱いが異なる場合があることにご留意ください。 
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7. 一般民事：FinTech に係わる制度についての金融庁の検討状況 
 

最近、金融と IT を融合した FinTech（Finance（金融）と Technology（技術）を掛け

合わせた造語）の動向に注目が集まっています。スマートフォンでの決済やソーシャル

ネットワーキングサービス（SNS）を活用した決済を中心として、大手企業のみならず

ベンチャー企業からもサービスが提供されるようになり、利用者が電子商取引（EC 取

引）を行いやすくなる等利便性の向上が図られています。 

このような状況を踏まえ、金融庁では、銀行及び銀行以外のノンバンク・プレイヤー

が担う決済業務や決済に関連するサービス、またこれらを支える決済インフラの高度化

及び重要性に鑑み、決済及び金融グループを巡る制度に関する検討を次のとおり開始し

ています。 

2014 年 10 月、金融審議会の下に「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」

が設置され、IT を活用した新しい決済サービスの動向と課題を含む、様々な論点が議論

され、2015 年 4 月 28 日、中間整理が取りまとめられました。この中では、銀行のみな

らず多様なプレイヤーが参加することで、競争的に決済サービスのイノベーションが促

進されることを奨励しつつ、リスクに応じた適切なルールのあり方、利用者保護や情報

セキュリティへの対応についても検討が必要とされています。これらの点については、

引き続き、上記スタディ・グループを改組して設置される「決済業務等の高度化に関す

るワーキング・グループ」において審議が深められる予定です。 

また、2015 年 5 月、金融審議会の下に「金融グループを巡る制度のあり方に関する

ワーキング・グループ」が設置され、金融持株会社が傘下に IT ベンチャー企業を持つ

ことを認める等、金融持株会社の規制を緩める具体策の検討が開始されました。これが

法制化されれば、銀行持株会社が傘下のベンチャー企業を通じてスマートフォンでの決

済等新サービスを顧客に提供できるようになる等、銀行と IT ベンチャー企業の新たな

連携が可能となり、FinTech がさらに加速することが期待されます。 

 

 
 
 

 

8. M&A：表明保証保険 
 

表明保証保険とは、M&A 取引の買主又は売主が、株式譲渡契約等に規定された表明

保証が不正確であったことにより被る経済的損害を補償する保険です。買主が被保険者

となる場合もあれば、売主が被保険者である場合もあります。かかる保険は、表明保証

違反から生じる当事者の経済的損害を保険会社が負担することで、売主・買主間におけ

る表明保証違反に起因する補償の範囲に関する主張の乖離を埋めて、M&A 取引を成立

しやすくする機能を有しています。 

表明保証保険には、(i)広範な免責事項が定められていること（例えば買主が被保険者
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となる場合、一般的にデュー・ディリジェンスで判明した事項は免責対象となります）、

(ii)保険会社により実施される引受審査（デュー・ディリジェンスレポートや株式譲渡契

約書等のレビュー等）には時間的・経済的な負担がかかること等、その利用に際しては

留意点が多いのも事実です。 

表明保証保険は欧米ではかなり普及しておりますが、近年、日本企業によるアウトバ

ウンドの M&A においても、その利用を検討する機会が増えてきています。特に、入札

案件における競合ビッダーが表明保証保険の利用を前提に補償の範囲を限定して売主

と交渉しているような場合や、売主がプライベートエクイティファンドであるような場

合は、保険料や現実的なリスクも勘案の上、表明保証保険のメリット・デメリットにつ

いて十分に検討する必要があるといえます。 
 
 

 

 

 
 
 

9. ファイナンス・ディスクロージャー： 
金融庁が平成 26年金融商品取引法改正に係るパブリッ 
ク・コメントの結果を公表 

 
金融商品取引法改正の一部が、2015 年 5 月 29 日に施行されました（「本改正」）。こ

れに先立ち、金融庁は、当該改正に係る政令・内閣府令案等についてパブリック・コメ

ントの募集を行い、その結果（「本パブコメ結果」）を 2015 年 5 月 12 日に公表しまし

た。 

本改正では、大量保有報告制度の一部が変更されました。その主な内容として、まず、

株券等保有割合の計算において、「保有株券等の総数」から自己株式が除かれた点が挙

げられます。これにより、発行会社は、5%超の自己株式を保有する場合であっても、

大量保有報告書を提出する必要がなくなりました。なお、本パブコメ結果では、かかる

改正に伴い発行会社の「保有株券等の総数」が減少したことについての変更報告書は、

提出不要とされています（No.12）。 

また、提出者又はその共同保有者が対象期間に株券等を譲渡したことにより減少した

株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの 2 分の 1 以下である場合又は 5%以下で

ある場合は、「短期大量譲渡」（変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合が、当

該譲渡の日前 60 日間における最高の株券等保有割合の 2 分の 1 未満となり、かつ、当

該最高の株券等保有割合から 5%を超えて減少する譲渡。該当する場合は、譲渡の相手

方や対価に関する事項を、変更報告書に記載する必要があります。）には該当しないこ

ととされました。これにより、例えば、自己の保有株式数に変動が無いにもかかわらず、

大規模な第三者割当増資により結果的に自己の保有割合が減少するようなケースにお
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いては、株券等保有割合の減少が「譲渡により生じた」ものではないため、短期大量譲

渡には該当しないこととなります。なお、本パブコメ結果では、仮に対象期間中に第三

者割当増資等による発行済株式総数の変動があったとしても、「減少した株券等保有割

合の合計」は、譲渡した株券等の数を当該譲渡の日における発行済株式等総数で除して

得た割合を合算して算出すべきこととされています（No.5）。 

本改正には、大量保有報告に係る制度の重要部分に関する内容が含まれており、本パ

ブコメ結果も十分に理解した上で実務上の対応にあたる必要があります。 
 
 

 

 

 

 

 

10. 税務：東京高裁 実質的な支配関係を認定し財産評価通達の形式的    
適用を否定 

 

東京高裁は、2015 年 2 月 16 日、出資持分の譲渡が時価より著しく低い価額の対価で

行われたかという点が争われた事案において、財産評価基本通達（「評価通達」）の形式

的な適用（配当還元方式）を否定して、純資産価額方式等で評価するべきとした一審判

決を維持し、納税者敗訴の判断を下しました。 

本件では、有限会社の出資持分の評価方法が争点となり、納税者は評価通達 188、194

が定めるとおり「同族株主以外の株主等が取得した株式」に準じて配当還元方式を用い

て評価すべきと主張しました。しかし、東京高裁は、設立時の社員が持分の過半数に極

めて近い 48%の比率の持分を保有していたこと、他の社員は得意先・主要取引先であり

取引関係の強化・維持を動機として出資持分を購入しており、社員総会についても白紙

委任状を提出する等していたこと等から、設立時の社員による実質的な支配を認定し、

評価通達の定める評価方式以外の評価方式による「特段の事情」があるべきとして、課

税庁が主張した純資産価額方式等を用いた評価を認めました。 

このように、本判決は、「特段の事情」がある場合は評価通達の形式的適用が否定さ

れる場合があることを示しました。評価通達の適用関係を検討するにあたっては、本判

決を含む各裁判例の射程範囲を慎重に分析する必要があるといえます。 
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11. 中国・アジア：インドネシアにおけるルピア通貨の使用強制 
 

2015 年 3 月 31 日、インドネシア中央銀行は、インドネシア国内におけるルピア使用

義務について定めた規則（17/3/PBI/2015、「新規則」）を制定しました。インドネシア

においては、2011 年に制定された通貨法により、現金決済、すなわち物理的な現金の

授受を伴うインドネシア国内における決済取引については、ルピアの使用義務が従前よ

り規定されていましたが、今般、新規則の制定により、現金決済のみならず非現金決済

についてもルピア使用義務の対象となることが明確化され、また、ルピア使用義務の適

用が除外される対象についても概ね以下の通り規定されました。 

ルピア使用義務の対象となる取引：新規則のもとでは、現金決済・非現金決済を問わ

ず、インドネシア国内において行われるすべての決済取引に係る契約についてはルピア

建てで締結する必要があり、また、それらの決済もルピアで行う必要があります。 

加えて、新規則は、すべての企業はその提供する物・サービスの見積もり（オンライ

ンメディア、パンフレット又は掲示板といったマーケティング媒体によるものを含みま

す。）をルピア建てで作成しなければならない旨定めています。但し、下記の適用除外

の対象となる取引については、外貨建てでの見積もりを作成することも認められていま

す。 

そのため、インドネシア現地法人から従業員に支払われる給与はルピア建てで合意さ

れるとともに、実際にルピアで支払われる必要があり、またインドネシア現地法人とイ

ンドネシア国内の取引先との間の見積書・請求書についてもルピア建てとする必要があ

る点に注意が必要です。 

この非現金決済に関するルピア使用義務の規定は2015年7月 1日から施行されます。

同日以前に締結された契約に基づく非現金決済は、当該契約の期間内に限り、ルピア以

外の通貨による決済を行うことができますが、当該契約の延長や変更に関しては、新規

則の適用を受け、ルピアの使用が義務付けられます。 

 

適用除外：新規則のもとでは、①国家予算に関する取引、②外国貿易取引（インドネ

シア国外との輸出入取引、一定のクロスボーダーのサービスの取引）、③外国との金融

取引、④銀行への外貨預金、⑤一定の法律に基づくその他の外貨建取引等についてはル

ピア使用義務の適用対象外とされています。 

 

罰則：現金決済におけるルピア使用義務違反については、通貨法の定めに従い、1 年

以下の禁固（個人の場合のみ）、2 億ルピア（法人の場合には 1/3 を上限として加重可能）

以下の罰金、事業許可の取消し及び／又は資産の没収が科せられる可能性があります。

これに対し、非現金決済におけるルピア使用義務違反については、警告書の交付、取引

金額の 1%（10 億ルピアが上限）の罰金及び／又は支払取引の禁止の制裁が科せられう

るとともに、インドネシア中央銀行より、所轄機関に対し、事業許可の取消し又は事業

活動の停止の勧告が行われる可能性があります。 
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上記のとおり、この新規則は、契約代金・給与等の支払や契約書・見積書・請求書の

作成等、インドネシア現地法人の日常的なオペレーションにも大きな影響を与えうる内

容となっておりますので、ご留意いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. 新興国：ロシア民法の改正 
 

2015 年 6 月 1 日から、ロシアの Civil Code（日本の民法及び会社法等に相当する法

律）のうち、当事者の義務に関する規定（義務の履行、義務違反の場合の救済等）や、

契約法に関する一般的な規定を改正する法律が施行されました。今回の改正では、国際

的な取引実務で一般的に用いられている概念や、近年のロシアの裁判実務において発展

してきた解釈手法を契約法に取り入れ、より柔軟かつ実務のニーズに即したルールを提

供することにより、ビジネス環境を整備することが企図されています。 

義務に関する規定の具体的な改正内容としては、債権者間協定の概念の導入、担保や

保証についての債務保全効の強化、金融担保の明文化、義務違反の場合の責任に係る規

定の詳細化等が挙げられます。また、契約法に関する一般的な規定の改正としては、（義

務違反を原因としない）補償請求権、表明保証条項、前提条件、予約契約といった概念

が明文化されたほか、契約交渉段階の法的責任、複数当事者間契約における契約の変更

や終了、契約上の権利の放棄等といった点について新たに規定が置かれ、ルールの明確

化が図られたことが挙げられます。 

今回の改正は、商取引における既存のプラクティスに明文の根拠を与えるにとどまら

ず、これまでロシア法に存在しなかった外国法由来の法概念をも数多く取り入れるもの

であり、画期的な内容であるといえます。もっとも、外国法由来の法概念については若

干変形された上で導入されている点があるので、留意が必要です。また、本改正は画期

的な内容ではあるものの、特に今回新たに導入された概念については、解釈が固まって

おらず、今後の実務・裁判例の集積が待たれるところです。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『海外プロジェクトファイナンスの最新契約実務～海外発電案件、鉱       

   物資源案件を中心に～』 

開催日時  2015 年 6 月 11 日（木）13:30～16:30 

講師    齊藤 憲司 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『中央大学学術講演会『GPIF 改革のゆくえ－年金積立金の管理・運

   用の在り方を考える－』』 

開催日時  2015 年 6 月 27 日（土）13:30～15:00（秋田） 

2015 年 7 月 5 日（日）15:00～16:30（福島） 

講師    野村 修也 

主催    学校法人中央大学 

 

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

 本   『条文から分かる 民法改正の要点と企業法務への影響』（2015 年 5

   月刊） 

出版社   中央経済社 

著者 青山 大樹（編著）、末廣 裕亮、篠原 孝典、河上 佳世子、畑江 智（著） 

 

 本   『平成 26 年改正会社法－改正の経緯とポイント 規則対応補訂版』

   （2015 年 5 月刊） 

出版社   有斐閣 

著者 野村 修也、奥山 健志、石井 裕介、戸嶋 浩二、太子堂 厚子、        

久保田 修平、稲生 隆浩、代 宗剛、森田 恒平、河島 勇太、近澤 諒、      

田口 靖晃、若林 功晃、小林 雄介、白根 央、朽網 友章、立石 光宏、

桑原 秀明、北山 昇、角田 望 
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 論文   「日証協「社債市場の活性化に関する懇談会」の取組みと展望（3）

   社債の取引情報の報告・発表制度」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2066 

著者 野村 修也（共著） 

 

 論文   「監査等委員会設置会社移行実務の要点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2067 

著者 三浦 亮太 

 

 論文   「ロシアにおける M&A 法制」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.5 

著者   石本 茂彦、土屋 智弘、田中 亜樹、久保 圭吾、西岡 研太 

 

 論文   「中国における職務発明制度の改正動向について 」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.5 

著者   小野寺 良文 

 

 論文   「プロジェクトファイナンスの契約実務における留意点－国内火力発

   電所を念頭に③運営管理契約、長期保守契約」 

      「プロジェクトファイナンスの契約実務における留意点－国内火力発

   電所を念頭に④燃料供給契約」 

掲載誌   NBL 1048 号（③運営管理契約、長期保守契約） 

NBL 1049 号（④燃料供給契約） 

著者 小林 卓泰、齊藤 憲司 

 

 論文   「内部統制入門講座（下）内部統制システムの今後」 

掲載誌   月刊監査役 No. 639 

著者   太子堂 厚子 

 

 論文   「株主代表訴訟への対応方針－監査役実務の視点から－」 

掲載誌   月刊監査役 No. 639 

著者 松井 秀樹、金村 公樹、草原 敦夫、吉田 瑞穂 

 

 論文   「M&A ストラクチャーの検討にあたって」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.15 No.7 

著者   大石 篤史、小山 浩、飯島 隆博 
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 論文   「『企業会計』Q&A 相談室 会社法務 改正会社法の M&A 実務への影 

   響」 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.6 

著者 関口 健一 

 

 論文   「営業秘密侵害の現状と法改正の方向性について」 

掲載誌   知財管理 Vol.65 No.4 

著者 三好 豊、小笠原 匡隆（共著） 

 

 論文   「2015 年 6 月総会対応 経理・CFO のための想定問答」 

掲載誌   税務弘報 Vol.63 No.6 

著者   酒井 真 

 

 論文   「The Equity Capital Markets Handbook 2015」 

掲載誌   Capital Markets Intelligence 

著者   中村 聡、根本 敏光 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 Chambers Asia-Pacific Awards 2015 にて受賞しました 

2015 年 5 月 4 日に香港で行われた、Chambers Asia-Pacific Awards 2015 にて、当

事務所は Japan National Law Firm of the Year を受賞しました。 

 

 The Sixth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Sixth 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、石綿 学が Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law 分野にて

「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

【選出された弁護士一覧】 

- Antitrust / Competition Law：内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

- Arbitration and Mediation：飛松 純一 

- Banking and Finance Law：石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、松井 秀樹、

丸茂 彰、小澤 絵里子、青山 大樹、江平 享 

- Capital Markets Law：石黒 徹、中村 聡、安部 健介、藤津 康彦、鈴木 克昌 

- Corporate and M&A Law：内田 晴康、米 正剛、射手矢 好雄、河井 聡、      

菊地  伸、桑原  聡子、藤田  浩、松井  秀樹、藤原  総一郎、棚橋  元、            

石本 茂彦、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、紀平 貴之、小松 岳志 

- Criminal Defense：奥田 洋一、池田 綾子 
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- Derivatives：佐藤 正謙、小澤 絵里子 

- Financial Institution Regulatory Law：松井 秀樹、小田 大輔 

- Information Technology Law：齋藤 浩貴、丸茂 彰、飯田 耕一郎 

- Insolvency and Reorganization Law：藤原 総一郎 

- Intellectual Property Law：内田 晴康、松田 政行、飯塚 卓也、齋藤 浩貴、

横山 経通、三好 豊、小野寺 良文 

- International Business Transactions：内田 晴康、射手矢 好雄、江口 拓哉 

- Investment and Investment Funds：竹野 康造、三浦 健、下瀬 伸彦 

- Labor and Employment Law：高谷 知佐子 

- Litigation：山岸 良太、金丸 和弘、松井 秀樹、藤原 総一郎、柴田 勝之、   

飛松 純一、眞鍋 佳奈 

- Media and Entertainment Law：松田 政行、山元 裕子、横山 経通 

- Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law：竹野 康造、三浦 健、

中村 聡、棚橋 元、石綿 学 

- Real Estate Law：佐藤 正謙、早川 学、松井 敦子、植田 利文、小澤 絵里子、

武川 丈士、石川 直樹 

- Structured Finance Law：佐藤 正謙、諏訪 昇、松井 敦子、植田 利文、   

小澤 絵里子、小林 卓泰、武川 丈士 

- Tax Law：増田 晋、大石 篤史 

- Telecommunications Law：内田 晴康、松田 政行、山元 裕子 

- Trade Law：江口 拓哉 

（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 


