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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 10 月号（第 10 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「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」を改訂 
 

特許庁は、2014 年 10 月 1 日、「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」の改訂版を公表し

ました。「事業戦略対応まとめ審査」（「まとめ審査」）は、特許庁が企業の事業展開を支援す

ることを目的として 2013 年 4 月より実施している制度で、出願人の申請に基づき、事業に必

要な知的財産（特許、意匠、商標）を分野横断的に、必要なタイミングで権利化することを可

能とする制度です。 

近年、複数の企業が一つの事業を協同して行うケースが増えていますが、まとめ審査は、こ

れまでは同一の出願人からの出願のみを対象としていました。そこで、まとめ審査の要件を

緩和するため、「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」が見直され、①申請者の要件の緩和

（同一事業の中に位置付けられる特許等からなる出願群であれば、複数の出願人が一つの

まとめ審査を申請できるようになった）、②申請可能案件の拡大（既に審査に着手されたもの

についても、まとめ審査を申請できるようになった）、③申請案件の差し替え時期の緩和（まと
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め審査の申請書提出後でも、スケジュールの調整が行われるまでは、出願の追加及び差し

替えができるようになった）等の改訂が行われました。 

こうした改訂により、まとめ審査の利用の拡大が期待されます。 

 

＜参考資料＞ 

特許庁「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」（平成 26 年 10 月 1 日改訂） 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/matome_sinsa/matome.pdf 
 
 

 
 

 

 

3. 競争法／独禁法：中国当局、完成車メーカー及び販売代理店に対し、独

禁法違反による処罰を実施 
 

2014 年 9 月 11 日、中国の競争当局は、完成車の販売及びメンテナンスの価格等に関する

独禁法違反を理由に、フォルクスワーゲンの関連会社及び販売代理店に対し、計 2 億 7,854

万元（約 46milUSD）の過料に、クライスラーの関連会社及び販売代理店に対し、計 3,382 万

元（約 5.5milUSD）の過料に、それぞれ処することを公表しました。 

認定された違反行為は、細部は異なるものの、いずれも、完成車メーカーについては販売

代理店による再販売価格に制約を課していたこと（独禁法 14 条の独占合意（再販売価格維

持））、販売代理店については他の販売代理店との間で車両のメンテナンス価格等を統一す

る合意をしていたこと（独禁法 13 条の独占合意（競争者間の合意））、と共通しています。 

中国の競争当局は、他の完成車メーカーに関しても独禁法違反の疑いで調査を行っている

ほか、IT 関連企業に対しても独禁法違反の疑いで調査を行っていることを公表しています。

中国における独禁法の解釈・運用には依然として不透明な点も多いものの、類似の案件につ

いては同様の判断に至っていることも窺われるため、中国における事業活動と独禁法との関

係については、経験のある専門家を交えて慎重に分析・検討をすることが望まれます。 

 

 

 
 
 
 
4. エネルギー・インフラ：インフラファンド導入のための投信法施行令等の

改正 
 

2014 年 9 月 3 日、投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正が施行され、投資
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信託及び投資法人が主として投資対象とすることができる資産である「特定資産」に、再生可

能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権が追加されました。また、これに先立って、

2014 年 8 月 29 日には、今回の改正に関するパブリックコメントの結果が金融庁から公表さ

れ、例えば、EPC 業者への委託により開発型の再生可能エネルギー案件への取組みも可能

であることが明らかにされました。 

投資法人及び投資信託は、昨年 5 月に公表された東京証券取引所の上場インフラ市場研

究会報告書でも上場インフラファンドの組成形態の一つとして挙げられており、将来、今回新

たに追加された資産に主に投資する、投資法人又は投資信託の形態によるインフラファンド

の組成が期待されます。 

しかし、特定資産に追加されたインフラ資産の種類が限定的であり、また、本改正に合わせ

て改正される投資法人等の導管性要件に関する租税特別措置法施行令等においては、原則

として、再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権以外の特定資産を総資産の

50%超とする必要があるとの要件が追加されている（例外として、2017 年 3 月 31 日までに再

生可能エネルギー発電設備を取得した投資法人で、投資口を上場又は公募し、かつ、規約

上、同設備の運用方法が賃貸のみである旨の記載があるものは、10 年間に限り、公共施設

等運営権以外の特定資産を総資産の 50%超とすることで足りるものとされています。）ため、

インフラファンドの組成上の制約となりえます。 

引き続き、インフラファンド組成の促進に向けた取組みが望まれます。 

 

 

 
 
 

 

 

 
5. 労働法：労働者派遣法改正法案、第 187 回臨時国会に提出される 

 

2014 年 9 月 29 日、政府は、労働者派遣法改正法案について第 187 回臨時国会に提出し

ました。これは、第186回通常国会で同改正法案が審議未了により廃案となったことを受けた

ものです。 

この労働者派遣法改正法案においては、特定労働者派遣事業を廃止すること（すべての労

働者派遣事業を許可制とする）や、労働者派遣の期間制限について、いわゆる「26 業務」を

廃止したうえで、派遣労働者個人単位の期間制限（派遣労働者が同一部署において勤務で

きる期間は3 年間を上限とする）及び事業所単位の期間制限（事業所が派遣労働者を受け入

れることができる期間は原則として 3 年間を上限とする）ことが盛り込まれています。施行期

日は平成 27 年 4 月 1 日が予定されています。 

同改正が行われた場合現在の労働者派遣のあり方は大きく異なることとなることから、今後

の審議の行方には注意が必要です。 
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6. 会社法：会社法改正に伴う経過措置等について 
 

改正会社法は、2015 年 4 月又は 5 月を目途の施行が予定されていますが、今回は、改正

に伴う経過措置等のうち、実務的に重要と思われるものをご紹介します。 

① 社外取締役及び社外監査役の社外要件について、改正法施行の際、現に現行法上の

社外取締役又は社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、

施行後 初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、現行法の

要件が適用されます（改正法附則 4 条）。このため、既に社外取締役を置く 6 月総会の

会社の場合、改正法の社外要件を満たさない者（例えば、親会社の関係者）であっても、

現行法の要件さえ満たしていれば、2016 年 6 月開催の定時株主総会終結の時までは、

社外要件を満たしているものとして扱われます。なお、同附則は、人単位ではなく会社

単位で適用されますので、既に社外取締役を置く会社が、2015 年 6 月開催の定時株

主総会で、別の候補者を社外取締役として選任する場合であっても、当該社外取締役

については現行法の要件のみが適用されることに注意が必要です。但し、改正法施行

の際、社外監査役は置くが社外取締役を置いていない会社が施行後に社外取締役を

選任する場合には、当該附則は適用されない（当該社外取締役の社外要件は、現行法

ではなく改正法により判断される）ことにも注意が必要です。 

② 6 月総会の会社で一定の要件を満たすものが、2015 年 3 月末の時点で社外取締役を

置いていない場合には、同年 6 月開催の定時株主総会において、社外取締役を置くこ

とが相当でない理由を説明する必要があります（改正法 327 条の 2）。但し、当該会社

が、当該定時株主総会において、社外取締役を選任する場合には、比較的簡潔な説明

でも足りると解されています。 

③ 3 月総会の会社が、施行前（2015 年 3 月開催）の定時株主総会において、施行を条件

に、監査等委員会設置会社への移行や責任限定契約の締結対象の変更等に関する

定款変更を行うことは可能です。 
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7. 一般民事：「組織における内部不正防止ガイドライン」の改訂版公開 
 

経済産業省においては、近時相次いで発生している内部不正（個人情報を扱う従業員又は

業務委託先の不正行為）による機密情報の漏えい事案を受け、独立行政法人情報処理推進

機構（IPA）と協力し、同様の事案の発生を防ぐための組織における対策の検討が進められて

いました。 

IPA は、従前より企業等の組織が内部不正対策を整備するためのガイドラインとしてまとめ

ている「組織における内部不正防止ガイドライン」を公表していましたが、今般の上記経済産

業省との検討を踏まえて、2014 年 9 月 26 日、同ガイドラインの改訂版の公開を行いました。 

http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140926001/20140926001.html 

今回の改訂のポイントは、①経営層によるリーダーシップの強化、②情報システム管理運

用の委託における監督強化、③高度化する情報通信技術への対応 の 3 点です。 

企業は、同ガイドライン改訂版の内容も参考にしつつ、一層の情報セキュリティ対策の強化

に取り組むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：米国商務省経済分析局、対内直接投資に係る報告義務を復活 
 

2014 年 8 月 2 日、米国商務省経済分析局（BEA）は、米国向けの対内直接投資に係る投

資時の報告義務を復活する旨の規則改正を公表しました。当該報告義務は2009年に削除さ

れていましたが、このたび、対象となる取引の範囲等を変更した上で報告義務が復活しました

（2014 年 9 月 15 日付で施行）。 

報告の対象となる取引は、（i）外国投資家による米国事業体への直接投資（10%以上の議

決権の取得）、（ii）外国親会社の既存の米国関連会社（10%以上の議決権を保有される会

社）による新規の法主体の設立、米国事業の拡大又は米国事業体の取得等です。なお、取

得価格が 300 万米ドル以下の場合は、上記報告義務の適用が除外されますが、適用除外に

係る報告が必要となる点に留意が必要です。 

報告の期限は、取得の完了、新たな法主体の設立、事業の拡張の開始等のそれぞれ 45

日以内とされており、それぞれのフォームに所定の情報を記入して提出することとなります。 

上記規制に違反した場合、差止の対象となるとともに、2,500 米ドル以上 25,000 米ドル以

下の民事罰が定められており、また、故意の違反の場合は、10,000 米ドル以下の罰金若しく

は 1 年以下の禁錮又はこれらの併科が刑事罰として定められています。 

日本企業による米国における M&A では多くの場合に上記報告義務が生じると考えられる

ため、手続きを失念しないよう留意する必要があります。 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー： 
東証が「エクイティ・ファイナンスの品質向上に向けて」、自

主規制法人が「新株予約権証券の上場制度の見直しにつ

いて」をそれぞれ公表 
 

東京証券取引所は、2014 年 9 月 3 日、「新株予約権証券の上場制度の見直しについて」

を公表しました（「本発表」）。本発表では、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 年間において経常利益の額

が正である事業年度があり、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を、上場基準とすることが明らかにされております。 

また、日本取引所自主規制法人は、2014 年 10 月 1 日、「エクイティ・ファイナンスのプリン

シプル」（「本プリンシプル」）を公表しました。本プリンシプルでは、エクイティ・ファイナンスが、

①企業価値の向上に資すること、②既存株主の利益を不当に損なわないこと、③市場の公

正性・信頼性への疑いを生じさせないこと、及び④適時・適切な情報開示により透明性を確保

することを求めております。 

本発表及び本プリンシプルが上場会社により遵守されることにより、日本の市場におけるフ

ァイナンスの品質がさらに向上することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

10. 税務：東京地裁 税務署職員の発言は公的見解の表示に当たらず 
 

東京地裁は、2014 年 7 月 18 日、税務署の税務調査担当官らが納税者の税務処理の誤り

を発見したものの、更正の処分はせずに今回は行政指導にとどめる旨の発言をし、修正申告

を勧奨したため、納税者がこれに応じたところ、その後、当該税務処理の誤りに関して更正処

分等がなされたため、納税者が修正申告した税額を超える税額等に係る取消請求等をした

事案について、納税者敗訴の判決を言い渡しました。 

納税者側は、①税務調査担当官が修正申告を勧奨しこれに応じたことで税務署長との和解
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が成立した、②税務調査担当官らの発言を納税者が信頼したにもかかわらずされた更正処

分等は信義則ないし禁反言の法理に反して違法であると主張しました。これに対し、裁判所

は、①納税義務の内容等は法律が定めるものであるから課税庁は法律の根拠なしに租税の

減免等をすることはできず、仮に納税義務の内容等に和解ないし合意をしたとしても納税義

務の内容等に変わりはないこと、②納税者の信頼の対象となる公的見解の表示であるという

ためには税務署長その他の責任ある立場にある者による正式の見解の表示を要するところ、

税務調査担当官らの発言は公的見解の表示に当たらず、信義則ないし禁反言の法理に反し

ないと判断しました。 

本事案のように修正申告の勧奨に応じたとしても後に更正処分がなされることもあるため、

安易に税務署の指摘に妥協して修正申告の勧奨に応じるのではなく、税務署の指摘事項が

正当なものであるかを専門家と協力して検討することが望ましいといえます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. 中国・アジア：インドネシアにおける言語法に関する近時の動向について 
 

契約書におけるインドネシア語の使用強制―ジャカルタ高裁が西ジャカルタ地裁の判断を維

持― 
 
インドネシアにおいては、国旗、国語、国の紋章及び国歌に関する法律（2009 年法 24 号、

「言語法」）31 条 1 項が、インドネシアの州、政府機関、私企業又はインドネシア人を一方の当

事者とする契約や覚書は、インドネシア語で締結されなければならないと定めています。イン

ドネシア語での締結がなされなかった場合の法的効果等は、言語法施行規則が定められて

いなかったこと等から不明確であり、実務上、クロスボーダーの商取引等の契約については、

インドネシア語版を作成せず、「同条の施行規則が施行された場合には速やかにインドネシ

ア語版を準備する」旨の規定を置く等の対応をする例も少なくない状況でした。 

この点、2013 年 6 月に、西ジャカルタ地方裁判所は、インドネシアの借入人が外国の貸付

人との間で英文でのみ締結したローン契約について、同条に従いインドネシア語版が作成さ

れていないことを含む諸々の事情を考慮し、同契約を無効とする判決（「地裁判決」）を下しま

した。そして、この地裁判決については控訴がなされ、その動向が注視されていたところ、

2014 年 5 月、ジャカルタ高等裁判所は、地裁判決を法的に正当なものとして是認する判断

（「高裁判決」）を下しました。 

仮に高裁判決がこのまま確定したとしても、インドネシアでは、日本と同様、裁判所は従前
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の裁判例には拘束されずに独自の判断ができるとされており、また 高裁判所の判決でもな

いことから、今後地裁判決・高裁判決と異なる判断が下される可能性もあります。但し、いず

れにしても、高裁判決により、外国語のみで契約を締結した場合に契約の有効性が争われる

実務上のリスクはより高まったと考えられることから、契約締結当事者の関係性等諸般の事

情に鑑みてかかるリスクを考慮する必要がないような特別な場合を除き、英語とインドネシア

語の両言語での契約の締結が望ましいと考えられます。 

なお、高裁判決後の 2014 年 7 月に、言語法の施行規則（2014 年政令 57 号）が漸く制定さ

れましたが、当該施行規則においては、いまだ契約書の使用言語に関する詳細な規定は定

められていません。 

 

外国人労働者のインドネシア語能力要件 

 

上記の言語法施行規則 20 条において、外国人労働者は、言語促進・向上委員会の提言に

基づき教育省が制定する一定の基準を満たすインドネシア語の能力を有していなければなら

ないことが新たに定められました。従前も、外国人労働者について、インドネシア語の能力を

要求する労働移住大臣規則はあったものの、それらの規則が抽象的に「インドネシア語でコミ

ュニケーションできること」を求めていたに過ぎないことに照らすと、より高いインドネシア語の

能力が求められることを想定しているようにも考えられます。また、当該基準を満たさない外

国人労働者は、かかるインドネシア語の能力を取得するための語学研修に参加しなければな

らないものとされています。現地で日本人を就労させるにあたり、当該規制の今後の運用の

動向を注視する必要があります。 
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12. 新興国：成立後 1 年が経過したブラジル腐敗防止法 
 

ブラジルでは、2013 年 8 月 1 日に腐敗防止法（Brazilian Anti-Corruption Act. 2013 年 8

月 1 日法 12846 号）が成立、2014 年 1 月 29 日に施行され、同法の成立から約 1 年、施行

から約半年が経過しました。ブラジルにおける公務員への贈賄規制としては、従前から刑法

（Brazilian Penal Code. 1940 年 12 月 7 日法 2848 号）が存在しましたが、刑法が自然人に

対する刑事責任を定めるのに対し、腐敗防止法では公務員への贈賄行為に関与した法人が

適用対象とされ、また、その親会社等にも連帯責任が生じることとされました。このほか、腐

敗防止法では、高額の制裁金・違反事実の公表を含む厳しい制裁が定められた一方で、リー

ニエンシー制度が導入されたことに関しても注目を集めました。 

また、ブラジル腐敗防止法では、行政処分の決定に際して内部統制システム等の整備状況

が考慮されるとの規定が設けられたため、日本企業においてもブラジル現地子会社における

内部統制システムを整備することが重要課題となっています。この点、かかる内部統制システ

ム等の整備状況に関する評価基準が連邦政府により策定・公表される予定となっていました

が、現時点ではいまだ公表されていません。そのため、ひとまず米国や英国等の腐敗防止法

制に対応して策定された内部統制システムを利用して整備することが考えられ、実際にその

ような対応を行っているブラジル日系企業もあるようですが、引き続き上記の評価基準の動

向に留意し、今後、連邦政府から当該基準が公表された場合には、速やかに当該基準に合

わせるための対応を行うことが必要となります。 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『グローバル法務戦略セミナー（第 1 回 ブラジル投資・進出に際し

   ての法的留意点）』 

開催日時  2014 年 10 月 8 日（水） 14:00～17:00 

講師    梅津 英明、今仲 翔 

主催    一般社団法人経団連事業サービス 
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 セミナー  『シンガポール地域統括会社の構築及び活用の法務・税務上の留意点

   ～アジアにおける法務・Ｍ＆Ａ戦略を交えて～』 

開催日時  2014 年 10 月 10 日（金） 13:30～16:30 

講師    関口 健一 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『最新ネット・エンタメビジネスと著作権問題』 

開催日時  2014 年 10 月 15 日（水） 14:00～16:00 

講師    池村 聡 

主催    新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『会社法改正の総括と今後の実務上の課題～改正会社法の施行前後の

   対応を視野に入れて～』 

開催日時  2014 年 10 月 16 日（木） 9:30～12:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『役員セミナー「取締役の職務と責任～改正会社法等を踏まえて～』 

開催日時  2014 年 10 月 20 日（月） 13:30～16:30 

講師    野村 修也 

主催    株式会社商事法務  

 

 セミナー  『独立社外役員に関する規律の整理と実務対応～社外取締役の導入促

   進論との向きあい方～』 

開催日時  2014 年 10 月 20 日（月） 14:00～17:00 

講師    石井 裕介 

主催    経営調査研究会  

 

 セミナー  『BtoC ビジネスを巡る法規制の最新動向の徹底解説～債権法改正要

   綱仮案、消費者契約法の改正動向、景表法の改正動向（課徴金導入）、

   個人情報保護法の改正動向～』 

開催日時  2014 年 10 月 20 日（月） 13:30～16:30 

講師    足立 格 

主催    金融財務研究会 
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 セミナー  『インドネシアにおける法務リスク管理～労務・贈収賄・訴訟・仲裁

   を中心に駐在経験弁護士が解説～』 

開催日時  2014 年 10 月 22 日（水） 13:00～16:00 

講師    田中 光江、竹内 哲 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『取締役会評価の時代 ガバナンスの形式から実効性の時代へ』 

開催日時  2014 年 10 月 28 日（火） 13:50～16:20 

講師    石黒 徹 

主催    株式会社ビジネス・フォーラム 

 

 セミナー  『CYBERDYNE にみる議決権種類株式上場の実務と展望』 

開催日時  2014 年 10 月 30 日（木） 15:30～17:00 

講師    戸嶋 浩二 

主催    公益財団法人資本市場研究会 

 

 セミナー  『～近年の整備・執行状況と具体的な事例を通して学ぶ～ 中国独禁

   法に関する最新動向と日本企業の対応ポイント』 

開催日時  2014 年 10 月 30 日（木） 14:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『ベトナムビジネス法務最前線 ～現地駐在弁護士の視点～』 

開催日時  2014 年 10 月 30 日（木） 14:00～16:45 

講師    山口 健次郎、石本 茂彦 

主催    宝印刷株式会社 

 
 

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

 本   『あるべき私的整理手続の実務』 

出版社   民事法研究会 

著者   井上 愛朗（共著） 

 

 本   『金融商品取引法コンメンタール 2』 

出版社   株式会社商事法務 

著者   池田 和世（共著）、白川 剛士（共著） 
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 本   『民法判例集 担保物権・債権総論〔第 3 版〕』 

出版社   有斐閣 

著者   内田 貴 （共著） 

 

 論文   「平成 26 年改正金商法等の解説（4・完） 市場の信頼性確保に関す

   る見直し｣ 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2042 

著者   樋口 彰 

 

 論文   「株式を対価とする外国企業との M&A の実務（上）－「クロスボー

   ダー合併」の新展開－｣ 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2044 

著者   大石 篤史 

 

 論文   「速報｢民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案｣決定」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.11 

著者   青山 大樹 

 

 論文   「社外役員のバランスを見直すにあたっての検討ポイント」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 2014 年 9 月号 

著者   石井 裕介 

 

 論文   「司法取引制度の導入と企業の不祥事対応」 

掲載誌   月刊監査役 No. 632 

著者   松井 秀樹 

 

 論文   「<企業法務>中国改正商標法の施行と実務への影響」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol. 26 No. 10 

著者   小野寺 良文 

 

 論文   「中国の企業情報公示制度の概要と影響」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1392 

著者   孫 彦 

 

 論文   「知財マネジメントと標準化の活用（6）標準特許紛争から考える 

標準・知財と競争法の関係－欧州委員会決定から今後の展望まで」 

掲載誌   特許ニュース No.13801 

著者   池田 毅 
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NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 内田 貴 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 9 月 1 日付で、内田 貴 東京大学名誉教授を客員弁護士として迎

えました。 

内田弁護士は、長年、東京大学大学院法学政治学研究科において、民法及び隣接法の

教育研究に従事され、数多くの研究成果を残された後、法務省経済関係民刑基本法整

備推進本部参与等として、債権法改正の検討において中心的な役割を果たしてこられま

した。 

内田弁護士の参画により、当事務所は、来年に予定される民法改正も踏まえ、さらに充

実したリーガルサービスをご提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 難波 孝一 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 10 月 1 日付で、難波 孝一 弁護士を客員弁護士として迎えまし

た。 

難波弁護士は、本年 8 月に東京高等裁判所部総括判事を定年退官されるまでの間、東

京地方裁判所の通常部、労働部、商事部、保全部の部総括判事を務める等、裁判実務

の第一線で数多くの事件に携わってこられました。 

難波弁護士の参画により、当事務所は、企業関係の裁判において、さらに充実したリー

ガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 Asian-MENA Counsel 誌の Firms of the Year 2014 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 2014” において、当事務所は Anti-trust/Competition 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 、 Alternative 

Investment Funds （including private equity）、Capital Markets、Corporate and M&A、

及び Insurance の分野において Honorable Mentions に選ばれました。 

 

 ALB Asia M&A Rankings 2014 にて高い評価を得ました 

ALB（Asian Legal Business）2014 年 9 月号の特集記事「Asia M&A Rankings 2014」 

にて、当事務所は日本の法律事務所として Tier 1 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 


