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Ⅰ. PPP/PFI 事業の状況 

 

2009 年に PFI 法1が制定されて以降、我が国では政府の強力な推進の下で PPP/PFI 事

業の普及が進められてきました。2016 年に決定された「PPP/PFI 推進アクションプラ

ン」では、2013 年度から 2022 年度までの 10 年間で 21 兆円の事業規模を達成するこ

とが目標とされていましたが、この目標は前倒しで達成され、2019 年度までの 7 年間

で約 23.9 兆円の事業規模を達成するに至っており、今後も更なる普及が期待されてい

ます。 

 

他方で、2020 年に始まった新型コロナウイルス感染症の拡大は、空港を中心として、

既存の PPP/PFI 事業にも大きな影響を与えました。特に、新型コロナウイルス感染症

の拡大のような従来想定されていなかった事象が「不可抗力」に該当するのかという点

や、それにより生じた損害の分担に関して、新たな課題が提示されています。 

 

このような状況下、本年 6 月、PPP/PFI 推進アクションプラン（以下、「アクション

プラン」といいます。）と各種ガイドラインが改定されました2。本稿では、改定版アク

ションプランとガイドラインについて、そのポイントをご紹介します。 

 

Ⅱ. アクションプラン改定のポイント 

 

アクションプランの注目すべき改定としては、①中小規模の地方公共団体における

PFI 事業の導入促進と、②アベイラビリティ・ペイメント方式の導入への言及が挙げら

れます。 

 
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（平成 11 年法律第 117 号）。 
2 改定後の内容については、内閣府 民間資金等活用事業推進室「PPP/PFI 推進アクションプラン（令

和 3 年改定版）等について」のページを参照。 
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https://www8.cao.go.jp/pfi/whatsnew/kiji/actionplanto_r3.html
https://www8.cao.go.jp/pfi/whatsnew/kiji/actionplanto_r3.html
mailto:kei.shirakawa@mhm-global.com


 

 

 
 

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。 

© 2021 Mori Hamada ＆ Matsumoto. All rights reserved. 

2 
 

 

1. 中小規模の地方公共団体における PFI 事業の導入促進 

 

地方公共団体における PPP/PFI 事業の導入に関しては、2015 年に「多様な

PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」（以下「優先的検討指針」といい

ます。）が策定され、人口 20 万人以上の地方公共団体について、いわゆる「優先的

検討過程」（公共施設等に関する事業を行うにあたって PPP/PFI 手法を優先的に検

討するための手続・基準）を定めることが促されてきました。これにより、人口 20

万人以上の地方公共団体では優先的検討過程の策定・運用が進み、2019 年度までに

その過半数で PFI 事業が検討されています3。しかし、人口 20 万人未満の地方公共

団体では導入が進んでおらず、2019 年度末の時点で PFI 事業を検討した団体は 2%

程度に留まっています。 

 

そこで、改定版アクションプランでは、新たに、人口 10 万人以上 20 万人未満の

地方公共団体に対して、2023 年度までに優先的検討規程の策定を促すこととしまし

た。これを受けて優先的検討指針も改定され、人口 10 万人以上の地方自治体におい

て優先的検討規程を定めることが求められています。更に、人口 10 万人未満の地方

公共団体に関しても優先的検討導入の環境整備を行うこととされました。このよう

に、今後は中小規模の地方公共団体においても PFI 事業の積極的な導入・検討が求

められることとなり、国や大規模な地方公共団体の PFI 事業において培われた知見・

ノウハウが利用されることが期待されています。 

 

2. アベイラビリティ・ペイメント方式の導入 

 

「アベイラビリティ・ペイメント方式」とは、PPP/PFI 事業における事業者の報

酬が、（利用者が支払う利用料金によらず）稼働率やサービス内容に応じて公共側か

ら支払われる形態のことを指します4。 

 

アベイラビリティ・ペイメント方式は、公共側が報酬を支払うものであるため、

利用料金がなくキャッシュフローを生み出しにくいインフラ（一般道路や学校）に

対しても適用できることに加えて、サービスの質が報酬に連動することで、事業者

に対してもサービスの質を向上するインセンティブが与えられるという特徴があり

ます。欧米では道路事業における採用が増えてきていますが、日本における導入は

 
3 内閣府 民間資金等活用事業推進室「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程策定状況」参照。 
4 アベイラビリティ・ペイメント方式は、従来から日本においても行われてきた「サービス購入型 PFI」

（公共側から支払われるサービス購入料が事業者の収入となる形態）と類似しますが、サービス購入型

PFI では、基本的にはサービスの質にかかわらず事業者が一定のサービス購入料を受け取れるのに対し

て、アベイラビリティ・ペイメント方式では、サービスの質に応じて事業者が受け取る報酬額がダイナ

ミックに変動するという点で大きな違いがあります。 

https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/sakuteizyoukyou/sakuteizyoukyou.html
https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/sakuteizyoukyou/sakuteizyoukyou.html
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進んでいませんでした。 

 

改定版アクションプランでは、このアベイラビリティ・ペイメント方式について、

「指標連動方式」として初めて言及がなされ、キャッシュフローを生み出しにくい

インフラ分野において推進することが明記されました。更に、同日発表された成長

戦略フォローアップ5においても、指標連動方式に関するガイドラインを 2021 年度

中を目途に策定するとともに、2022 年度までに 10 件以上の可能性調査を実施し案

件形成を進めることとされており、来年にかけて、日本において導入が進んでいな

かったアベイラビリティ・ペイメント方式の導入が進むことが予想されます。 

 

Ⅲ. ガイドライン改定のポイント 

 

各種ガイドラインに関しては、①新型コロナウイルス感染症の拡大によって提示され

た問題に対する手当てが行われるとともに、②コンセッション方式における運営権者の

株式の流動化に関する改定も行われています6。 

 

1. コロナの影響を踏まえたリスク分担 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、PFI 事業に対しても様々な影響を及ぼしま

した。特に、事業者は、需要の減少や請負業者による工期の延長といった事態に直

面し、公共側とどのようにリスク分担を調整するのか、が大きな問題となりました。 

 

（1）不可抗力の該当性判断 

まず、新型コロナウイルス感染症の拡大によって事業契約上の「不可抗力」が発

生したと言えるか否かが問題となりました。不可抗力の定義は個々の契約によって

もバリエーションがありますが、従来の「契約に関するガイドライン」（以下、「契約

ガイドライン」といいます。）では以下のように定義されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 首相官邸「成長戦略フォローアップ」参照。 
6 更に、コンセッション方式における指定管理者制度との併用に関する調整も行われていますが、本稿

では割愛します。 

契約ガイドライン 2-2-9・2.（改定前） 

不可抗力とは、協定等の当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で通常必要と認められ

る注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものと考えられる。管理者等及び選定事業者

のいずれの責めにも帰しがたい天災等、具体的には、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、

落雷、地震、火災、有毒ガスの発生等の自然災害に属するものと、騒乱、暴動、戦争、テロ行為

等の人為災害に属するものとに分類できる。… 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/follow_up/index.html
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この定義には、「天災等」及び「人為災害」として一定の事象が例示的に列挙され

ていますが、疫病の流行は列挙されておらず、新型コロナウイルス感染症の拡大が

「不可抗力」に該当し得るのかについては疑義がありました。そこで、まず、2020

年 7 月 7 日付で内閣府政策統括官（経済社会システム担当）より通知（以下「内閣

府通知」といいます。）が発出され7、新型コロナウイルス感染症の影響により通常必

要と認められる注意や予防方法を尽くしても事業の設計・建設・維持管理・運営等

に支障が生じるといえる場合は、基本的に「不可抗力」によるという考え方が示さ

れました。 

 

これを受けて、契約ガイドラインも以下のように改定され、疫病が不可抗力に含

まれ得ることを明示した上で、不可抗力となる基準について契約内であらかじめ定

めておくことが望ましい、とされました。従って、今後締結される事業契約におい

ては、契約ガイドラインにいうように、疫病のような例示列挙されていない事由が

生じた場合に不可抗力該当性を判断できる基準が示されているか、不可抗力の定義

を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）不可抗力発生時の損害分担 

不可抗力発生時の対応に関して、契約ガイドラインでは、業務内容の変更や不可

抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担等対応方法について、管理者等と

PFI 事業者で協議を行うこととされています（契約ガイドライン 2-2-9・3.、3-6・3.）。

しかし、ここにいう「損害」については、従来、施設や仮設物の物理的な損害が典型

的なものとして想定されており、疫病の蔓延のような事態によって生じた損害や増

加費用の扱いは明らかではありませんでした。 

 

この点について、内閣府通知及び改定後の契約ガイドライン（2-2-9・4.、3-6・4.）

は、物件以外の損害等も基本的に当事者間の協議対象に含まれる旨を明示しました。

更に、改定後の契約ガイドラインは、以下のように、損害の認定方法に関して、その

根拠資料をあらかじめ協議によって定めておくことも提案しており、今後の事業契

約においては損害認定に関する手続・規定の精緻化が望まれます。 

 
7 内閣府政策統括官（経済社会システム担当）令和 2 年 7 月 7 日付「PFI 事業における新型コロナウィ

ルス感染症に伴う影響に対する対応等について」。 

契約ガイドライン 2-2-9・2.（改定後・赤字が改定箇所） 

不可抗力とは、…人為災害に属するものとに分類できる。が存在するが、疫病や感染症等、これ

ら以外の事由についても不可抗力事由に含まれ得るのであり、そのような事由についても不可抗

力となる基準を明確にした上で、PFI事業契約等で定めておくことが望ましい… 

https://www8.cao.go.jp/pfi/corona/pdf/corona_tsuuchi.pdf
https://www8.cao.go.jp/pfi/corona/pdf/corona_tsuuchi.pdf
https://www8.cao.go.jp/pfi/corona/pdf/corona_tsuuchi.pdf
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（3）「不可抗力」の枠組みを超えた対応 

以上の通り、改定後のガイドラインにおいては、不可抗力の規定に関して、疫病

の流行という従来あまり想定されていなかった場面を踏まえた対応がなされました。

しかし、そもそも、今回のような想定外の事象が生じた場面において不可抗力条項

を利用した救済を行うことには、限界があるという見方もあります。 

 

たとえば、ガイドライン上、不可抗力は「通常必要と認められる注意や予防方法

を尽くしてもなお防止し得ない」という基準によって判断されることとされていま

す。ところが、将来において類似の疫病が流行した場合、今回の新型コロナウイル

スの経験を踏まえると一定の範囲では予見・防止が可能となるものと思われ、「不可

抗力」の該当性判断には不明確性が残ることになります。このように、不可抗力の

枠組みによる対応のみでは支障が生じるおそれがあることも視野に入れて、改定後

の「PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」（以下「リスク分担ガイ

ドライン」といいます。）では、想定外リスクが生じた場合に、不可抗力の枠組みを

超えて当事者間でリスク分担の見直しを行う協議を行うことが推奨されています。 

 

 

 

 

 

 

 

また、従来の PPP/PFI 案件における不可抗力発生時の事業者の救済手段は、①契

約上の義務の免責、②公共側による増加費用の一部の負担、③事業期間の合意延長、

④契約条件の見直しの協議といったものに限定されており、コンセッション方式で

は③公共側による増加費用の負担も認められないことが多くありました。更に、増

加費用を超えて事業者の逸失利益（収入の減少）を公共側に負担させられるかとい

う点においては、特にコンセッション方式においては独立採算型を標榜しているこ

ともあり、補償の対象外とされることが一般的でした。しかし、この原則を単純に

契約ガイドライン 2-2-9・4.及び 3-6・4.（改定後） 

管理者等が損害等を分担する場合には、損害等を裏付ける資料に基づいて、どの程度損害等が発

生したか厳密に認定することが必要になることも考えられる。そのため、どのような資料に基づ

いて損害を認定するかについてPFI事業契約の締結前にあらかじめ協議を行っておくことが望ま

しく、必要に応じてそれをPFI事業契約等で定めておくことも考えられる。 

 

リスク分担ガイドライン 三.6（改定後） 

想定外のリスクの増大や著しい事業環境の変化等により、事業期間中に当初のリスク分担が著し

く不適切になった場合には、協定等の内容を踏まえた対応を基本としつつ、必要に応じて業務範

囲やリスク分担の見直し等に関する協議を行うことが望ましい。 
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貫くと今回のような場面では事業者側が不合理な負担を負うことにもなりかねませ

ん。そこで、不可抗力条項に替わる手段として、事業者の収益が一定の基準を下回っ

た場合に公共側から事業者に収益減少分の一定割合を負担するいわゆる「ロス・シェ

アリング」条項の導入を通じたリスク分担も検討されるべきであり、改定後のリス

ク分担ガイドラインではその旨も明記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. コンセッション方式における運営権者株式の流動化の促進 

 

コンセッション方式における運営権者の株式については、セカンダリー・マーケッ

トの活性化の文脈から、運営権者の株式譲渡の制限の緩和・明確化が大きな課題と

して認識されてきました。この点、従来の「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」（以下「運営権ガイドライン」といいます。）において

も、①譲渡先が公募時に設定された参加資格を満たす者であり、かつ、②株式譲渡

が事業実施の継続を阻害しない場合には、譲渡が許容されるものとされてきました

（改定前運営権ガイドライン 13-1 2.(4)）。 

 

しかし、民間事業者の間では、②の条件が不明確であるとして、より明確な条件

の策定を望む声もありました。そこで、改定後の運営権ガイドラインでは、株式譲

渡の環境整備が多様な民間事業者による運営事業への参画を容易とし、ひいては公

的負担の軽減や地域活性化などの運営事業全体の健全な発展に資することを明記し

リスク分担ガイドライン 二.6(1)（参考）⑥（改定後） 

…不可抗力について協定等で取り決めをしていても、具体的な状況下で不可抗力該当性や収益減

少分の扱いについて明確に判断できない場合も想定されることから、事業の特性に応じて協定等

であらかじめロスシェアリングについて定めておくことも、独立採算型事業では有益と考えられ

る。 

運営権ガイドライン 13-1 2-3.(2)（改定後・赤字が改定箇所） 

②株式譲渡が事業実施の継続を阻害しないこと。 

具体的には、発行済株式総数に対する譲渡株式数の割合などからみて、運営権者の経営や事業

遂行能力への影響が小さいと客観的に認められる場合には、基本的に株式譲渡が事業実施の継

続を阻害しないと考えられる。 

また、株式譲渡に伴い、運営権者から運営に関する業務の一部を受託している企業や、株式譲

渡を行う企業から運営権者に出向している職員が交代する等の場合には、要求水準や提案内容

の履行に支障をきたすこととならないよう、当該企業や職員から新たに運営に関する業務を担

当する者に対し必要な情報の提供等が適切に行われるなど十分な留意が必要である。 
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た上で、②の条件についてより一層の明確化が図られています。 

上記の通り、今回の改定により、「株式譲渡が事業実施の継続を阻害しないこと」

に関して具体的な判断基準が示され、譲渡株式の割合が小さい場合には基本的には

事業実施の継続を阻害しないことが明確化されました。他方で、株式譲渡に伴って

実務担当者の交代が生じる場合に、事業の実施に支障を来さないよう、引継ぎ作業

が適切に行われることについての注意喚起が行われていることにも留意を要します。 

 

Ⅳ. 小括 

 

改定版アクションプランでは、新型コロナウイルス感染症への対応により公共セク

ターの財政状況が厳しさを増す中にあって、今後、感染予防や社会・経済の変化を盛り

込んだ質の高い公共サービスを提供するためには、効率的に民間企業の創意工夫や資金

等を活用する PPP/PFI が引き続き有効であると考えられるとし、コロナ下においても

より一層の PFI 事業の推進を打ち出す姿勢を明確にしています。今後も、中小規模の地

方公共団体を含めて多様な PFI 手法の導入が促進され、契約実務も改定版ガイドライン

を踏まえて蓄積されていくことが期待されます。 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『「再エネ電気」「環境価値」の取引の全体像と需要家・小売電気事

業者の留意点 ～カーボンニュートラルを実現するために押さえて

おくべき重要なポイント～』 

開催日時  2021 年 10 月 29 日（金）14:00～17:00 

講師    木山 二郎、塩見 典大、日髙 稔基 

主催     株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ セミナー  『＜8 名の法律専門家が関連分野から一挙解説＞スーパーシティ構

想×Ｘ―特区法、データ活用、モビリティ、ドローン、Fintech、ヘ

ルスケア、農業、エネルギー―』 

開催日時  2021 年 11 月 2 日（火）13:00～16:45 

講師    戸嶋 浩二、岡田 淳、堀 天子、岡谷 茂樹、代 宗剛、佐藤 典仁、 

      堀尾 貴将、内津 冬樹 

主催     株式会社新社会システム総合研究所 

 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/263.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/263.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/263.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/280.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/280.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/280.html
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➢ セミナー  『EPC 契約･建設請負契約の諸論点と実務 ～国内プロジェクトを

念頭に基礎から FIDIC、紛争解決まで実践的に解説～』 

開催日時  2021 年 11 月 9 日（火）13:15～16:15 

講師    村上 祐亮 

主催     株式会社日本ナレッジセンター 

 

➢ セミナー  『第 4701 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  2021 年 11 月 11 日（木）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  『令和 3 年改定 最新の「アクションプラン」「ガイドライン」を踏

まえた PPP/PFI/コンセッション事業の基礎実務』 

開催日時  2021 年 11 月 22 日（月）13:30～15:30 

講師    白川 佳 

主催     株式会社 JPI（日本計画研究所） 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

文献情報 

➢ 論文     「民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）の改正等」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.62 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、 西條 景、 

      吉田 達彦（共著） 

 

➢ 論文     「【解説】所有者不明土地対策 1／共有制度を見直し［民法改正］」 

掲載誌   日経不動産マーケット情報 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、 西條 景、 

      満木 瑛子、吉田 達彦（共著） 

 

➢ 論文     「【解説】所有者不明土地対策 2／相続登記を義務化［不動産登記法

改正］」 

掲載誌   日経不動産マーケット情報 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、 西條 景、 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/246.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/246.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/256.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/256.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/256.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/279.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/279.html
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      満木 瑛子、吉田 達彦（共著） 

 

➢ 論文     「【解説】所有者不明土地対策 3／不要な土地を国庫に［相続土地国

庫帰属法など］」 

掲載誌   日経不動産マーケット情報 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、鋤﨑 有里、 西條 景、 

      満木 瑛子、吉田 達彦（共著） 

 

➢ 論文     「法令解説 民法・不動産登記法を改正し所有者不明土地の活用に

道開く」 

掲載誌    日経不動産マーケット情報 2021 年 9 月号（第 233 号） 

著者    佐伯 優仁、繁多 行成、佐藤 喬洋、西條 景、満木 瑛子、 

      吉田 達彦、鋤﨑 有里（共著） 

 

➢ 論文     「電力市場の環境と事業再生のポイント」 

掲載誌   月刊 研究開発リーダー 第 185 号 

著者    木山 二郎 

 

➢ 論文     「サステナビリティへの取組みと独禁法・競争法―諸外国及び日本

の動向を踏まえた企業の事業活動への示唆」 

掲載誌   NBL No.1200 

著者    高宮 雄介 

 

NEWS 

➢ MHM マイページを開設いたしました 

2021 年 9 月 10 日（金）、当事務所では、セミナー、ニュースレター、書籍・論文、

官公庁からの公表事項等に関する情報を一元的に収集・閲覧できるポータルサイト

として、「MHM マイページ」を開設いたしました。 

 

MHM マイページは、ご登録いただければいつでもご利用いただけるオンライン

サービスです。 

 

MHM マイページでできること 

①当事務所主催セミナーのお申込みや動画・資料の閲覧 

・当事務所主催セミナーへのお申込み、お申込み後の変更・キャンセル 

・当事務所主催オンデマンド配信セミナーの動画視聴 

・当事務所主催セミナーで配布した資料の閲覧 
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その他、当事務所主催セミナーに関して、当事務所の公式ウェブサイトに掲載され

ていないコンテンツをご覧いただけます。 

 

②ニュースレターの配信登録・停止 

ニュースレターの配信登録・停止ができるほか、一覧やキーワード検索からバック

ナンバーへアクセスいただけます。 

 

③関心分野に関する情報の一括収集・メール受信 

関心のある分野/キーワード/弁護士に関連するニュースレター/セミナー/著書・論文

/法務トピックスを、メールで定期的に受信するよう設定できるほか、MHM マイ

ページのトップページや「お気に入り」ページに集約することができます。 

 

④今後もお役に立つコンテンツを増やしていく予定です 

 

ご登録・ご利用についての詳細はこちらをご覧ください。 

 

➢ 当事務所の弁護士が asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms 

and lawyers にて高い評価を得ました 

asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて、当

事務所および当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）は

Outstanding として紹介され、Energy 分野を含む各分野で高い評価を得ました。弁

護士においては、小林 卓泰が選出されています。 

また当事務所のヤンゴンオフィス（Myanmar Legal MHM Limited）も Energy 分野

で高い評価を得ております。 

 

➢ IFLR1000’s 31st edition にて高い評価を得ました 

当事務所と当事務所の弁護士が以下の通り高い評価を受けております。当事務所の

バンコクオフィス、ヤンゴンオフィスおよびシンガポールオフィスにおいても下記

の分野と各オフィスに所属する弁護士が上位グループにランキングされ、高い評価

を受けております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

- Banking 

- Capital markets : Debt 

- Capital markets : Equity 

- Capital markets : Structured finance and securitisation 

https://mypage.mhmjapan.com/ja
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- M&A 

- Private equity 

- Project development 

- Project finance 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 1 

- Banking and finance 

- Project development 

Tier 2 

- M&A 

- Restructuring and insolvency 

Tier 3 

- Capital markets : Debt 

- Capital markets : Equity 

 

MYANMAR (Myanmar Legal MHM) 

Tier 2 

- Financial and corporate 

Tier 3 

- Project development 

  

弁護士 

JAPAN 

- Energy & Infrastructure 

 Highly Regarded: 小林 卓泰、武川 丈士 

- Investment funds 

 Notable Practitioner: 三浦 健 

- M&A 

 Highly Regarded: 河井 聡、棚橋 元、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、 

 根本 敏光 

 Notable Practitioner: 丸茂 彰、戸嶋 浩二、篠原 倫太郎、内田 修平、林 宏和、 

 熊谷 真和、関口 健一、塩田 尚也 

- Private equity 

 Highly Regarded: 棚橋 元、石綿 学 

 Notable Practitioner: 林 宏和 

- Project development 
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 Highly Regarded: 小林 卓泰 

- Project finance 

 Highly Regarded: 小林 卓泰、武川 丈士 

 Rising Star Partner: 末廣 裕亮 

- Restructuring & Insolvency 

 Highly Regarded: 棚橋 元 

 

SINGAPORE 

- Capital markets - Debt 

 Highly Regarded: トニー・グランディ 

- Capital markets - Equity 

 Highly Regarded: トニー・グランディ 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

- Banking 

 Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

 Highly Regarded: ジョセフ・ティスティウォン、プラーニー・クリンラット、 

 スパトラー・サターポンナーノン 

- Banking and finance 

 Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

- Capital markets 

 Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

 Rising Star Partner: タナナン・タマキァット 

- Energy and infrastructure 

 Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

- Project development 

 Highly Regarded: ジョセフ・ティスティウォン 

- Project finance 

 Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

 Highly Regarded: ジョセフ・ティスティウォン、プラーニー・クリンラット、 

 スパトラー・サターポンナーノン 

- M&A 

 Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

- Restructuring & Insolvency 

 Rising Star: スパルーク・ラグサリゴーン 

 

MYANMAR (Myanmar Legal MHM) 

- Energy and infrastructure 
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Highly Regarded: キンチョー・チー 

- Project development 

 Highly Regarded: キンチョー・チー 

- M&A 

 Highly Regarded: キンチョー・チー 

 

Industry Sector 

JAPAN 

- Automotive 

 Highly Regarded: 箱田 英子、江平 享 

- Banking 

 Highly Regarded: 諏訪 昇 

- Energy 

 Highly Regarded: 小林 卓泰、武川 丈士 

- Financial services 

 Highly Regarded: 諏訪 昇、箱田 英子 

- Insurance 

 Highly Regarded: 河井 聡、江平 享 

 Notable Practitioner: 藤津 康彦 

 Rising Star Partner: 田井中 克之 

- Industrials and manufacturing 

 Highly Regarded: 箱田 英子 

- Investment management 

 Notable Practitioner: 三浦 健 

- Pharmaceuticals & Life Sciences 

 Highly Regarded: 棚橋 元、諏訪 昇、河井 聡 

- Real estate 

 Highly Regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、尾本 太郎、江平 享、根本 敏光 

 Notable Practitioner: 藤津 康彦 

 Rising Star Partner: 田井中 克之 

- Technology & Telecommunications 

 Highly Regarded: 棚橋 元 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

- Automotive 

 Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

- Energy 
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 Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

 Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、プラーニー・クリン 

 ラット、スパトラー・サターポンナーノン 

- Oil and gas 

 Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

- Natural resources 

 Highly Regarded: スパトラー・サターポンナーノン 

- Real estate 

 Highly Regarded: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、プラーニー・クリン 

 ラット 

- Utilities 

 Market Leader: ジェッサダー・サワッディポン 

 

MYANMAR (Myanmar Legal MHM) 

- Energy 

 Highly Regarded: キンチョー・チー 

 

➢ Asia Business Law Journal にて当事務所の 13 名の弁護士が Japan’s Top 100 

Lawyers 2021 に選ばれました 

Asia Business Law Journal 誌において同誌の独自調査により、当事務所の以下 13

名の弁護士が Japan's Top 100 Lawyers 2021 に選ばれました。 

 

・佐藤 正謙: Structured Finance; Real Estate; Project Finance; Infrastructure & 

Energy; M&A; Private Equity 

・三浦 健: Finance; Regulatory; Regulated Transactions; Infrastructure & Energy; 

Private Equity 

・藤原  総一郎 : Bankruptcy & Restructuring; M&A; Corporate Governance; 

Corporate & Commercial Disputes 

・ 棚 橋  元 : M&A; Private Equity; Venture Capital; Corporate Governance; 

Information Technology 

・高谷 知佐子: Labour & Employment; Litigation; M&A 

・石綿  学 : M&A; Private Equity; Corporate Governance; Risk Management; 

Securities 

・大石 篤史: M&A; Taxation; Wealth Management 

・小澤 絵里子: Real Estate; Banking & Finance; Structured Finance; Investment 

Funds 

・小林 卓泰: Banking & Finance; Power & Energy; Project Finance; Securitisation 

& Structured Finance 
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・鈴木 克昌: Capital Markets; Inbound Investment; Litigation; M&A; Technology, 

Media and Telecommunications 

・尾本  太郎 : Aviation; Banking & Finance; Capital Markets; Corporate & 

Commercial; Real Estate 

・江平 享: Banking & Finance; Capital Markets; Compliance; Private Equity, Venture 

Capital & Funds; Securitisation & Structured Finance 

・大西  信治 : Capital Markets; Inbound Investment; Outbound Investment; 

Investment Funds 

 

（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 


