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通商プラクティス
当事務所は、外国でビジネスを行う日本企業が現地政 府から不当な扱い
を受けた場 合や、不公正な方法によりもたらされる輸入品によって日本国内
の産 業が 損 害を受けた場 合に、投 資 協定、WTO協定 等を有 効に活 用し
てクライアントの皆様の利益を保護できるよう、通商法に関する豊富な知識
を有する弁護士を中心とした通商プラクティスグループを組 成しております。
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グローバル時代における通商法の重要性
アジア・新興国をはじめとする、日本企業の活発な外国への進出に伴い、企業が現
地の特殊な法制や行政権の行使に悩まされる事例が増加しています。従来、これらの
投資や貿易に伴う障壁は新興国ビジネスにつきものであり、いわゆる
「現地リスク」
とし
て、たとえ日本企業に不利なものであっても受け入れるしかないと考えられがちでした。
しかし、実はこれらの障壁には、投資協定やWTO協定等の通商法の活用により解決
が可能なものが数多く含まれています。海外進出を行う日本企業にとっては、WTO
協定や、TPP11をはじめとする各種EPA
（経済連携協定）
・FTA
（自由貿易協定）
を、相
手国政府との間の交渉手段や紛争解決手段として活用するという視点を持つことが、
今後より一層重要になると考えられます。
当事務所では、通商法に関する豊富な実務経験及び専門的知識に加え、海外に進
出するクライアントの皆様を長年にわたりサポートさせていただいてきた実績と、隣接
する各法分野の専門家との連携に基づき、通商問題について実効的かつ効率的なサ
ポートをご提供できる体制を整えております。
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投資協定の活用

Practice

世界では約3,300もの投資協定
（二国間投資協定
（BIT）
や、EPA・FTAに含まれる
投資章をいいます。
）が締結されており、51本の投資関連協定を発行済又は署名済で
あり、78の国・地域をカバーしています（2020年6月現在）
。また、2016年2月に署名
されたTPPに代わり、2018年12月にTPP11が、2019年2月に日EU・EPAがそれぞれ
発効したほか、日英間の新たな通商協定も合意に至りつつあるなど、今後もわが国が
当事者となる投資協定の数は増加することが見込まれます。
一般的な投資協定には、相手国の投資家に対する最恵国待遇、内国民待遇、公正
衡平待遇、特定措置の履行
（現地調達義務など）
要求の禁止、収用に対する補償といっ
た締約国の義務が定められています。そして、日本と投資協定を締約している国にお
いて日本企業が投資活動を行う場合には、投資受入国との交渉において、投資協定中
のこれらの規定を活用することが考えられます。たとえば、投資受入国の国内法によっ
て外資規制が課せられている場合であっても、その外資規制が日本と投資受入国との
間の投資協定に違反するものであれば、その投資協定を材料として現地政府との間で
有利に折衝を進められる可能性があるといえます。
当事務所では、日本企業によるアジアを中心とする新興国への投資活動を長きにわ
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たりサポートしてきた経験を踏まえ、投資受入国との間において投資協定の内容を十
分に活かせるようなアドバイスをご提供いたします。

投資協定仲裁による紛争解決
投資協定には、通常、投資協定に関する投資家と投資受入国との紛争を仲裁に付
託できる旨の規定が置かれています。この場合、投資受入国が投資家に対して投資協
定に違反する措置を行ったときは、投資家は、投資受入国を直接相手取って仲裁を申
し立てることができ、そこで下された仲裁判断は投資受入国を拘束することになり
ます。
このような投資協定仲裁の件数は近年急増しており、グローバル化時代の新たな紛
争解決方法として注目を集めています。
当事務所では、これまでに培った国際的な商事仲裁及び訴訟等に関するノウハウ
や、海外法律事務所等とのネットワークを活かして、投資協定仲裁の申立てから紛争解
決に至るまでのクライアントの皆様の活動をサポートいたします。
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アンチダンピング税・補助金相殺関税
EPA、FTA、投資協定等の増加により、関税等の貿易障壁は減少しており、その結
果として今後、国内市場には従来より安価な輸入品が流入することになるものと考えら
れます。その中には、輸出国の国内向けの商品より安い価格が設定されたり、補助金
の交付を受けたりした結果、不当に安い価格でわが国に輸出されているものが含まれ
ている可能性があります。
WTO協定の締約国は、このようにダンピングや補助金の交付を受けた商品に対
し、
アンチダンピング税や補助金相殺関税といった特殊な関税を課すことができます。
そこで、わが国の生産者にとっては、このような不公正な方法により輸入される商品
について、国に事情を報告し、アンチダンピング税や補助金相殺関税の発動を促すこ
とが、重要な自衛手段の一つとなります。
他方、わが国からの輸出品に対して、外国政府からアンチダンピング税や補助金相
殺関税の矛先が向けられるリスクもあります。この場合、調査対象となった日本企業は、
相手国政府からの膨大な質問調査に短期間で対応する必要に迫られます。また、実
際にはダンピング等が行われていないにもかかわらず、アンチダンピング税等が課され
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てしまった場合には、わが国と相手国の紛争としてWTO紛争解決制度を用いて解決
を図ることも効果的といえます。この場合、企業は紛争の当事者とはならないものの、
審理の過程で国から協力を求められることとなるため、専門家によるリーガルアドバイ
スが重要となる場面は少なくありません。
当事務所では、アンチダンピング税や補助金相殺関税などのWTOルールに専門
的な知識を有する弁護士が、不公正な輸入品に利益を害される国内生産者の立場の
方、及び外国で不当な関税にさらされている輸出者の立場の方のいずれに対しても、最
適なアドバイスをご提供できるよう、
日々研鑽を積んでおります。

貿易管理･投資規制に関する助言
米国と中国との間の貿易摩擦、日本と韓国との間の政治的・外交的な緊張関係、英・
米国とイラン等との間の緊張関係等の各種要因から、安全保障貿易管理・外国投資規
制に関する各国の規制はめまぐるしく変化しており、国際的な事業活動を行う企業に
とってこれらの多様な規制の正確な理解と遵守は喫緊の課題となっています。これら
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の規制は多くの場合、極めて複雑かつ技巧的であり、しかも各国ごとに内容が大きく異
なっているうえに、遵守を怠った場合には非常に厳しい制裁を受けることも少なくありま
せん。また、外為法上の対内直接投資等に関する規制が2019年に大きく改正され、
M&Aに際しても対内直接投資等に関する事前届出制度にかかる検討を行うことが不
可欠となっています。
当事務所では、外為法を中心とした日本における安全保障貿易管理及び直接投資
規制等に関する助言はもちろんのこと、米国・欧州その他各国の貿易管理・投資規制に
関しても、
これまでに培った各国における当該分野に精通した法律事務所・弁護士等と
の密接なネットワークを活用することによって、多様な法規制に関して迅速にアドバイス
ができる体制を整えており、クライアントの皆様の国際的な事業活動及び投資活動を
サポートしています。
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隣接分野の専門家との連携による
総合的なサポート
これまでにご紹介した投資協定やWTO協定といった通商ルールは、あくまで海外
に進出する際に利用できるツールの一部にすぎません。具体的に採るべき方法を検
討するにあたっては、他の法制度も考慮した総合的な戦略を構築することが求められ
ます。当事務所では、これまでに、アジアプラクティスグループ、国際紛争プラクティス
グループ、競争法／独占禁止法プラクティスグループ、税務プラクティスグループ等、通
商と隣接する分野のプラクティスグループが、海外進出時のストラクチャリング・契約交
渉・紛争解決等につき幅広いアドバイスをご提供してまいりました。通商プラクティスグ
ループの活動にあたっては、これらの隣接分野における専門家と緊密な連携をとりなが
ら、海外に進出されるクライアントの皆様に対し実際的かつ効果的なリーガルアドバイ
スをご提供させていただくことが可能であると自負しております。
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通商プラクティスグループ
主要メンバーのご紹介
通商プラクティスグループでは、実務経験豊かなメンバーが、定期的に意見交
換を行い、最先端の実務の動向や、案件を通じて蓄積されたノウハウの共有を
図っております。本プラクティスグループの主なメンバーをご紹介いたします。
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Satoshi Kawai / Partner
国内外のM&A取引や訴訟・仲裁等の紛争解決手続、並び
に、日本企業の海外進出や外国企業の日本参入に関連する
国際取引・通商等に関連する法律相談を主要取扱業務分
野とする。著書として、
『最新タイのビジネス法務』
（商事
法務 2017年、共著）
、
『金融紛争解決とADR』
（弘文堂
2013年、共著）
、
『社会インフラとしての新しい信託』
（弘文

河井

聡

Satoshi Kawai
パートナー
1989年 弁護士登録
第一東京弁護士会所属
1996年 ニューヨーク州弁護士登録

堂 2010年、共著）
、
『実務相談 株式会社法（補遺）
』
（商事
法務 2004年、共著）
、論文として、
「投資協定仲裁制度
（ISDS）
をめぐる議論に関する報告書」
（日本弁護士連合
会 2013年、共著）
、
「Poison Pill in Japan」
（Columbia
Business Law Review Vol.2004、2004年）等、著書・

【経歴】
1987年 東京大学法学部卒業
1995年 コロンビア大学ロースクール修了
1995年 Clear y, Gottlieb, Steen & Hamilton法 律 事 務 所
（ニューヨークオフィス）
にて執務
1996年 Nomura Securities International, Inc.（ニューヨーク
オフィス）
にて執務
（～1997年）
2004年 東北大学法科大学院非常勤講師
（～2015年）
2004年 YKK株式会社社外監査役就任
（～現在）
2013年 日本弁護士連合会ADRセンター副委員長
（～現在）
2014年 一般社団法人日本ADR協会理事
（～現在）
2016年 公益社団法人日本仲裁人協会理事
（～現在）
2017年 Chandler MHM Limited
（森･濱田松本法律事務所 バンコク
オフィス）
代表
（～2019年）

論文多数。

tel. 03-5223-7734

s atoshi.kawai@mhm-global.com

Shigehiko Ishimoto / Partner
中国、台湾、韓国、ベトナム等アジア地域のクロスボーダー
案件（M&A等の投資、仲裁等の国際紛争、独禁法対応、
不動産投資等）
とともに、安全保障貿易管理等の輸出規制、
経済制裁等の通商問題にも幅広く対応。2014年からは、
経済産業省産業構造審議会不公正貿易政策・措置調査小
委員会委員として、我が国の通商貿易政策の検討と不公正

石本 茂彦

Shigehiko Ishimoto
パートナー
1994年 弁護士登録
第一東京弁護士会所属
2001年 ニューヨーク州弁護士登録
ニューヨーク州弁護士会所属

貿易白書の編纂にも関与。2002年から2010年まで当事
務所北京オフィス、2015年からは同上海オフィスの首席代
表を務める。Chambers GlobalのCorporate/M&A部
門及びThe Best Lawyers in JapanのCorporate and
M&A Law部門において例年高評価を得ている。
『ガイダ

【経歴】
1992年 東京大学法学部卒業
1999年 中国対外経済貿易大学国際経済ビジネス実務課程修了
2000年 ニューヨーク大学ロースクール修了
2000年 Hughes Hubbard & Reed法律事務所（ニューヨーク
オフィス）
にて執務
2005年 日本弁護士連合会国際交流委員会幹事
（～2016年）
2009年 東京大学法科大学院 非常勤講師
（～現在）
2012年 華南国際経済貿易仲裁委員会
（深圳国際仲裁院）
仲裁人
（～現在）
2013年 第一東京弁護士会国際交流委員会委員
（～現在）
2014年 日本弁護士連合会国際業務推進センター委員
（～現在）
2014年 経済産業省産業構造審議会不公正貿易政策・措置
調査小委員会委員
（～現在）

ンス インバウンド・観光法』
（商事法務 2019年、共著）
、
『入

2015年 森・濱田松本法律事務所 上海オフィス 首席代表就任

門 中国法
［第2版］
』
（弘文堂 2019年、共著）
、
「
「国家安全」

2016年 日本弁護士連合会国際交流委員会委員
（～現在）

と技術・情報の国外移転」
（日中経協ジャーナル No.308、
2019年）
等、著書・論文多数。

tel. 03-5223-7736

2017年 IPBA
（環太平洋法曹協会）APEC委員会議長
（～現在）
2020年 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長
（～現在）

s higehiko.ishimoto@mhm-global.com
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Takuya Eguchi / Co-representative of Osaka Office / Representative of HCMC Office
1995年に当事務所入所以来一貫して中国・アジア業務に
従事する。特に、1998年から2001年まで北京事務所に駐
在し、日本企業の中国ビジネスに関して全般的にアドバイス
する。また、米国留学・研修後に、タイ及びベトナムの現地
法律事務所にて研修し、日本に帰国後は日本企業の中国及
びアジアにおける投資、M&A、事業再編、ジョイントベン

江口 拓哉

Takuya Eguchi
パートナー
大阪オフィス共同代表
ホーチミンオフィス代表

チャー、各種取引契約、コンプライアンス防止／違反対応、
アジア各国における裁判・仲裁等の紛争等について現地弁
護士と共同して全般的にサポートする。また、通商法関連業
務としては、中国及びインドにおけるアンチダンピング、アジ
ア各国との間の投資協定に関する業務に与している。
日本経済新聞の
「2018年企業法務・弁護士調査」
国際経済

1995年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2004年 ニューヨーク州弁護士登録
ニューヨーク州弁護士会所属

法・通商分野にて高い評価を得、The Best Lawyers in

【経歴】
1990年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1998年 森綜合法律事務所
（北京オフィス）
にて執務
（～2001年）
2002年 ワシントン大学ロースクール修了
2002年 Arnold & Porter法律事務所（ワシントンDCオフィス）にて
執務
（～2003年）
2003年 International Legal Counselors Thailand法律事務所
（バンコクオフィス）
にて執務
2004年 VILAF-Hong Duc法律事務所
（ハノイオフィス）
にて執務
2010年 森･濱田松本法律事務所 北京オフィス首席代表就任
（～2013年）
2014年 弁護士法人森・濱田松本法律事務所 大阪オフィス
共同代表就任
2018年 森･濱田松本法律事務所 ホーチミンオフィス
（Mori Hamada
& Matsumoto HCMC Branch）
代表就任
2020年 神戸大学大学院法学研究科 非常勤講師就任

Japan（The 11th Edition）の「International Business
Transactions」
及び
「Trade Law」
部門に選ばれる。

2014年 大阪弁護士会所属
2018年 ベトナム外国弁護士登録

tel. +84-28-3622-2601（ホーチミン）06-6377-9402（大阪）03-5223-7745（東京） takuya.eguchi@mhm-global.com

Kenji Ito / Partner
通商法及び競争法案件全般を幅広く取り扱っている。各
国におけるアンチダンピング課税・相殺関税調査その他の
国際通商案件に係る相談、国内外の企業結合規制に関わ
る法的アドバイス、流通・販売戦略、共同研究開発、ライセ
ンス取引、コンプライアンス・プログラムの策定・実施等に

【経歴】
1995年 京都大学法学部卒業
2002年 ジョージタウン大学ローセンター（LL.M.）
修了
2002年 Morgan Lewis & Bockius法律事務所（ワシントンDC
オフィス）
の独禁法部門にて執務
（～2003年）
2003年 公正取引委員会事務総局官房にて執務
（～2005年）

関する相談に従事するほか、競争法と通商法が交錯する

伊藤 憲二
Kenji Ito

パートナー

諸問題にも積極的に取り組んでいる。公務員時代の経験
を活かし、国際通商事件や国際カルテル事件を含む当局
調査対応、行政処分に対する不服審査・訴訟対応等にも
従事している。

1997年 弁護士登録
2003年 ニューヨーク州弁護士登録
2005年 再登録
第二東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8515

k
 enji.ito@mhm-global.com
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Atsushi Oishi / Partner
税務、M&A及びアジア関連業務を主要取扱業務とする。 【経歴】
日本企業のアジア進出時のサポート（投資ストラクチャーの
策定、税務リスクの分析等）
や、クロスボーダーの組織再編・
M&Aを幅広く取り扱っている。関税法事案に関する経験
も豊富である。Chambers Global、Chambers AsiaPacific、Chambers High Net Worth、IFLR1000、

大石 篤史
Atsushi Oishi
パートナー

PLC Which lawyer?、The Best Lawyers in Japan、
Asialaw Profiles、The Legal 500、Tax Directors
Handbook、日本経済新聞「企業法務・弁護士調査」/税
務部門
（企業が選ぶ弁護士ランキング）
等、受賞歴多数。
「外
国政府の不当な課税措置への対抗手段」
（月刊国際税務

1998年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2004年 ニューヨーク州弁護士登録
2006年 税理士登録
（2015年再登録）
東京税理士会所属

1996年 東京大学法学部卒業
2003年 ニューヨーク大学ロースクール修了
2003年 Weil, Gotshal & Manges法律事務 所（ニューヨーク
オフィス）
にて執務
（～2004年）
2007年 経済産業省
「MBO取引等に関するタスクフォース」
メンバー
2013年 経済産 業省「タックスヘイブン対 策 税制及び無 形資産に
関する研究会」
委員
2016年 早稲田大学「国際ファミリービジネス総合研究所」
招聘研究員
（〜現在）
2018年 公益社団法人日本証券アナリスト協会「PB職業倫理等審査
委員会」
委員
（～現在）
2018年 公益社団法人日本証券アナリスト協会「PB教育委員会」委員
（～現在）

Vol.36、2016年、共著）
、
『税務・法務を統合したM&A
戦略
［第2版］
』
（中央経済社 2015年、共著）
、
「三角合併を
利用した本社の海外移転
［上］
［下］
（旬刊商事法務
」
2011年）
等、著書・論文多数。

2018年 経営革新等支援機関認定

tel. 03-5223-7767

a
 tsushi.oishi@mhm-global.com

Mugi Sekido / Partner
日本の裁判所における豊富な経験を軸としつつ、海外訴訟、 【経歴】
国際仲裁等の多様な紛争解決手続に対応する。対象分野
は、国際金融・投資に関する紛争において特に多くの実績を
有するものの、これに限らず、継続的取引、不動産、独禁法
等多岐に及ぶ。Chambers Global、Chambers AsiaPacific、Legal 500という3つの主要リーガルメディアにお

関戸

麦

Mugi Sekido
パートナー

1998年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2005年 ニュ－ヨーク州弁護士登録

いて、Dispute Resolution分野で全てランクインを果たし

1996年 東京大学法学部卒業
2004年 シカゴ大学ロースクール修了
2004年 Fulbright & Jaworski法律事務所（現Norton Rose
Fulbright US法律事務所）
（ヒューストンオフィス）にて執務
（～2005年）
（～2019年）
2007年 東京地方裁判所民事訴訟の運営に関する懇談会委員
2012年 第二東 京弁護士会 司法制度調査 会 訴訟法部会部会長
（～2018年）

ている、日本で数少ない弁護士の一人。著作としては、
「日

（～現在）
2013年 The Dispute Resolution Board Foundation会員

本企業のための国際仲裁対策（1）～（72・完）
」
（商事法務

2016年 日本仲裁人協会事務局次長
（～現在）

ポータル 2016年～2018年）
、
「ノルウェー輸出金融公社サ
ムライ債東京地裁判決の検討」
（金融法務事情 1996号、
2014年、共著）
、
『日本企業のための米国民事訴訟対策』

2016年 日本弁護士連合会民事裁判手続に関する委員会副委員長
（～2018年）
2018年 英国仲裁人協会
（CIArb）
会員
（～現在）

（商事法務 2010年）等多数。ICC、SIAC等による国際仲
裁のセミナーにも数多く登壇する。

tel. 03-5223-7759

m
 ugi.sekido@mhm-global.com
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Takeshi Mukawa / Co-representative of Singapore Office ／ Co-representative of Yangon Office
シンガポールオフィス共同代表とヤンゴンオフィス共同代表
を兼務し、日本企業の東南アジア地域及び南アジア地域
への投資案件及びそのストラクチャリングに従事している。
日本企業のアジア地域に対する投資のストラクチャリング
及び実行済み投資権益の保護のために投資協定を活用す
ることについて豊富な経 験を有している。Legal 500、

武川 丈士

Takeshi Mukawa
パートナー
シンガポールオフィス共同代表
兼 ヤンゴンオフィス共同代表

IFLR1000、The Best Lawyers in Japanなど でプ ロ

【経歴】
1996年 東京大学農学部卒業
2002年 カリフォルニア大学デービス校ロースクール修了
2002年 Morgan, Lewis & Bockius法律事務所（ニューヨーク
オフィス）
にて執務
（～2003年）
2003年 三井物産株式会社法務部に出向
（～2004年）
2012年 森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィス共同代表就任
2014年 森・濱田松本法律事務所 ヤンゴンオフィス代表就任

ジェクト・エネルギー、不動産及び環境の各分野で受賞歴
あり。著作として
「日緬投資協定を企業はいかに活用すべき
か〜ミャンマー外国投資法制を踏まえた検討」
（NBL 1029
号、2014年）
等。

1998年 弁護士登録
東京弁護士会所属
2006年 カリフォルニア州弁護士登録
2012年 シンガポール外国法弁護士登録

tel. +65-6593-9752（シンガポール） +95-1-255135（ヤンゴン）03-5223-7763（東京） takeshi.mukawa@mhm-global.com

Kana Manabe / Co-representative of Yangon Office
国内外の幅広い分野における紛争及びコンプライアンス案
件等を15年以上手掛けている。2015年1月より森・濱田松
本法律事務所シンガポール及びヤンゴンオフィスにて、アジ
アにおける紛争・コンプライアンス案件を担当しており、アジ
アにおける投資協定の活用等に関するアドバイスも行って
いる。

眞鍋 佳奈
Kana Manabe
パートナー
ヤンゴンオフィス共同代表
シンガポールオフィスパートナー

主な著書・論文として、
『企業危機・不祥事対応の法務
［第2

【経歴】
1995年 アーマンドハマーユナイテッドワールドカレッジ卒業
1999年 京都大学法学部卒業
2001年 京都大学大学院法学研究科修士課程修了
2006年 ミシガン大学ロースクール修了
2006年 Kirkland & Ellis法律事務所（ロサンゼルスオフィス）にて
執務
（～2007年）
2007年 国際協力機構
（JICA）
のカンボジア法制度整備支援
プロジェクト法律アドバイザー（～2008年）

版］
』
（商事法務 2018年、共著）
、
『ミャンマー法務最前線－

2014年 森・濱田松本法律事務所 ヤンゴンオフィス共同代表就任

理論と実務［第2版］
』
（商事法務 2017年、共著）
、
『外国

2015年 シンガポール国際商事裁判所
（Singapore International

公 務員 贈賄 規制と実 務 対応－海 外進出企 業のための

Commercial Court）
の外国法弁護士として登録

グローバルコンプライアンス』
（商事法務 2014年、共著）
、
「Enforcement of Foreign Judgments in Japan｣

2002年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2007年 ニューヨーク州弁護士登録
ニューヨーク州弁護士会所属

（ALB 2014年）
、｢アジア諸国の民事訴訟制度～消費者対
応をふまえて～｣（ビジネス法務 Vol.14 No.2,6,8、2014年、
共著）
、ほか多数。

2014年 シンガポール外国法弁護士登録

tel. +65-6593-9762（シンガポール）+95-1-255137（ヤンゴン）03-5220-1829（東京） k ana.manabe@mhm-global.com
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Hideaki Umetsu / Partner
日本企業による海外進出やクロスボーダーのM&A、海外コ
ンプライアンス対応、通商・安全保障貿易管理等を主要取
扱業務とする。通商分野の中でも、特に安全保障貿易管理・

Hideaki Umetsu
パートナー
2004年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2010年 ニューヨーク州弁護士登録

2003年 東京大学法学部卒業
2006年 経済産業省経済産業政策局産業組織課に出向（課長補佐）
（信託法、会社法、M&A等担当）
（～2007年）

経済制裁等のトレードコンプライアンスの分野における助言

2009年 シカゴ大学ロースクール
（LL.M.）
修了

実績が豊富である。また、アセアン諸国や中南米各国等の

2009年 Dav is Polk & Wa rdwell法 律 事務 所（ニューヨーク

新興各国における案件に多くの経験を有し、投資協定・経済

梅津 英明

【経歴】

連携協定等にも詳しい。主な著作として、
「米国輸出管理規
則（EAR）をめぐる最新動向中国及び中国企業向けの直近
の改正を中心に」
（森・濱田松本法律事務所ニュースレター
2020年）
、
「安全保障貿易管理・外国投資規制の最新動向
－韓国・ファーウェイ・イラン等を対象とする規制動向を

オフィス及び東京オフィス）
にて執務
（～2010年）
2011年 成蹊大学法学部非常勤講師
（～2014年）
2012年 日本弁護士連合会・国際活動に関する協議会幹事
（～現在）
2015年 中小企業基盤整備機構
「海外リスクマネジメント研究会」
委員
2016年 IBA（International Bar Association・国際法曹協会）
アジア太洋州議会役員
（～現在）
2017年 経済産業省「平成29年度気候変動適応効果可視化事業温
暖化適応ビジネスガイドブック作成に係る専門家会合」
委員

中心に－」
（同ニュースレター 2019年）
、講演として、
『The

2019年 IBA（国際法曹協会）主催 国際会議「6th AsiaPacific

Historic Iran Sanctions Deal - Reducing Risk for

Regiona l For um Biennia l Conference:Unif ied

Asian Business』
（IPBA 2016年4月）
等多数。

Asia」
共同議長
2020年 国際法曹協会
（IBA）
アジア大洋州議会 副議長
（～現任）
2020年 日本弁護士連合会 国際活動に関する協議会 委員
（～現在）

tel. 03-6212-8347

h
 ideaki.umetsu@mhm-global.com

Hiroyuki Kurihara / Partner
主要取扱業務は税務、M&A、コーポレートファイナンス、 【経歴】
企業法務一般。税務ではM&A取引等のプランニング、事
業承継、税務調査等の争訟対応に従事。米国のスタン
フォード大学ロースクールを卒業後、ニューヨーク大学ロー
スクールで国際租税の見識を深める。同大学にてFlora S.
and Jacob L.Newman Award受賞。通商関係の論文

栗原 宏幸

Hiroyuki Kurihara
パートナー
2008年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2016年 ニューヨーク州弁護士登録

として、
「日本におけるアンチダンピング制度及びその近時
の運用と今後の展望－インドネシア産カットシート事案調査

2005年 東京大学法学部卒業
2007年 東京大学法科大学院修了
2011年 東京大学法科大学院非常勤講師
（民法）
（〜2013年）
2015年 スタンフォード大 学ロースクール（LL.M. in Corporate
Governance & Practice）
修了
2016年 ニューヨーク大 学ロースクール（LL.M. in International
Taxation）
修了
2016年 Weil, Gotshal & Manges法律事務 所（ニューヨーク
オフィス）
にて執務

報告書の分析を通じて－」
（NBL 2014年、共著）がある。
そのほか主な著書・論文に、
『Q&A タックスヘイブン対策
税制の実務と対応
［初版］
』
（税務経理協会 2019年、共著）
、
『M&A法大系
［初版］
』
（有斐閣 2015年、共著）
などがある。

日本証券アナリスト協会
登録
検定会員
（CMA®）
2017年 税理士登録
東京税理士会所属

tel. 03-6266-8727

h
 iroyuki.kurihara@mhm-global.com
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Yusuke Takamiya / Partner
通商法案件を多く取り扱う米系法律事務所での研修経験
も踏まえ、アンチダンピング関税やセーフガード案件、外為
法やOFAC規制などの経済制裁対応などを取り扱ってお
り、外為法やCFIUS関連規制等国内外の直接投資の規制
についても知見を有する。アンチダンピング関税やセーフ
ガード案件については、当局者、研究者、実務家からなる貿

高宮 雄介

Yusuke Takamiya
パートナー
2008年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2017年 ニューヨーク州弁護士登録
ニューヨーク州弁護士会所属

易救済判例研究会のメンバーとして種々の事例について
知見を蓄積しているほか、直近においては、米国政権の新
政策を踏まえ、企業からの安全保障貿易管理関係の相談
に関し、他企業の状況を踏まえた助言を提供している。
通商関係の近年の論文として、
「[NAFTA]強光沢紙に対

【経歴】
2005年 東京大学法学部卒業
2007年 東京大学法科大学院修了
2015年 ニューヨーク大学ロースクール Eleanor M. Fox教授の研究
助手として国際競争法に関する調査研究に従事
（〜2016年）
2016年 ニューヨーク大学ロースクール
（LL.M.）
修了
2016年 Gibson, Dunn & Crutcher法 律 事 務 所（ワシントンDC
オフィス）
にて執務
（〜2017年）
2017年 ロンドン大学キングス・カレッジ校ロースクール（ヨーロッパ
競争法課程
（PG Diploma）
）
修了
2017年 米国連邦取引委員会にて執務
（〜2019年）
2017年 公正取引委員会競争政策研究センター客員研究員
2018年 経済産業省経済産業研究所
「グローバル化・イノベーションと
競争政策プロジェクト」
メンバー（～2019年）

する相殺関税に係る二国間パネル審査 ～ In the matter
of Supercalendered Paper from Canada ～」
（国際
商事法務 Vol.47 No.6、2019年）
がある。

tel. 03-6266-8744

y
 usuke.takamiya@mhm-global.com

Kunio Miyaoka / Associate
通商法と紛争解決全般を取り扱う。通商法については、当
該分野の「最高裁」に相当する世界貿易機関（WTO）上級
委員会に勤務し
（日本人では唯一）
、エアバス・ボーイング紛
争、豪州のたばこ規制を巡る紛争などの重要事件担当法務
官として上級委員への法的助言及び判決草案作成等を行
う。また、経済産業省への出向時には、
日本が参加した多数

宮岡 邦生

Kunio Miyaoka
アソシエイト
2008年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2014年 ニューヨーク州弁護士登録

のWTO紛争案件において、法的戦略の立案、政府意見書
の作成 及びWTOにおける口頭 弁論を担当した。特に

【経歴】
2004年 東京大学工学部卒業
2007年 東京大学法科大学院修了
2013年 コロンビア大学ロースクール
（LL.M.）
修了
2013年 Tan Kok Quan Partnership法律事務所（シンガポール）
にて執務
（仲裁、訴訟業務）
2014年 シンガポール国際仲裁センター（SIAC）
にて執務
2014年 経済産業省 通商政策局 参事官補佐（WTO紛争解決手続
を担当）
（～2016年）
2017年 世界貿易機関
（WTO）
上級委員会事務局 法務官
（～2020年）

GATT、AD、補助金、TBT協定、SPS協定、TRIPS協定、
農業協定、政府調達、貿易管理等に豊富な知見を有する。
主な論文として「WTO体制下での『法の支配』の復活は可
能か～上級委員会危機の本質と打開策に関する一考察」
（国際商事法務 Vol.48 No.7、2020年）
など。日本国際経
済法学会会員、独立行政法人経済産業研究所プロジェクト
メンバー、
日弁連国際業務推進センター幹事。

tel. 03-6266-8738

k
 unio.miyaoka@mhm-global.com
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Hiroki Habuka / Associate
クロスボーダーのM&A案件を中心に、各種M&A取引、 【経歴】
税務調査対応、会社更生、ファイナンス等の案件を取り扱
う。WTO事務局において、中国のアンチダンピング税制、
補助金相殺関税制等の分析に関与した経験を有する。金
融庁に出向中は、日EU経済連携協定の交渉に従事した。

2008年 東京大学法学部卒業
2010年 東京大学法科大学院修了
2011年 WTO
（世界貿易機関）
にて執務
2015年 金融庁総務企画局企業開示課に出向
2017年 スタンフォード大学ロースクール（LL.M. in International
Economic Law, Business & Policy, フルブライト奨学生）

現在、経済産業省に出向しており、デジタル・プラット

羽深 宏樹

Hiroki Habuka
アソシエイト
2012年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2019年 ニューヨーク州弁護士登録

フォームを巡る法整備等を担当。主な著作として、
「The
P r o m i s e a nd Pote nt i a l of O n l i ne D i s pute
Resolution in Japan」
（International Journal of

修了
2017年 McDermott Will & Emery法律事務所
（パリオフィス）
にて
執務
2018年 経済産業省商務情報政策局情報経済課に出向

Online Dispute Resolution 2017年、共著）
、
『アジア
新興国のM&A法制
［第2版］
』
（商事法務 2016年、共著）
、
「日本におけるアンチダンピング制度及びその近時の運用
と今後の展望－インドネシア産カットシート事案調査報告
書の分析を通じて－」
（NBL 2014年、共著）
がある。

tel. 03-6266-8964

h
 iroki.habuka@mhm-global.com

Yusuke Hatakeyama / Associate
外務省国際法局経済条約課・社会条約官室、同省経済局
国際経済紛争処理室において弁護士兼外交官として勤務
した経験等を通じて、通商関連条約の戦略的活用や国際
紛争処理業務等に関する専門的知見と実務経験を有す
る。通商法分野の著作として、
「日米貿易協定の関税譲許
及び原産地規則」
（国際商事法務 Vol.48 No.7、2020年）
、

畠山 佑介

Yusuke Hatakeyama
アソシエイト
2013年 弁護士登録
東京弁護士会所属
2017年 シンガポール外国法弁護士登録

「日系企業の海外ビジネス環境改善に向けた経済連携協定
の戦略的活用」
（国際商事法務 Vol.47 No.11、2019年）
、
「原産地規制の新潮流：TPP11協定と日EU・EPA」
（国際

【経歴】
2007年 ブリュッセル自由大学大学院
2008年 国際基督教大学教養学部卒業
2011年 東京大学法科大学院修了
2014年 東京弁護士会国際委員会委員
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（～2017年）
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商事法務 Vol.47 No.5、2019年）
、
「日本とASEAN諸国
との間のEPA」
、
「日EU経済連携協定の原産地規則」
（い
ず れ もThomson Reuters Tax & Accounting Blog、
2018年）
等、多数。また、
日本EU学会
（2019年7月）
、国際取
引法学会（2020年9月）等において、通商法関連の学会報
告・セミナー講師活動も行っている。

tel. +65-6593-9764（シンガポール）

y
 usuke.hatakeyama@mhm-global.com

M ORI H AMADA & M ATSUMOTO
- 14 -

M ORI H AMADA & M ATSUMOTO

森・濱田松本法律事務所 広報
mhm_info@mhm-global.com
tel.03-6212-8330
www.mhmjapan.com

©2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

202010

