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Ⅰ. はじめに 

 

本年 11 月 16 日、愛知県道路公社（以下「公社」という。）は、有料道路コンセッシ

ョンの実施にあたり、優先交渉権者の選定に関する公募条件・公募手続・スケジュール

等を定めた「愛知県有料道路運営等事業 募集要項」（以下「本募集要項」という。）を

公表した。なお、本募集要項の添付資料として、基本協定書案や実施契約案も併せて公

表されている。 

本募集要項によれば、愛知県有料道路運営等事業（以下「本事業」という。）は、公

社が道路整備特別措置法（以下「特措法」という。）に基づき料金徴収等を行う公社管

理道路の一部について、国家戦略特別区域法に基づく認定を受けて、特措法及び民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下「PFI 法」という。）

の特例を定める構造改革特別区域法に基づき、料金徴収を含む管理運営権を民間事業者

に設定するものである（本募集要項 2(1)、2 頁）。 

本事業については、既に本年 10 月 13 日に「愛知県有料道路運営等事業 実施方針」

（以下「本実施方針」という。）1が公表され、本年 11 月 13 日には本実施方針に関する

質問・意見と公社の回答（以下「実施方針回答」という。）及び本実施方針の修正版が

公表されている。 

本稿では、本募集要項の内容を中心に、本事業の特徴的なポイントを主に法的な観点

から概説する。 

                               
1 本稿における本実施方針の引用では、本年 11 月 13 日付修正版の項番・頁数を示す。 
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Ⅱ. 事業の概要 
 
1. 本事業の構成 

 

本事業は、表 1 に記載される事業から構成される。 

 
〔表 1〕 

出典：本募集要項 3 頁 

 
表 1 のとおり、本事業は、原則として運営権者（選定事業者が設立する SPC）が

実施する。 

但し、パーキングエリア（以下「PA」という。）に係るものを除く事業区域外の任

意事業は、原則として、運営権者は行うことができず、応募グループ（コンソーシア

ム）を構成する企業や協力企業が行わなければならない（実施方針回答 No. 429）。本

事業の目的の一つである地域活性化の観点から、かかる区域外事業も本事業の重要な

要素の一つとされ、応募者は、かかる区域外事業に関する具体的な提案をすることが

期待されており、選定事業者となった場合、選定過程において評価された提案内容の

履行を確保する必要がある（実施方針回答 No. 15、No. 23、No. 430、No. 453 等、

選定基準 10 頁、17 頁、基本協定書案第 12 条参照）。 

運営権者は、本事業のほか、選定後の公社との協議により、公社管理路線等及び県

管理路線の維持等を受託することが予定されている（本募集要項 2(13)、12 頁）。 

 

項目 運営権設定路線 
利便施設 

（パーキングエリア） 
地域活性化 

事業範囲 維持管理・運営 改築 附帯事業 任意事業 
任意事業 

（事業区域内） 

任意事業 

（事業区域外） 

実施主体 運営権者 

応募企業、応募

グループを構

成する企業、協

力企業、又はこ

れらが出資す

る会社（運営権

者を除く。） 

目的 

（事業全体） 

低廉で良質な利用者サービスの提供、有料道路の利便性向上、沿線開発等による地域経済の活性

化、民間事業者に対する新たな事業機会の創出、効率的な管理運営の実現、確実な償還の実施 「三

方一両得」の実現（利用者、民間事業者、県・公社の全ての主体が本事業の実施によるメリット

を享受すること） 

目的 

（事業区分） 

安全・安心な道路、定時性

の高い道路等 

利便性・快適性の高い道路、収

益性の高い施設等 
対象地域の活性化等 
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2. 運営権設定路線 

 

本事業において運営権の設定対象となる公共施設等は、公社が、現在、特措法に基

づき料金徴収等を行う公社管理道路のうち、本募集要項別紙 1 に掲げられる道路 8 路

線である。なお、8 路線のうち、知多 4 路線については、まとめて一つの運営権が設

定され、残りの 4 路線については、路線ごとに一つの運営権がそれぞれ設定される。 

 

3. 事業範囲 

 

(1) 運営権設定路線の維持管理・運営業務 

運営権設定路線の維持管理・運営業務は、PFI 法上の運営事業（コンセッション）

である。 

維持管理及び運営の範囲については、本募集要項別紙 6 に記載があり、大要、従

前の枠組みが踏襲されているが、特措法上の概念との整理が図られている。（本募集

要項別紙 6、36 頁）。 

 

(2) 改築業務 

運営権者は、知多 4 路線において、公社の費用負担により、一定の改築工事を行

うものとされている（本募集要項 2(5)イ、7 頁）。同事業は、PFI 法上の運営事業の

範疇には含まれず、その外枠で行われるものである。 

改築業務は、コンストラクション・マネジメント方式により実施されることとな

っている（本募集要項別紙 3、28 頁以下）。運営権者は、要求水準書に規定された要

件2を満たすコンストラクションマネージャー（以下「CMr」という。）を選任し3、

建設マネジメント業務を行わせることとされている（本募集要項別紙 3 第 1 項（28

頁）、実施契約案第 31 条）。また、オープンブック方式を採用し、運営権者は、全て

の業務原価に関する情報等を開示しなければならない（本募集要項別紙 3 第 2 項（28

頁・29 頁）、実施契約案第 39 条）。他方、施工時 VE により工事原価が安価となっ

た場合、公社は、運営権者に対し、インセンティブフィーとして、コスト縮減額の

50%相当額を支払うものとされている（本募集要項別紙 3 第 7 項（32 頁）、実施契

約案第 38 条）。 

 

(3) 附帯事業・任意事業 

附帯事業とは、有料道路の維持管理・運営そのものではないが、運営権者が実施

しなければならない事業である。PA に公社が設置した売店、食堂及び自動販売機の

                               
2 具体的には要求水準書に記載されているが、その概要については、本募集要項別紙 3 第 8 項（33 頁）

参照。 
3 応募者は、第二次選定書類の提案審査書類において、予定している CMr の構成等を記載することとな

っている（本募集要項添付資料 2「様式集及び記載要領」様式 C－4、104 頁）。 
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営業などが該当する。これに対して、任意事業とは、当該事業の実施は運営権者の

義務でないものの、運営権者等が実施することができる事業である。例えば、既設

の売店を増改築し、又は既存店舗を撤去の上新たに売店を設定することなどが該当

する。 

(i) パーキングエリアにおける附帯事業・任意事業 

運営権者は、附帯事業として、既設 PA においては公社が設置した売店等の営業

を行い、新設 PA においては公社が買収した用地に利便施設等を築造して、その運

営を行うこととされている。また、これに代えて、任意事業として、既設 PA に新

たな利便施設等を築造したり、新設 PA において公社が買収した用地を超える範囲

に利便施設等を築造したりすることもできる。かかる PA における附帯事業・任意

事業として想定されるパターンの詳細については、本募集要項 2(5)ウ 1)（7 頁～8

頁）及び添付資料 6 を参照されたい。 

PA における附帯事業・任意事業に関する留意点としては、まず、パターンに応じ、

公社に対して、賃料、占用料もしくは連結料又はその複数の支払が必要となったり

（かかる賃料等の詳細については、本募集要項・添付資料 7 を参照されたい。）、既

設 PA において既設の売店等を建て替える場合は、公社に対して既存の建物の残存

価格相当金額を支払う必要が生じることが挙げられる。また、道路区域外において

公社又は運営権者が取得する土地については、地権者等との交渉の結果、用地買収

が失敗するリスクがあることにも留意が必要である。なお、公社が新設 PA 隣接区

域において予定している用地買収が失敗した場合、公社は、合理的な範囲で運営権

者に生じた増加費用及び損害を負担するものとされている（実施方針回答 No. 389、

No. 394、実施契約書案第 64 条第 1 項）。 

また、附帯事業・任意事業で築造した利便施設等については、本事業終了時におい

て公社による買取りが保証されていないことにも留意が必要である（実施契約案別

紙 11 土地賃貸借契約（新設 PA 隣接地域）第 14 条、133 頁参照）。 

(ii) PA 以外の任意事業 

運営権者は、事業区域内において、事前に公社から道路法第 24 条に基づく承認又

は同法第 32 条に基づく許可を得た上で、任意事業を行うことができる（本募集要項

2(5)ウ 2)①、8 頁）。 

運営権者は、公社の承認がない限り、事業区域外において第三者から収入等を得

る事業活動を行ってはならない（本募集要項 2(5)ウ 2)②、9 頁）。他方、前記 1.のと

おり、本事業の一環として、コンソーシアム構成企業や協力企業が事業区域外で地

域活性化等に資する事業を行うことが想定されている（本募集要項 2(5)ウ 2)②、9

頁）。 
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Ⅲ. 事業期間 

 

運営権の存続期間は、運営権設定路線ごとに異なり、それぞれの特措法上の料金徴収

期間の満了をもって終了する（本募集要項 2(3)ア、5 頁）。 も長い知多 4 路線の存続

期間は 2046 年（平成 58 年）3 月 31 日に終了することが予定されている。 

なお、運営権存続期間中において、道路の改築や橋梁の改築更新等の大規模更新が必

要となり、特措法上の料金徴収期間が延長される場合、公社と運営権者との間の協議の

上、実施契約を変更し、運営権存続期間を延長することが想定されている（本募集要項

2(3)イ（5 頁）、実施方針回答 No. 119、No. 120、No. 181、No. 192 等）4。 

他方、料金徴収期間の満了前であっても、運営権設定路線の建設等に要した債務の償

還等が想定より早く完了した場合には、運営権の存続期間が短縮される場合があること

に特に留意が必要である（本募集要項 2(3)ア、5 頁）。かかる短縮が行われる場合とし

ては、例えば、料金収入の増加による公社の増収（後記 IV.2 参照）や、改築業務に係る

工事原価が VE により低減したことによる公社費用の減少により、公社の償還準備金が

想定より早期に積み上がる場合が考えられる（実施方針回答 No. 103、No. 129、No. 131

等）。 

なお、この場合、公社の事由による本事業の終了の場合として、公社は、運営権者に

対して、受領済みの運営権対価のうち残存事業期間分に相当する部分を返還するととも

に、運営権者に通常生ずべき損失を補償するとされている（実施方針回答 No. 130、No. 

174、）。但し、補償される運営権者の逸失利益については 2 年分が上限とされる（実施

契約案第 114 条第 1 項）。 

したがって、運営権者としては、料金収入が計画より一定割合以上増加した場合、そ

れを超える部分の収入は公社に帰属することとなる（後記 IV.2 参照）上、それにより運

営権の存続期間が短縮されることがあり得、さらに、それによる逸失利益が全て補償さ

れない可能性があることに留意が必要である。 

 

Ⅳ. 料金収入 

 

1. 料金の設定 

 

運営権者は、公社が、特措法に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額（公

社が料金割引を実施している場合には、当該割引後の料金の額）を上限として、料

金の額を設定し、これを自らの収入として徴収することができる（本募集要項 2(4)、

5 頁）。すなわち、かかる上限の範囲内であれば、料金の設定については、PFI 法第

                               
4 かかる運営権存続期間の延長は、料金徴収期間の延長に伴い自動的になされるわけではなく、あくま

で両者の協議の上でなされるものとされている（実施方針回答 No. 119）。他方で、運営権者が延長を

拒否することが可能かという質問に対しては、「協議の上、（中略）延長することを前提として想定し

ています。」（実施方針回答 No. 181）とのみ回答している。 
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23 条第 2 項に基づく公社に対する届出のみで行うことができる。 

なお、一部の期間で上記の上限を超える料金の提案については、例えば、混雑す

る時期は料金を上げ、その代わりに閑散時期は料金を下げて年間を通せば道路利用

者の負担増にならない仕組みになっているなど、一定期間を通せば利用者に理解が

得られるような料金体系となっている場合は、あらかじめ議会の議決を経た上で、

公社が国土交通大臣に特措法上の料金の変更に係る許可を申請するとしている（本

募集要項 2(4)、6 頁）。但し、かかる許可が取得できない場合、必ずしも公社事由に

よる許認可の取得の遅延又は不能として公社がリスクを負担する訳ではないことに

留意が必要である（実施方針回答 No. 218 参照）。 

 

2. 収入の帰属 

 
運営権設定路線各線における公社が示す計画料金収入と料金収入実績を比較し

（実施方針回答 No. 505 等）、実績が計画を上回る場合、計画の 106%までの範囲の

収入は運営権者に帰属し、それを超える増収部分は公社に帰属する（本募集要項 2(7)

イ、10 頁）。他方、実績が計画を下回る場合、6%を超える減収部分は、公社が運営

権者に対して補填する5（同上）。すなわち、公社が需要リスクの一部を負担する代

わりに、収益の増加の一部も公社と共有する仕組みとなっている。応募者は、公社

が示す計画料金収入6が妥当か、また、リスク・収益の分担の基準となる 6%という

割合が妥当か、検討する必要がある。 

なお、運営権者の創意工夫によって生じる経費節減による収益は、すべて運営権

者に帰属する（本募集要項 2(7)ア、10 頁）。 

 

Ⅴ. 運営権対価 

 

運営権対価は、当初一括で支払う「運営権対価一時金」と運営期間にわたって毎年度

に支払う「運営権対価分割金」から構成される（本募集要項 2(8)、10 頁）。なお、応募

者が提案する運営権対価の金額及びその内の運営権対価一時金の金額は、それぞれ本募

集要項に示される一定の基準金額以上の金額でなければならない（本募集要項 2(8)、10

頁・11 頁）。 

運営権対価は、設定される運営権ごとに提案が必要である（実施方針回答 No.549、

No.572）。なお、前記Ⅱ.2.記載の通り、知多 4 路線については、まとめて一つの運営権

が設定される。 

なお、運営権者は、運営権対価の他に、公社から示される譲渡対象資産を譲り受ける

こととされており、その譲渡対価を支払う必要がある（本募集要項 2(9)）。また、運営

                               
5 実際には、運営権対価分割金と相殺される（実施方針回答 No. 488）。 
6 計画料金収入は、概ね 10 年ごとを目途に見直しの機会がある（実施契約案第 99 条第 2 項）。また、

競合路線が開設されてから 3 年経過後にも見直しの機会がある（実施契約案第 99 条第 3 項）。 
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権者は、公社が締結している既往契約等のうち本事業の実施に必要なものについて、そ

の契約上の地位を公社から譲り受けるものとされており（本募集要項 2(10)）、当該譲受

後の当該既往契約等に基づく負担についても留意が必要である。 

 

Ⅵ. 応募者の資格 

 

本募集要項 12 頁以下に、応募者の構成、応募企業又は応募グループ（コンソーシア

ム）を構成する企業の参加資格などが規定されている。 

なお、本募集要項では、応募企業又は応募グループを構成する企業に共通する参加資

格において、特措法第 2 条第 4 項に規定する会社7又は当該会社と資本関係を有する者

でないことが要件とされ、これらの者は選定手続に参加することができないものとされ

た（本募集要項 3(2)ウ 5）、14 頁）。 

 

Ⅶ. リスク分担 

 

本募集要項と共に公表された実施契約案において、公社と運営権者とのリスク分担の

詳細が規定されている。以下、特に留意すべきリスク分担の一部について記載する。他

のリスク分担については、本募集要項添付資料 1 及び実施契約案を参照されたい。なお、

需要リスクについては、前記Ⅳ.2 を参照されたい。 

 

(1) 不可抗力リスク 

実施契約案によれば、不可抗力が発生した場合、まず、公社と運営権者との間で

実施契約等の変更や追加費用の負担等について協議することとなっているが、不可

抗力の発生した日から 60 日以内に合意が成立しない場合、実施契約案別紙 14 に記

載される負担割合によるものとされている（実施契約案第 94 条、別紙 14）。 

すなわち、運営権設定対象施設8及び改築業務対象施設については、原因に応じて、

以下のリスク分担が規定されている。 

(i) 暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力による費用負担 

① 当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が軽微な範囲9を超えるも

のであって、かつ、運営権者により予見できず、又はその増加費用の発生の

防止手段を講ずることが合理的に期待できなかったと公社が認める場合：公

社の負担 

                               
7 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社がこれに該当する。 
8 既存 PA の売店等のように事業区域内であっても運営権の対象とならないものは含まれないことに留

意を要する（実施方針回答 No.1259）。 
9 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項（但し、同項第 4 号及び第 5 号を除く。）に定

める災害復旧事業の適用除外規定に該当するもの（実施契約案別紙 14 第 1、2(1)ア）。例えば、都道

府県又は政令市に関しては、工事の費用が 120 万円に満たないもの。 
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② 上記工事等が軽微な範囲の場合その他上記①以外の場合：運営権者の負担 

(ii) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力による費用負担 

① 一定規模以上の災害10の影響を受けた施設を原形に復旧する工事やこれに代

わる必要な施設の工事であって、かつ、運営権者により予見できず、又はそ

の増加費用の発生の防止手段を講ずることが合理的に期待できなかったと公

社が認める場合：公社の負担 

② 一定規模に満たない災害による場合その他上記①以外の場合：運営権者の負

担 

なお、不可抗力により上記以外の附帯事業及び任意事業に係る業務に生じた費用

負担は、運営権者の負担とされている（実施契約案別紙 14 第 3）。 

 

(2) 法令変更リスク 

実施契約案によれば、実施契約締結後に法令等が改正され、又は制定されたこと

により追加費用が発生した場合、まず、公社と運営権者との間で実施契約等の変更

や追加費用の負担等について協議することとなっているが、公布日から 120 日以内

に合意が成立しない場合、以下のリスク分担によるものとされている（実施契約案

第 89 条、別紙 14）。 

① 道路の整備・運営に直接影響を及ぼす法令等の改正又は制定（道路に関する

基準の改正により、資本的支出となる工事を実施する必要が生じた場合を含

む。）であり、かつ、運営権者による増加費用の発生の防止手段を講ずること

が合理的に期待できなかったと公社が認める場合：公社の負担 

② 上記①以外の法令等の改正又は制定の場合：運営権者の負担 

なお、「法令等」には、条例も含まれる（実施契約案別紙 1 第(129)号）。 

 

(3) 既存施設の瑕疵 

実施契約案によれば、運営権者が要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施

した結果、運営開始日において既に存在したものとして発見し、運営開始日から 2 年

以内に公社に対して通知した瑕疵につき、公社は、①自らの費用で補修等を行い、

又は②かかる瑕疵により運営権者に生じる追加費用を負担するものとされている

（実施契約案第 28 条）。 

 

(4) 物価変動のリスク 

各運営権設定路線に係る維持管理・運営業務に必要となる費用について、公社は

一定割合以上の物価上昇リスクを負担するものとされている。具体的には、各年度

の実施契約に定める物価変動指数が、実施契約締結の月の物価指数と比較して、

1.5%を超えて上昇した場合、1.5%を超えて増加した上記費用については、公社が負

                               
10 実施契約案別紙 14 第 1、2(2)ア参照。 



 

 

 
 

ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 
 

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。 

© 2015 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 

担するものとされている（実施契約案第 98 条第 2 項）。逆に、物価が下落した場合

は、上記費用の 1.5%を超える減少分については、公社に帰属するものとされている

（同条第 3 項）。 

 

(5) 競合路線の新規開設等のリスク 

新規開設や無料開放が予定されている競合路線11（予定競合路線）の新規開設や無

料開放による実績料金収入の変動が計画料金収入の変動を超える場合（すなわち、

予想以上に増減した場合）は、増収・減収ともに公社に帰属するものとされている

（実施契約案第 102 条第 1 項、第 103 条第 1 項、別紙 5 第 4）。 

予定競合路線以外の競合路線（予定外競合路線）の供用開始により交通量に大幅

な変動12があり、料金収入が減少した場合、一定の条件により、当該予定外競合路線

の供用開始による減収相当額は公社の負担とされる（実施契約案第 102 条第 2 項、

第 103 条第 2 項、別紙 5 第 4）。 

 

Ⅷ. 今後のスケジュール 

 

本募集要項に示されている今後の主なスケジュールは、以下の通りである。 

 

平成 28 年 1 月 20 日 参加表明書及び第一次審査資料の提出期限 

平成 28 年 2 月中旬 第一次審査結果の通知 

平成 28 年 2 月下旬 

～3 月下旬 

現地見学会 

競争的対話の実施（第 1 回、第 2 回） 

平成 28 年 5 月頃 第二次審査資料の提出期限 

平成 28 年 6 月頃 優先交渉権者の決定及び公表 

平成 28 年 7 月頃 基本協定の締結、運営権の設定 

平成 28 年 8 月頃 実施契約の締結 

平成 28 年 10 月頃 事業の開始 

 

第二次審査参加者との競争的対話の期間が約 1 ヶ月半、回数が 2 回とされており、過

去の空港コンセッション案件と比して短いことから、応募者においては、十分な事前準

備と効率的なデュー・ディリジェンス及び公社との個別面談の実施が必要となる。 

 

                               
11 本実施方針回答 No. 1373 によれば、「競合路線」については、有料道路だけでなく、他の交通網（新

交通やバス等公共交通機関等）の開設も含まれうるかという質問に対し、当該公共交通機関の開設に

より大幅な影響が生じ、かつ合理的に影響が認められる場合は、競合路線リスクとして公社が負担す

ることを想定している旨の回答がなされている。 
12 本実施方針回答 No. 1374 によれば、利用料収入が公社の示す計画料金収入から 6%を超えて推移する

場合を想定しているとのことである。 
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Ⅸ. 結び 

 

本事業は、わが国初の有料道路コンセッション案件である。これまでに公表された募

集要項等を見ると、先行する空港コンセッションと共通する部分も見られるものの、本

稿でご紹介した通り、事業方式、事業範囲、措置法に基づく制約、収益の帰属、リスク

分担など様々な点において違いが見られる。また、今後、実際に選定手続が開始される

と、質問回答、資料開示、競争的対話におけるスタンスにおいて、手続を主催する公共

施設等の管理者等が異なることによる違いが見られる可能性もあり、本事業の選定手続

の進行が今後も注目される。 

 

 

 

文献情報 
 論文     「コンセッション方式を利用した PFI 事業におけるリスク分担に    

ついて(上)」 

掲載誌   NBL 1054 号  

著者    末廣 裕亮  

 

 論文     「コンセッション方式を利用した PFI 事業におけるリスク分担に    

ついて(下)」 

掲載誌   NBL 1056 号  

著者    末廣 裕亮  

 

 論文    「債権譲渡（譲渡制限特約）法制の改正－ABL 実務の観点から－」 

掲載誌   金融法務事情 2024 号 

著者    末廣 裕亮、矢田 悠 (共著) 

 

 論文    「電力小売りビジネスモデルを法律の観点から読み解く」 

掲載誌   月刊エネルギーフォーラム 第 61 巻 729 号 

著者    市村 拓斗  

 

 論文    「新たな「チャイナリスク」となるか～中国環境保護法の改正につ 

いて～」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.9 

著者    湯浅 紀佳、張 文涵 (共著) 

 

 論文    「上場インフラファンドの実務上の問題」 
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掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.27 

著者    尾本 太郎、佐伯 優仁、石橋 誠之、竹岡 裕介 (共著) 

 

NEWS 
 MHM 税理士事務所業務開始のお知らせ 

MHM 税理士事務所は、2015 年 11 月より、正式に業務を開始しております。 

 

MHM 税理士事務所には、森・濱田松本法律事務所（弁護士法人森・濱田松本法律

事務所を含みます。）に所属する弁護士、税理士及び公認会計士が中心となって参

画し、M&A・グループ内再編、事業再生、オーナー系企業の事業承継等に関する

税務サービスを、森・濱田松本法律事務所による法務サービスと一体的に提供し

てまいります。また、これまで法律事務所では提供することが困難であった、税

務デュー・ディリジェンス、税務申告業務といった税務サービスを提供すること

により、ワン・ストップ・サービスを実現いたします。 

 

今後も陣容の拡充に努め、依頼者の皆さまのために 善を尽くす所存です。 

 

 Who's Who Legal: Japan 2015 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Japan 2015 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 14 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 

Corporate Tax 大石 篤史  

M&A 内田 晴康、石綿 学、松村 祐土 

Private Funds 竹野 康造、三浦 健 

 

 Asian-MENA Counsel 誌の Firms of the Year 2015 を受賞しました 

Pacific Business Press 発行の Asian-MENA Counsel 誌による  "In-House 

Community Firms of the Year 2015" において、当事務所は Banking and Finance、

Projects and Project Financing、Telecommunications, Media & Technology の分野

において、日本を代表する法律事務所に選ばれました。また、Most Responsive 

Domestic Firm of the year, Japan において Honorable Mentions に選ばれました。 

タイにおいては、提携関係を有している Chandler & Thong-ek 法律事務所が

Banking and Finance、Energy and Natural Resources、Projects and Project 
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Financing、Most Responsive Domestic Firm of the year, Thailand の分野において、

タイを代表する法律事務所に選ばれました。Compliance/Regulatory、Employment、

Intellectual Property において Honorable Mentions に選ばれております。 

 

 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2016 The Guide to Asia-Pacific's   

Leading Domestic Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2016 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms に

て、当事務所は Recommended firms として紹介され、9 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。 

 

＜分野＞ 

・Banking & Finance 

・Capital Markets 

・Competition & Antitrust 

・Construction & Real Estate 

・Corporate/M&A 

・Dispute Resolution 

・Insurance 

・Intellectual Property 

・Restructuring & Insolvency 

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

内田 晴康、松田 政行、石黒 徹、佐藤 正謙、三浦 健、三好 豊、石綿 学、大石 

篤史、小澤 絵里子、小林 卓泰、藤津 康彦、石川 直樹、鈴木 克昌 

 
 IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2016 にて高い評価を得ました 

IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2016 で、当事務所は下記の分野でトッ

プグループにランキングされました。また、各分野における Leading Lawyers と

して当事務所の弁護士 15 名が選ばれました。詳細は IFLR1000 のウェブサイトを

ご覧ください。 

＜分野＞ 

・Banking 

・Capital Markets：Debt and equity 

・Capital Markets：Structured finance and securitisation 

・Corporate and M&A 

・Project finance 
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＜Leading Lawyers に選ばれた弁護士＞ 

Banking 石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、諏訪 昇、小林 卓泰、武川 丈士 

Capital Markets：Debt and equity 石黒 徹、安部 健介、鈴木 克昌、トニー・グ

ランディ 

Capital Markets：Structured finance and securitisation 佐藤 正謙、諏訪 昇、小

林 卓泰 

Corporate and M&A 内田 晴康、河井 聡、桑原 聡子、棚橋 元、石綿 学、大石 

篤史、松村 祐土 

Project finance 小林 卓泰、武川 丈士 

 

 Legal500 にて高い評価を得ました  

The Legal500 Asia Pacific 2016 にて、当事務所は下記の分野で上位グループにラ

ンキングされました。また、各分野における leading individuals として当事務所の

弁護士 15 名が選ばれました。 

詳細は Legal500 のウェブサイトに掲載されております。 

＜分野＞ 

・Antitrust and competition law 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Construction 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Intellectual property 

・Labour and employment 

・Projects and energy 

・Real estate 

・Restructuring and insolvency 

・Structured finance/securitisation 

・Tax 

・TMT 

＜Leading Individuals に選ばれた弁護士＞ 

石黒 徹 (Banking and finance, Capital markets) 

桑原 聡子 (Banking and finance, Corporate/M&A) 

佐藤 正謙 (Banking and finance, Real estate, Structured finance/securitisation) 

中村 聡 (Capital markets) 

藤原 総一郎 (Restructuring and insolvency) 

高谷 知佐子 (Labour and employment) 
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石綿 学 (Corporate/M&A) 

大石 篤史 (Tax) 

小澤 絵里子 (Real estate) 

小林 卓泰 (Construction) 

関戸 麦 (Dispute resolution) 

飛松 純一 (Dispute resolution, Restructuring and insolvency) 

武川 丈士 (Projects and energy) 

鈴木 克昌 (Capital Markets) 

宇都宮 秀樹 (Antitrust and competition law) 

（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 


