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Ⅰ. はじめに 
 

本年 7月 8日、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律（以

下「本改正法」という。）が国会で成立した。本改正法により、構造改革特別区域法（以

下「特区法」という。）に、地方道路公社が設置する有料道路のコンセッションを可能

とするための道路整備特別措置法及び PFI 法1の特例（以下「本特例」という。）が追加

された。なお、本改正法のうち上記に関連する部分は、本年 8 月 3 日に施行された。ま

た、本年 7 月 31 日には、関連する政令2、国交省令3及び内閣府令4の改正が公布され、

これらも本年 8 月 3 日に施行された。 

有料道路のコンセッションについては、愛知県が、愛知県道路公社が管理する有料道

路のコンセッション（以下「本事業」という。）について検討を進めてきており、本法律

の成立を受けて、本事業の実現に向けた作業を進める意向を示している。本改正法の成

立を受けて、7 月 31 日には、名古屋と東京において、愛知県知事による愛知有料道路

コンセッション事業のプロモーションが開催された。また、8 月上旬には、愛知県道路

公社による同公社の実施している業務の説明会が開催された。 

本項では、本改正法による本特例の内容と愛知県による本事業への取組みを紹介する。 

 

                               
1 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。） 
2
  構造改革特別区域法施行令（以下「政令」という。）

 

3  国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則（以下「国交省令」という。）
 

4  内閣府関係構造改革特別区域法施行規則（以下「内閣府令」という。）
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Ⅱ. 構造改革特区法による道路整備特別措置法及び PFI 法の特例 
 

1. コンセッション方式 
 

本改正法による本特例では、いわゆるコンセッション方式により地方道路公社が設

置する有料道路を民間事業者が運営することを可能としている。 

コンセッション方式とは、PFI 法の平成 23 年改正により新たに導入された制度で、

民間事業者が、公共施設等の管理者等（以下「管理者等」という。）である公的主体

から設定を受けた PFI 法上の公共施設等運営権5（以下「運営権」という。）に基づき、

公共施設等の運営を実施する方式による PFI 事業をいう。運営権の設定を受けた民間

事業者（以下「運営権者」という。）は、自ら利用料金を決定し、利用料金を自己の

収入として収受することができる。また、運営権は、「みなし物権」とされ、譲渡や

抵当権の設定が可能であり、減価償却の対象となる。 

なお、コンセッション方式の対象としては、事業収入を（管理者等からの）サービ

ス購入料ではなく（利用者からの）利用料金に依拠する、独立採算型の PFI 事業が主

に想定されている。 

 
〔コンセッション方式による PFI 事業〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 特例の必要性 
 

PFI 法のコンセッションに関する規定は、それ自体として各公共施設等の民間事業

者による運営を可能とするものではなく、各公共施設等の設置、管理及び運営につい

て規定する個別法（いわゆる公物管理法）の解釈・運用（場合によっては改正）によ

                               
5  

公共施設等について、運営及び維持管理並びにこれらに関する企画、また国民に対するサービスの提

供を行い、利用料金を自己の収入として収受する事業（PFI 法第 2 条第 6 項に規定される「公共施設

等運営事業」）を実施する権利（PFI 法第 2 条第 7 項）をいう。
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り民間事業者による運営が許容される場合にのみ、運営権の設定を可能とするもので

ある。 

そして、道路に関しては、わが国の道路法制の基本的な考え方として、道路は無料

で一般交通の用に供されるのが原則とされ（道路無料公開の原則）、料金を徴収でき

るのは道路法又は道路整備特別措置法に定める場合に限られている。したがって、こ

れらの法律上、運営権者が料金を徴収することはできない。 

また、道路整備措置法に基づく有料道路等についても、料金の徴収は、道路の新設

又は改築に要する費用を償還するためにのみ、一定の料金徴収期間において例外的に

認められるにすぎない。したがって、仮に道路整備措置法において運営権者が有料道

路の管理者として料金を徴収することを認めたとしても、運営権者は、料金に自らの

利潤となるべき部分を含めることができず、料金徴収期間が終了した後は料金を無料

としなければならない。 

したがって、道路に関しては、これらの点について法制的な手当てがなされなけれ

ば、コンセッション方式によって民間事業者による運営を実施することができないと

指摘されてきた。 

 

3. 本特例の概要 
 

上記の状況に対し、本改正法は、特区法に、地方道路公社が設置する有料道路のコ

ンセッションの実施、とりわけ、運営権者による利用料金の徴収を可能とするための

道路整備特別措置法及び PFI 法の特例を追加するものである。 

 

(1) 利用料金及び料金徴収期間 

まず、地方公共団体が、コンセッションの実施の必要性について内閣総理大臣の

認定を受けたときは、その地方道路公社は、有料道路のコンセッションを実施した

場合、道路整備特別措置法の規定にかかわらず、運営権者に当該有料道路の運営事

業に係る利用料金を自らの収入として収受させることができるものとされている

（特区法第 28 条の 3 第 1 項）。 

ただし、利用料金の設定については、運営権者は、実施方針に従うのみならず、

地方道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で利用

料金を設定しなければならないものとされている（特区法第 28 条の 3 第 4 項・PFI

法第 23 条第 2 項）。そして、利用料金の上限に係る国土交通大臣の認可の基準（特

区法第 28 条の 3 第 6 項、政令第 5 条第 1 項、第 3 項ないし第 5 項等）は、道路整

備特別措置法の下で償還主義の考え方に基づき設定されていた料金の基準（道路整

備特別措置法第 10 条第 3 項第 2 号、第 23 条、道路整備特別措置法施行令第 6 条、

第 7 条等）と基本的には同様である。したがって、後述するように、運営権者に対

するインセンティブは、料金設定自体ではなく、交通量増加による増収から与えら
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れることとなるものと思われる。 

次に、料金徴収期間についても、国土交通大臣の認可制とされており（特区法第

28 条の 3 第 5 項）、その基準（特区法第 28 条の 3 第 6 項、政令第 5 条第 2 項）は、

道路整備特別措置法の下での基準（道路整備特別措置法第 23 条第 3 項、第 4 項、道

路整備特別措置法施行令第 10 条等）と基本的に同様である。 

 

(2) 運営権対価（コンセッション・フィー） 

コンセッションを実施する地方道路公社は、運営権者から運営権の設定の対価を

徴収しなければならない（特区法第 28 条の 3 第 10 項）。運営権の対価の設定は、

国土交通大臣の認可制とされており（同条第 11 項）、認定の条件として、運営権の

対価の額は、それと地方道路公社の収入を合わせて、地方道路公社が負担する道路

の管理費用をカバーするものでなければならないとされている（同条第 12 条）。 

したがって、民間事業者の選定手続では、この点も踏まえて、最低提案価格が設定

されるものと思われる。 

 
Ⅲ. 愛知県による有料道路コンセッションの検討 
 

1. 経緯 
 

愛知県は、平成 23 年 2 月に大村知事が就任して以来、愛知県道路公社が管理する

有料道路について、民間事業者による運営の実施を検討してきた。 

まず、平成 24 年 2 月、愛知県は、国に対して、構造改革特別区域に係る特例措置

により、民間事業者による有料道路の運営を認めることを提案した。これに対し、国

土交通省は、検討を進めるとしつつも、「構造改革特別区域として実現するためには、

構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすことを整理する必要があ

る」として、「まず県において提案事項についての具体的内容を示すよう」求めた6。

これを受けて、愛知県では、「民間事業者による有料道路の運営に関する検討会」を

設置し、事業スキーム、料金設定や料金徴収期間など更に検討を要する事項、民間経

営による経済的社会的効果などについて検討し、平成 24 年 12 月には、検討結果をま

とめた報告書を公表した。そして、平成 25 年 5 月、愛知県知事は、国土交通大臣に

対して、「民間事業者による有料道路事業の運営の実現について」と題する提案を提

出した。 

その後、愛知県は、国土交通省と協議しつつ、検討を進めてきたものの、平成 26

年 3 月、国家戦略特区の選定においては、本事業を実現するための特例は認められな

かった。 

                               
6 愛知県・民間事業者による有料道路の運営に関する検討会「民間事業者による有料道路の運営に関す

る検討会 報告書」（平成 24 年 12 月 27 日）1 頁 
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しかし、平成 26 年 4 月 23 日、愛知県は、「有料道路コンセッションに関する基本

的考え方（案）」を公表し、同年 6 月 30 日までパブリックコメントの募集を行った。 

そして、平成 26 年 5 月、構造改革特別区域において講じるべき規制の特例措置と

して「民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能とするため、公共施設等運営

権を有する民間事業者に料金徴収権限を付与する等の道路整備特別措置法の特例を

設けることとする。」という政府の対応方針が示され、これを受けて、本改正法が国

会に提出され、前記の通り、本年 7 月に成立した。 

 

2. 想定される有料道路コンセッションの条件・仕組み 
 

愛知県の有料道路コンセッションにおいて想定される条件・仕組みについては、ま

ず、愛知県が平成 26 年 4 月 23 日に公表した「有料道路コンセッションに関する基

本的考え方（案）」（以下「基本的考え方」という。）がある。これは、本事業の具体

的な事業スキーム等の当時の案を取りまとめたものであり、当時における実施方針の

素案ともいうべきものである。 

また、本改正法の成立を受けて本年 7 月 31 日に実施された愛知県知事によるプロ

モーション（以下「知事プロモーション」という。）において、本事業の仕組みの概

要の案が説明された。 

以下、これらを基に、愛知県の有料道路コンセッションにおいて現時点で想定され

る条件・仕組みについて概説する。 

 

(1) 事業方式・対象路線 

まず、事業方式としては、いわゆるコンセッション方式を採用し、愛知県道路公

社（以下「公社」という。）が、民間事業者に対して、公社が道路整備特別措置法に

基づき管理する有料道路 10路線のうち 8路線についてPFI法に基づく公共施設等運

営権を付与することが想定されている7。 

 

(2) 事業期間 

本事業の事業期間は、料金徴収期間の範囲内で設定される。 

なお、基本的考え方では、インターチェンジ等の新たな設備等の整備や既存の施

設の大規模更新が必要な場合は、運営権の設定に先立ち、公社が国土交通大臣の認

可を受けて料金の徴収期間を延長しておく案が示されている8。但し、かかる新たな

設備等の整備や既存の施設の大規模更新は、（コンセッションと併せて事業者を公

募・選定するものの）コンセッションとは別の事業として実施することが想定され

ている。 

                               
7 

基本的考え方 1 頁から 2 頁まで
 

8 
基本的考え方 2 頁から 3 頁まで
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 (3) 利用料金の収受と費用負担、運営権者に対するインセンティブ 

運営権者が料金を徴収し、自らの収入として収受することができる点や、料金の

設定については、前記の通りである。 

そして、基本的考え方は、運営権者による運営の結果生じる増収や経費節減等の

収支差（プラス）については運営権者に帰属させるとしている9。これらの収益のい

かなる部分（又は全部）を運営権者に帰属させることとするか、今後の更なる検討

が待たれる。 

 

(4) 業務の範囲 

基本的考え方は、運営権者が行う施設の運営及び維持管理に関する業務として、

対象路線の維持、修繕、料金収受等や交通管理、さらに附帯事業として、パーキン

グエリア等の駐車場、食堂、売店等における営業、維持修繕や渋滞・交通規制等の

情報提供などを挙げている。 

なお、基本的考え方は、運営権者自身は事業区域外で事業活動を行ってはならな

いが、本事業の目的は、沿線開発を含めた地域経済の活性化であることから、応募

企業やその関連会社等が、提案に基づき事業区域外において任意で事業を行うこと

は認められるとしている10。この点は、知事プロモーションでも、応募企業やその関

連会社等による沿線開発等の提案を期待するとされていた。なお、実際の民間事業

者の選定にあたって、かかる提案をどのように審査するかが、今後の検討課題とな

るように思われる。 

 

(5) 運営権の対価 

運営権の設定の対価は、その総額の一定割合を当初に支払い、残額を運営権の存

続期間にわたり分割で支払うことが想定されている11。また、最低提案価格もあらか

じめ設定されることが想定されている12。 

 

(6) 職員の派遣等 

基本的考え方は、公社は、事業開始から一定期間、本事業に関連する職務の経験

を有する職員等を運営権者に派遣等を行うとしている13。今後、その職種や人数が検

討課題となろう。 

 

                               
9 

基本的考え方 3 頁
 

10 
基本的考え方 4 頁から 5 頁まで

 

11 
基本的考え方 3 頁

 

12 
基本的考え方 4 頁

 

13 
基本的考え方 5 頁
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(7) 公社と運営権者の業務分担 

基本的考え方14や本改正法からは、以下のような公社と運営権者の業務分担が想定

される。今後、募集要項等において詳細が示されるものと思われる。 

 

（公社） 

① 国土交通大臣の認可等の手続 

② 県及び関係市町との協議及び調整 

③ 公社の資産及び負債の管理 

④ 運営権の対価等による建設費等に係る公社の債務の償還 

⑤ 公権力に該当する道路管理者権限の行使 

⑥ 運営権者に対するモニタリング 

 

（運営権者） 

① 維持（土木清掃、施設清掃、植栽管理、氷雪対策、土木点検、施設点検等） 

② 修繕（土木構造物、舗装路面、伸縮装置、鋼橋塗装、施設設備、建築施設等） 

③ 料金徴収等（機械等保守整備、計数管理等） 

④ 交通管理（巡回、交通管制等） 

 

(8) リスク分担 

基本的考え方では、予想されるリスク及び公社と運営権者の責任分担についての

以下の案が示されている15。 

 

リスク分担表（案） 

リスクの種類 内容 
リスク分担 

公共 民間 
需要変動リスク 利用台数の変動に伴う収益の増減 △ ※1 ○ ※1 
競合路線リスク 競合路線の新規開設等 ○ ※2  
政治リスク 政策転換による追加費用の発生 ○  
法制度リスク 法制度の新設又は改廃等 ○  
税制リスク 税制度の新設又は改廃等 △ ※3 ○ ※3 
物価変動リスク 市場変動による物価変動  ○ ※4 
金利変動リスク 市場変動による金利変動  ○ ※5 
不可抗力リスク 災害、暴動、戦争等の不可抗力による事

業への影響 
○ ※6 △ ※6 

運営費用超過リスク 不可抗力、物価変動等以外の要因による

運営費用の上昇 
 ○ 

管理水準未達リスク 施設整備の瑕疵、管理運営業務の不履行

による管理水準の未達 
 ○ 

大規模改修リスク 事業期間中の大規模改修の発生 △ ※7 ○ ※7 
事業開始時の施設の瑕疵 施設瑕疵による費用の発生 ○  

                               
14 

基本的考え方 5 頁から 6 頁まで
 

15 基本的考え方 8 頁から 9 頁まで、資料 2「リスク分担表（案）」
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リスクの種類 内容 
リスク分担 

公共 民間 
事業終了時の施設の瑕疵 施設瑕疵による費用の発生  ○ 
近隣対策及び環境対策リ

スク 
道路施設を整備したこと自体に関する

近隣対策、道路施設の整備に起因する環

境への悪影響 

△ ※8 ○ ※8 

※1 需要変動リスクについては、民間事業者が契約時の交通量予測に対する増加分を

自らの収入とし、かつ減少分を負担することを基本とする。ただし、増減ともに

一定の割合を超える部分については、公社に帰属又は負担させる。 

※2 競合路線リスクについては、公募時に予見可能なもの（新規開設等を含む。）は公

社が交通量予測をあらかじめ示したうえで、「需要変動リスク」の分担に従うこと

を基本とする。ただし、公社が示した交通量予測を大幅に上回る増減や、その他

の競合路線の新規開設等に起因するものは、契約において定めることとしており、

詳細は要項等において示す。 

※3 税制リスクについては、民間事業者が負担することを基本とする。ただし、消費

税率の変更については、料金の変更により調整する。 

※4 物価変動リスクについては、民間事業者が負担することを基本とする。ただし、

著しい物価変動については、公社があらかじめ国土交通大臣の許可を受けたうえ

で、民間事業者が利用料金の改定等によって利用者へ適切に転嫁することができ

る。 

※5 金利変動リスクについては、民間事業者が負担することを基本とする。ただし、

運営権対価の支払方法及びこれに伴う資金調達額の多寡に応じて、今後見直す場

合がある。 

※6 不可抗力リスク（民間事業者が保険の付保等により対応するものを除く。）につい

ては公社が負担することを基本とする。 

※7 大規模改修リスクについては、原則として民間事業者が負担するものとするが、

事業開始時の施設の瑕疵に関連するもの等、合理的な理由がある場合は公社の負

担とする。 

※8 近隣対策及び環境対策リスクについては、原則として民間事業者が負担するもの

とするが、過去に道路施設を整備したことに関連するものは、公社の負担とする。 

 

有料道路の特徴として、競合路線リスクがある（上記リスク分担表、※2 参照）。

基本的考え方と知事プロモーションを踏まえると、競合路線の新規開設による需要

の増減については、実際の需要が（競合路線の新規開設による影響を織り込んで）

公社が示した予測より上振れた場合は、増加分を運営権者が公社に支払い、需要が

予測より下振れた場合は、減少分を公社が運営権者に支払う等により、予測の範囲

内での需要変動は運営権者が吸収するのに対し、予測を上回る増減については公社

に帰属させることが想定されているようであるが、募集要項等における詳細の公表

が待たれる。 
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また、不可抗力リスクについては、基本的考え方では、基本的には民間事業者の

保険でカバーされている部分は民間事業者が負担し、それ以外は公社が負担する案

が示されている。 

 

(9) 運営権者の株式の処分等 

基本的考え方では、運営権者は、議決権株式と完全無議決権株式を発行すること

ができ、議決権株式については、原則として、新規発行又は譲渡、担保設定等の処

分には、公社の事前の承認が必要であるのに対し、完全無議決権株式については、

自由に新規発行又は処分を行うことができるとの案が示されている16。 

 
Ⅳ. 今後のスケジュール 
 

知事プロモーションでは、以下のスケジュール案が示された。 

 
時期 項目 

2015 年（平成 27 年）10 月 実施方針の公表 

2015 年（平成 27 年）11 月頃 
特定事業の選定 
募集要項等の公表 

2016 年（平成 28 年）1 月～2 月頃 
第一次審査の受付 
第一次審査の実施 

2016 年（平成 28 年）2 月～4 月頃 
第一次審査結果の公表 
競争的対話の実施 

2016 年（平成 28 年）5 月～6 月頃 
第二次審査の受付 
第二次審査の実施 

2016 年（平成 28 年）6 月～7 月頃 
優先交渉権者の決定及び公表 
基本協定の締結 

2016 年（平成 28 年）8 月頃 実施契約の締結 
2016 年（平成 28 年）10 月頃 事業の開始 

 

Ⅴ. 結び 
 

本改正法により、コンセッションの導入が検討されてきた主なインフラの中で、最後

まで公物管理法との関係の整理が残されていた道路について、遂に法制的な手当がなさ

れ、コンセッションの実施が可能となった。知事プロモーション等においては、何年も

かけて検討を重ねてきた愛知県の本事業の実施への意気込みが感じられ、市場関係者の

関心も高いことが窺われた。また、本年 6 月 30 日に改定された『「日本再興戦略」改訂

2015』においても、「PPP／PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」の集中強化の

「取組方針」が引用されており、政府も、数値目標として掲げられた「道路 1 件」とし

て、本事業の実施を推進するものと思われる。 

森・濱田松本法律事務所では、エネルギー・インフラストラクチャープラクティスグル

                               
16 基本的考え方 7 頁から 8 頁まで
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ープと本年 9 月に開設予定の名古屋オフィスの弁護士が中心となって、本事業の動向を

引き続きフォローし、最新の情報を提供し、また市場関係者との意見交換を通じ、本事

業に関する検討をさらに深めていく所存である。 

 

 
文献情報 
 論文    「東証上場インフラファンド市場の開設」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.25 May-June 2015 

著者    尾本 太郎、佐伯 優仁 (共著) 

 

 論文    「プロジェクトファイナンスにおけるステップ・インの再検討－英  

米における Direct Agreement の実務を踏まえて－」 

掲載誌   NBL 1052 号 2015 年 6 月 15 日 

著者    村上 祐亮 

 

 論文    「インフラビジネスの幕明け」 

掲載誌   NBL 1053 号 2015 年 7 月 1 日 

著者    佐藤 正謙 

 

 論文    「コンセッション方式による PFI 事業のリスク分担」 

掲載誌   NBL 1054 号 2015 年 7 月 15 日 

著者    末廣 裕亮 

 

NEWS 
 名古屋オフィス開設のご挨拶 

4 月 27 日に発表しましたように、森・濱田松本法律事務所は、名古屋オフィスの

開設を決定いたしました。 

 

名古屋オフィスには、M&A、会社法関連業務、アジア業務、税務等において豊富

な経験を有する小島 義博弁護士に加え、園田 観希央及び村井 智顕弁護士が所属

し、案件に応じて東京オフィス等の弁護士とも共同して、M&A、会社法関連業務、

独禁法、危機対応、アジア業務、知財、ファイナンス、税務等の幅広い分野のリ

ーガル・ニーズにお応えしてまいります。さらに、クロスボーダーの M&A やアジ

ア業務等につきましては、国内拠点のみならず、北京、上海、シンガポール、バ

ンコク、ヤンゴンを含めた海外の各拠点と連携をとりながら、東海地区のクライ

アントの皆様に充実した最先端のリーガル・サービスを提供してまいります。 
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名古屋オフィスの開設については、2015 年 9 月のスタートを目指しております。

開設日・オフィスの所在地等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたしま

す。 

 

※ 名古屋オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として開設

する予定です。 

 

 IFLR1000 の Energy and Infrastructure guide 2015 にて高い評価を受けました 

IFLR1000 の Energy and Infrastructure guide 2015 にて、当事務所は高い評価（Tier 

1）を得ました。また、小林 卓泰 弁護士、武川 丈士 弁護士が日本を代表する弁

護士に選ばれました。 

 

 青山 大樹 弁護士、岡谷 茂樹 弁護士が EXPERT GUIDES The World’s Leading  

Practitioners Chosen by Their Peers LMG Rising Stars 2015 Inaugural edition に

て高い評価を得ました 

EXPERT GUIDES The World’s Leading Practitioners Chosen by Their Peers LMG 

Rising Stars 2015 Inaugural edition に、当事務所の青山 大樹 弁護士、岡谷 茂樹 

弁護士が選ばれました。 

 

 ALB Japan Law Awards 2015 にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB(Asian Legal Business)

による ALB Japan Law Awards 2015 において、当事務所は Japanese Deal Firm of 

the Year と Japan Law Firm of the Year を含む、8 カテゴリーで受賞しました。 

 

 Financial Times 紙による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25   

Asia-Pacific Headquartered Law Firms にて 3 位に選ばれ、Corporate & 

Commercial 分野および Finance 分野にて高い評価を得ました 

Financial Times 紙は、2015 年 6 月 11 日に、2 年目となる Asia-Pacific Innovative 

Lawyers Report を発表し、当事務所は、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report

の FT Law 25 list of Asia-Pacific Headquartered Law Firms で 3 位に選ばれました。

これは、オーストラリアの 2 つの事務所に次ぐ順位であり、日本を含む他のすべ

てのアジアの法律事務所を大きく上回る順位でした。また、当事務所は Corporate 

& Commercial および Finance の両分野での業務について、5 つの案件（standout

ランク 1 件および highly commended ランク 2 件を含みます。）で高評価を得まし

た。 

 

以下、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report より抜粋。 
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“Mori Hamada & Matsumoto scores a standout entry for its work on the 

Cyberdyne listing on the Tokyo Stock Exchange in the corporate and commercial 

rankings for Asia-Pacific headquartered firms…Cyberdyne called on Japanese law 

firm Mori Hamada & Matsumoto, which helped it implement Japan’s first dual-class 

share structure for a listed company…On US exchanges that would be 

unremarkable. Google, Facebook and others have similarly tiered share classes 

that allocate more power to founders. But it was novel in Japan.”  

 

Financial Times Asia-Pacific Innovative Lawyers Report は、2015 年で 2 年目を迎

えるランキングです。ヨーロッパおよび北米では法分野における長年の有力なラ

ンキングであり、アジア太平洋でも信頼されるランキングとして確立しつつあり

ます。 

 

 

（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 


