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Ⅰ. はじめに 

 

2018 年 12 月 5 日、水道法の一部を改正する法律（以下「本改正法」1という。）が成

立した。本改正法は、2019 年 10 月 1 日に施行されることが予定されている2。 

本改正法の施行に向けて、水道法施行規則等の必要な規定の整備等を行うため、2019

年 7 月 22 日から以下の 5 点がパブリックコメントにかけられた。同パブリックコメン

トは、同年 8 月 28 日に終了している。 

①水道法施行規則の一部を改正する省令（案）（以下「本改正施行規則案」という。）

の概要3
 

②水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令（案）の概要4
 

③法 5 条の 2 第 1 項に基づき定められる水道の基盤を強化するための基本的な方針

（案）5
 

④水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン（案）（以下「本許可ガイ

ドライン案」という。）6
 

⑤水道事業における官民連携に関する手引き（改訂案）（以下「本官民連携手引き

改訂案」という。）7
 

 

                               
1
 なお、本項において「法」という場合、本改正法による改正後の水道法を指す。本改正法の詳細につ

いては、ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 2018 年 12 月（Vol.17）をご参照いただきたい。 
2 平成 31 年政令第 153 号。 
3
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190446 

4
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190448 

5
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190450 

6
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190452 

7
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190454 
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上記のうち、民間事業者として特に実務上重要となるものは、本改正施行規則案、本

許可ガイドライン案及び本官民連携手引き改訂案の 3 点である。 

本許可ガイドライン案は、厚生労働省が新たに作成したガイドラインである。これは、

水道事業におけるコンセッションに関連して、本改正法により、地方公共団体が水道事

業者としての位置付けを維持しつつ水道施設運営権を民間事業者に設定できる仕組み

が創設されたことを受けて、水道施設運営権の設定に関する厚生労働大臣の許可（以下

「事業許可」という。）に関する審査についての基本的な考え方を示している。 

一方、本官民連携手引き改訂案は、厚生労働省が従来から公表している「水道事業に

おける官民連携に関する手引き（平成 26 年 3 月）（平成 28 年 12 月一部追記）」8に、第

V 編として新たにコンセッションの章を設けるものである。本官民連携手引き改訂案は、

水道事業におけるコンセッションを、地方公共団体が水道事業者としての位置付けを維

持する「地方公共団体型」と、地方公共団体が水道事業者としての位置付けを廃止する

「民間事業型」に分類した上で、両方について導入の際のポイントを取りまとめている。 

 

本許可ガイドライン案及び本官民連携手引き改訂案のいずれもコンセッション方式

の導入を検討する地方公共団体を主たる対象としているところ、本許可ガイドライン案

のうち事業許可に関する留意事項の記載は、概ね本官民連携手引き改訂案に包含されて

いる。また、本許可ガイドライン案及び本官民連携手引き改訂案のいずれも本改正施行

規則案の該当条文を引用しつつ展開されている。 

そこで、本稿では主に本官民連携手引き改訂案のうち、関心が高いと思われる「地方

公共団体型」に関する事項の概説をしつつ、本改正施行規則案及び本許可ガイドライン

案の内容にも必要に応じて触れることとする。 

 

Ⅱ. 水道事業における官民連携に関する手引き（改訂案）のポイント 

 

本官民連携手引き改訂案が取りまとめる地方公共団体型コンセッションの導入にあ

たってのポイントのうち、民間事業者にとって重要となる主な事項は以下の 6 点である。 

 

1. リスク分担の考え方9
 

 

（1）リスク分担の整理例の提示 

本官民連携手引き改訂案においては、水道におけるリスク分担を考えるにあたっ

て、「リスクを最もよく管理することが可能な者がリスクを分担する」とのリスク分

担についての原則的な考え方の下、事業の範囲や特性に応じて、①リスクが顕在化

                               
8
 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/140328-1.html 

9
 本官民連携手引き改訂案 V-18～27 頁参照。 

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/140328-1.html
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した場合の帰責性に加え、②リスク対応コストの最小化が図られるか、③リスク発

現時に円滑な対処が可能か、といった点について留意すべきとされている。そして、

上記基本的な考え方を踏まえ、本官民連携手引き改訂案ではリスク分担の整理例を

示している。このリスク分担の整理例では、運営の自由度に応じてリスク分担が異

なることを前提に一定のリスク分担の幅を持った整理例であるとしつつも、リスク

の種類ごとにリスク分担の考え方が示されており、今後の実務に影響を与えると思

われる。今後の個別の水道事業コンセッション案件においては、主に△（水道施設

運営権者の運営の自由度等に応じて分担する）とされた項目のリスク分担を検討す

ることになるものと思われる。 

 

（2）リスクを低減させるための取組 

本官民連携手引き改訂案はリスクを低減させるための取組についても方向性を示

している。従来のコンセッション案件でも重視されていたデュー・ディリジェンス

における開示の充実や競争的対話の活用のほか、法令や税制変更への対処法につい

て、早い段階から官民のコミュニケーションを図ることが示されている点が特徴的

である。 

民間事業者としては、早期の官民のコミュニケーションについて、どのように実

施契約上・制度上担保していくのか、引き続き個別案件の動向を注視する必要があ

る。 

 

2. 利用料金10
 

 

本官民連携手引き改訂案において、利用料金は、「能率的な経営の下における適正

な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものである」必要が

あるとされており、具体的には以下の要件に適合することを求めている。 

 

① 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除し

て算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定された

ものであること。 

イ 人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減 

耗費、公租公課、その他営業費用の合算額 

ロ 事業報酬の額 

ハ 営業収益の額から給水収益を控除した額 

② 事業に係る収支の見通しを作成した場合にあっては、①イ及びハに掲げる

項目の額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね 3 年後から 5 年後ま

                               
10

 本官民連携手引き改訂案 V-45～49 ページ参照。 
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での期間について算定されたものであること。 

③ 料金は、②の期間ごとの適切な時期に見直しを行うものであること。 

④ ②以外の場合には、料金がおおむね 3 年を通じ、財政の均衡を保つことが

できるよう設定されたものであること。 

⑤ 料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道

事業の安定性を勘案して設定されたものであること。 

 

さらに、総括原価に含まれる事業報酬の額については、合理的に説明でき、妥当な

水準であることが求められる。この点、（それぞれの水道施設運営等事業の内容や水

道施設運営権者が負担するリスクの内容に応じて、水道事業者等が合理的に説明でき

る方法で妥当な水準を算定すべきとしつつも、）事業報酬額の算定方法の一例として、

完全民営水道における事業報酬額の考え方として想定されるレートベース方式であ

る「対象事業資産×事業報酬率」11を目安とすることが考えられるとしており、実務

の参考になる。 

 

また、本官民連携手引き改訂案は、水道施設運営権者の利用料金について、定期的

な価格改訂及び一定の著しい変動が起こった場合の臨時的な価格改訂の必要性につ

いて述べている。すなわち、①地域の実情に応じた適切な期間で定期的な検証及び必

要に応じた見直しを第三者を交えて行うこと、また、②著しい物価変動が起こる等の

通常想定されない場合の臨時的な料金の見直しについて、必要に応じて双方から協議

を申し出る機会を設けること、を契約書等に規定することが必要であるとする。民間

事業者としては、個別案件において各価格改訂がどのような計算式に落とし込まれる

のか、引き続き注視する必要がある。 

 

3. 水道事業者によるモニタリング12
 

 

モニタリングについては、①実施体制、②確認事項、③実施頻度の 3 点から求めら

れる方向性が示されている。 

 

（1）実施体制 

まず、水道事業者等によるモニタリングの実施体制に関しては、モニタリングの

実施に必要な専門的知見を事業実施期間において維持するための措置が定められて

いることが求められている。 

この点、措置の具体例としては、「水道施設運営権者・他の水道事業者等に継続的

に人員派遣を行うこと」と記載されている点が特徴的である。従来の水道事業以外

                               
11

 対象事業資産と事業報酬率の定義については、本官民連携手引き改訂案 V-47 をご参照いただきたい。 
12

 本官民連携手引き改訂案 V-29～33 ページ参照。 
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のコンセッション案件でも、実施契約上、国又は地方公共団体から職員の派遣を求

めることができる内容となっているものが多いが、本官民連携手引き改訂案では、

モニタリングの実施に必要な専門的知見を維持する観点から、地方公共団体として

も職員の派遣をするメリットがあることを示していると捉えることができる。 

 

また、水道事業者等及び水道施設運営権者の責任の範囲を明確にする観点から、

モニタリングの結果や実施契約の内容等について、水道事業者等と水道施設運営権

者の間での認識の齟齬が生じた場合に第三者である専門家の意見を聞く等の調整を

図る仕組みが定められていることが要求されている点も注目される13。浜松市下水道

コンセッション事業におけるモニタリング体制等が念頭にあるものと見られ、今後

の水道事業コンセッションにおけるモニタリング体制の選択においても実務上参考

になるものと思われる。 

 

（2）確認事項－業務の測定指標の参考例 

モニタリングの確認事項としては、水道施設運営権者が実施する業務の実施状況

を網羅的に確認できる測定指標を含む確認事項が設定されていることが要求されて

いる。 

 

水道事業ガイドライン（平成 28 年 3 月改正、公益社団法人日本水道協会）に示さ

れている業務指標等や水道施設の運転管理に係る第三者委託事業におけるモニタリ

ングの実施事例等を参考に事業内容に応じて、必要な指標を選定することが考えら

れるとされており、民間事業者としても予想される測定指標への準備にあたり参考

になる。 

 

（3）実施頻度 

モニタリングの実施頻度については、以下の事項が求められており注目に値する。

また、モニタリングの実施頻度と実施内容の例が示されており、実務上参考になる。 

・ 臨時的なモニタリングについて定めること 

・ 少なくとも水道事業者等が水道施設運営等事業実施前から実施していた業務

報告等と同等の水準を確保すること 

・ モニタリングの確認事項ごとに適切な実施頻度を設定すること 

・ 特に事業開始時は重点的にモニタリングを実施すること 

 

 

 

                               
13

 本官民連携手引き改訂案 V-14 ページ参照。 
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4. 契約終了時の措置14
 

 

実施契約終了時の措置として、実施契約終了後にも効果が発生する施設等の整備費

用の負担方法を適切に定めるべきとされているところ、残存価額分を次期水道施設運

営権者が負担する方法や水道事業者等が負担する方法等が考えられるとしており、基

本的に「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」15の考え

方に沿っているものと思われる。 

 

一方、水道事業コンセッションにおいては、広域連携の要請のもと、複数の運営権

を一体として設定するバンドリング案件が発生することが予想されるが、バンドリン

グ案件において一つの実施契約・一つの運営権が終了した場合における他の実施契

約・運営権の取り扱いについて、特段の言及がされていない。民間事業者としては、

複数事業を一体として運営することでスケールメリットを享受できることを前提に

公募に参加することになるところ、一部の事業のみ解除する場合は民間事業者の事業

計画に与えるインパクトが大きい。そこで、一部の事業のみの解除にあたっては、公

共側と運営権者との事前協議を制度上担保するほか、場合によっては公共側からの適

切な補償・補填、又は、運営権者側による他の運営権設定対象事業に関する契約解除

違約金を伴わない解除が認められるべき場面もあると思われる。スケールメリットを

利用した経営の効率化は、本改正法の出発点の一つであり、厚生労働省としてバンド

リング案件において一部解除がされた場合に、どのような対応を考えているのか速や

かに考えが示されることが望まれる。 

 

また、実施契約終了時における運営権者の従業員の取り扱いについても、特段の言

及がされていない。コンセッションは事業期間が限定されているため、実施契約終了

時における運営権者の従業員について次期水道施設運営権者又は水道事業者が引き

継ぐアレンジにしない場合、事業期間の後半になるにつれ、新規の採用が難しくなる

という問題が生じ得る。オペレーション上、重要な問題であり、今後の検討課題であ

る。 

 

5. 選定事業者による議決権株式の処分等に関する制限16
 

 

選定事業者による議決権株式の新規発行及び処分（譲渡、質権設定その他の担保設

定）について、本官民連携手引き改訂案では、多くの民間事業者による公共施設等運

営事業への参画を促し、資金調達環境をより適切なものとすることで、多様な提案、

                               
14

 本官民連携手引き改訂案 V-42 ページ参照。 
15

 https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/h30uneiken_guideline.pdf 
16

 本官民連携手引き改訂案 V-43 ページ参照。 
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効率的な経営の導入を促す見地から、水道事業者等の承認の方法以外にも、下記のよ

うな方法をとることも考えられるとしている。 

・ ネガティブリストを作成しリストに該当しない者に新規発行及び処分する場合

は、事後の届出とする。 

・ 処分可能な株式の量（例：総株主の議決権の一定割合まで）に制限を設ける。 

 

なお、従来のコンセッション案件でも無議決権株式の処分等については制限を設け

ず、柔軟な資金調達を認めてきたが、本官民連携手引き改訂案では更に議決権株式に

ついても相当の流動性が認められる可能性が高い。もっとも、水道事業コンセッショ

ンにおいては、「上水道業」が外国為替及び外国貿易法上、対内直接投資等の事前届

出業種に該当するところ、議決権株式のみならず無議決権株式を外国投資家が取得す

る場合においても、別途外為法上の事前届出審査が求められ得る点には留意が必要で

ある。 

 

6. 責任の明確化と業務範囲・兼業時の措置17
 

 

（1）責任の明確化と対象施設及び事業の最小範囲 

本官民連携手引き改訂案は、水道施設運営等事業の対象となる水道施設及び当該

水道施設に係る業務の範囲について、「技術上の観点から合理的に設定されており、

水道事業者等と水道施設運営権者の業務（…）に係る責任の範囲が明確となってい

ること」が必要であるとする。 

例えば、水道施設の運営等については、技術上の観点から一体として行わなけれ

ばならない業務は、その全部を一の者が実施することが要求されており、具体的に

は、対象施設の最小範囲を、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施

設といった機能的に分割できる範囲並びに遮断弁等で分離できる施設の範囲とし、

水道事業者等と水道施設運営権者の施設の境界における水量・水質等を適切に測

定・監視することで水道事業者等及び水道施設運営権者の責任の範囲が明確になっ

ていることが要求されている。 

機能的に分割できる施設の範囲のほか、遮断弁等で分離できる施設の範囲も業務

の最小範囲とされている点が特徴的であり、導水管・配水管網が接続されている場

合でも遮断弁等で分離出来る場合には水道施設運営等事業の対象となる最小範囲と

して見なされる。 

 

（2）兼業する場合の措置 

本官民連携手引き改訂案は、水道施設運営権者の経営状況が悪化し、公共サービ

                               
17

 本官民連携手引き改訂案 V-12～17 ページ参照。 
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スの提供に悪影響を及ぼすことのないよう措置する必要があるとして、水道施設運

営権者が兼業する場合の措置についても言及している。具体的には、①水道事業者

等の事前承諾、②水道施設運営等事業と区分した経理の管理、③水道事業者等によ

る当該兼業対象事業のモニタリングのため、当該兼業対象事業の実施に係る計画書

及び報告書の提出が求められている。 

民間事業者としては、公募手続において提案書を作成するにあたり、一定の兼業

を実施することを前提とする場合もある。水道事業者等による承諾の一般的な基準

は明らかにされておらず、公募に参加する民間事業者としては、競争的対話等を通

じて提案を予定している兼業が承諾され得るか、検討することになろう。 

 

Ⅲ. 結び 

 

2019 年 9 月 2 日には、宮城県上工下水道コンセッションの実施方針（素案）が公表

された。本改正法成立後の第一号案件であり、本官民連携手引き改訂案等と同様に、今

後の水道事業コンセッションの実務に影響を与える重要な試金石となる。 

水道事業コンセッションは本官民連携手引き改訂案などで実務上の指針は一定程度

示されているものの、特にバンドリングに関連する論点などについて、まだ詰め切れて

いない部分も多い。様々なチャンネルの官民対話を通じて、公共側・民間事業者双方の

協力の下、引き続き実務上の取扱いが精緻化されていくことが望まれる。 
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セミナー情報 

 セミナー  『 第 4022 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務～発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の

影響も踏まえて～」』 

開催日時  2019 年 9 月 13 日（金）13:30～16:30   

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『 洋上風力発電プロジェクトの規制と実務の最新動向～豊富な実績

に基づき他では聞けない実践的なノウハウを解説～』 

開催日時  2019 年 9 月 17 日（火）13:20～16:20   

講師     村上 祐亮、市村 拓斗 

主催    株式会社日本ナレッジセンター 

 

 セミナー  『 EPC 契約・建設請負契約の理論と実務～国内プロジェクトファ

イナンス案件を念頭に、基礎から契約交渉・管理、民法改正による

影響まで実践的に解説～』 

開催日時  2019 年 10 月 30 日（水）14:00～17:00   

講師     村上 祐亮 

主催    金融財務研究会 

 

文献情報 

 論文     「【徹底解説】コンセッション事業の近時の動向と今後の展望」 

掲載誌   The Finance 

著者    末廣 裕亮、大川 信太郎 

 

 本      『エネルギー産業の法・政策・実務』（2019 年 3 月 31 日刊） 

出版社    株式会社弘文堂 

著者    伊藤 憲二、市村 拓斗（編著） 

 

 論文     「再エネ・インフラ投資のリスク（1）どんなリスクがあるか」 

掲載誌   インフラビジネス JAPAN 

著者    岡谷 茂樹 

 

 論文     「On your marks – race for offshore wind」 

掲載誌   International Financial Law Review June / July 2019 

著者    村上 祐亮、野間 裕亘（共著） 
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 論文     「再エネ・インフラ投資のリスク（4）（5）建設・完工リスク」 

掲載誌   インフラビジネス JAPAN 

著者    村上 祐亮 

 

NEWS 

 The Legal 500 Asia Pacific 2019 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2019 にて、当事務所は日本における下記の分野で上位

グループにランキングされ、16 名の弁護士が各分野で Leading lawyers に選ばれ

ました。当事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の

分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が各分野で

高い評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ランキングされており

ます。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

• Antitrust and competition law 

• Banking and finance 

• Capital markets 

• Corporate and M&A 

• Dispute resolution 

• Investment funds 

• Labour and employment 

• Projects and energy 

• Restructuring and insolvency 

 

Tier 2 

• Intellectual property 

• Real estate and construction 

• Risk management and investigations 

• Tax 

 

MYANMAR 

Tier 2 

• Corporate and M&A 
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• Projects 

 

THAILAND（Chandler MHM Limited） 

Tier 1 

• Projects and Energy 

 

Tier 2 

• Banking and Finance 

• Corporate and M&A 

 

Tier 3 

• Real estate and construction 

 

弁護士 

Leading lawyers – JAPAN 

• Antitrust and competition law: 伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

• Banking and finance: 小林 卓泰 

• Capital markets: 鈴木 克昌 

• Corporate and M&A: 桑原 聡子、石綿 学 

• Dispute resolution: 関戸 麦 

• Intellectual property: 小野寺 良文、岡田 淳 

• Investment funds: 三浦 健、竹野 康造 

• Labour and employment: 高谷 知佐子 

• Projects and energy: 小林 卓泰 

• Real estate and construction: 小澤 絵里子 

• Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

• Risk management and investigations: 藤津 康彦 

• Tax: 大石 篤史 

 

Leading lawyers – THAILAND（Chandler MHM Limited） 

• Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 

• Corporate and M&A （including Capital Markets）: ラッタナ・プーンソム

バットラート 

• Projects & Energy: ジェッサダー・サワッディポン、ラッタナ・プーンソム

バットラート 
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Next generation lawyers – JAPAN 

• Banking and finance: 末廣 裕亮 

• Capital markets: 田井中 克之 

• Labour and employment: 安倍 嘉一 

• Projects and energy: 末廣 裕亮、村上 祐亮 

• Tax: 小山 浩 

 

Next generation lawyer – MYANMAR 

• Corporate and M&A: 井上 淳 

 

Next generation lawyer – THAILAND（Chandler MHM Limited） 

・  Projects and energy: ノッパモン・テーウイット・インタリッブ 

 

 Chambers Global 2019 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2019 で、当事務所は日本における以下の分野で上位グループに

ランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。当事務所

のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の分野で上位グルー

プにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が下記の分野にて高い評価を

得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS 

LAW: INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の分野でランクインし、ヤンゴンオ

フィスの代表である武川 丈士が日本人として唯一ランクインしております。 

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

• Banking & Finance (Band 1) 

• Capital Markets (Band 1) 

• Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

• Corporate/M&A (Band 1) 

• Corporate/M&A: Foreign Expertise – China (Spotlight Table) 

• Dispute Resolution (Band 2) 

• Intellectual Property (Band 2) 

• International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Spotlight Table) 

 

CHINA 

• Corporate/M&A (International Firms) - Japan (Spotlight Table) 
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MYANMAR 

• General Business Law (Band 4) 

• General Business Law: International Firms (Band 2) 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

• Banking & Finance (Band 2) 

• Corporate/M&A (Band 2) 

• Projects & Energy (Band 1) 

 

弁護士 

JAPAN 

• Banking & Finance 

Leading Individual: 桑原 聡子、佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

• Banking & Finance: Financial Services Regulation 

Senior Statespeople: 石黒 徹 

• Capital Markets 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎 

Senior Statespeople: 石黒 徹 

Up and Coming: 根本 敏光 

• Capital Markets: J-REITs 

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

• Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

• Corporate/M&A 

Leading Individual: 菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 学、大石 篤

史、松村 祐土、紀平 貴之、小島 義博 

Recognised Practitioner: 林 宏和 

Foreign expert for China: 射手矢 好雄 

• Dispute Resolution 

Leading Individual: 関戸 麦 

Foreign expert for China: 射手矢 好雄 

• Intellectual Property 

Leading Individual: 三好 豊 

Foreign expert for China: 小野寺 良文 

 

CHINA 

• Corporate/M&A (International Firms)  
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Expertise based abroad in Japan: 射手矢 好雄 

• Dispute Resolution: Arbitration (International Firms) 

Expertise based abroad in Japan: 射手矢 好雄 

• Intellectual Property (International Firms) 

Expertise based abroad in Japan: 小野寺 良文 

 

MYANMAR 

• General Business Law 

Leading Individual: ウィン・ナイン 

• General Business Law: International Firms 

Recognised Practitioner: 武川 丈士 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

• Banking & Finance 

Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン 

Senior Statespeople: アルバート・チャンドラー 

Recognised Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

• Corporate/M&A 

Leading Individual: ラッタナ・プーンソムバットラート 

• Projects & Energy 

Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォ

ン 

Senior Statespeople: アルバート・チャンドラー 

 

 The 10th 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 10th Edition of Best Lawyers in 

Japan に当事務所の弁護士 83 名が選ばれました。 

 

また、下記 2 分野が「Law Firm of the Year」に選ばれました。 

・Banking and Finance Law 

・Real Estate Law 

 

下記 3 名の弁護士が「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

齋藤 浩貴 : Information Technology Law 

射手矢 好雄：International Business Transactions Tokyo 

佐藤 正謙 : Structured Finance Law 
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・Antitrust / Competition Law 

伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、加賀美 有人 

・Arbitration and Mediation 

上村 哲史 

・Asset Finance Law 

村上 祐亮 

・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、小林 卓 

泰、青山 大樹、江平 享 

・Capital Markets Law 

石黒 徹、安部 健介、藤津 康彦、鈴木 克昌、尾本 太郎、江平 享、根本 敏 

光 

・Corporate and M&A Law 

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、小松 岳 

志、戸嶋 浩二、紀平 貴之、高谷 知佐子、小島 義博、篠原 倫太郎、江平 享、 

内田 修平、塩田 尚也、関口 健一 

・Corporate Governance & Compliance Practice 

石黒 徹、松井 秀樹、澤口 実、石井 裕介、山内 洋嗣 

・Criminal Defense 

池田 綾子、奥田 洋一、柴田 勝之 

・Derivatives 

佐藤 正謙、小澤 絵里子 

・Energy Law 

小林 卓泰 

・Financial Institution Regulatory Law 

石黒 徹、松井 秀樹、小田 大輔、江平 享、堀 天子 

・Information Technology Law 

齋藤 浩貴、丸茂 彰、飯田 耕一郎 

・Insolvency and Reorganization Law 

藤原 総一郎、井上 愛朗、山崎 良太 

・Insurance Law 

増島 雅和 

・Intellectual Property Law 

飯塚 卓也、齋藤 浩貴、横山 経通、三好 豊、小野寺 良文、上村 哲史、岡田 

淳 
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・International Business Transactions 

射手矢 好雄、江口 拓哉、松村 祐土、武川 丈士、土屋 智弘 

・Investment and Investment Funds 

竹野 康造、三浦 健、下瀬 伸彦、大西 信治 

・Labor and Employment Law 

高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Litigation 

山岸 良太、奥田 洋一、金丸 和弘、松井 秀樹、藤原 総一郎、宮谷 隆 

柴田 勝之、荒井 正児、信國 篤慶、眞鍋 佳奈、小島 冬樹 

・Media and Entertainment Law 

齋藤 浩貴、山元 裕子、横山 経通、上村 哲史 

・Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law 

竹野 康造、三浦 健、藤原 総一郎、棚橋 元、石綿 学 

・Product Liability Litigation 

関戸 麦 

・Project Finance and Development Practice 

岡谷 茂樹 

・Real Estate Law 

佐藤 正謙、植田 利文、小澤 絵里子、武川 丈士、石川 直樹、青山 大樹 

・Structured Finance Law 

佐藤 正謙、諏訪 昇、植田 利文、小澤 絵里子、小林 卓泰、武川 丈士、青山 

大樹 

・Tax Law 

増田 晋、大石 篤史、酒井 真、小山 浩 

・Telecommunications Law 

山元 裕子、林 浩美 

・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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


