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Ⅰ.  はじめに 

ベンチャー企業の資金調達は、これまで、主として株式を始めとするエクイティ性の

資金により行われてきました。 

他方で、昨今、米国や欧州において、ベンチャーデット（Venture Debt）と呼ばれる、

ハイテク分野のスタートアップを中心としたベンチャー企業による負債性の資金調達

が増えています。米国と欧州におけるベンチャー・ファイナンスの市場規模は、2018

年において、米国が約 900 億ユーロ、欧州が約 210 億ユーロであり、その内に占める

ベンチャーデットの割合は、米国が 15％、欧州が 5％とされます1。2021 年でみると、

米国のベンチャーキャピタル（VC）が支援する企業が受けた資金調達 3,415 億ドルの

うち、デットによるものはその 10 分の 1 弱、331 億ドルとのことです2。このとおり、

ベンチャーデットは、多くの場合、VC からのエクイティ性の資金調達を補完する位置

づけにあります。 

ベンチャーデットによる資金調達を受ける場合、ベンチャー企業は、定期的な元利金

の支払義務を負う一方、創業者や VC が保有する株式の希薄化を避けることができると

いう利点があります。また、ベンチャーデットは、ベンチャー企業がエクイティで調達

した資金にレバレッジをかけ、資金調達の平均コストを下げる効果があります3。 

ベンチャーデットには、伝統的な融資に見られない特徴が幾つかあると言われていま

す。以下、順に検討します。 

* 本稿の作成に当たっては、同僚である倉持喜史弁護士及び石田幹人弁護士から有益な助言を得ました。

しかし、あり得べき誤りは筆者らに属します。
1 株式会社野村資本市場研究所「ベンチャー・ファイナンスの多様化に係る調査」（2021年 3月 31日） 

p39
2 https://pitchbook.com/news/articles/venture-lending-debt-startups-blackstone
3 ベンチャー企業の場合、ハイリスク・ハイリターンで、株式の期待収益率は高くなりがちであり、負

債の方が（信用力の乏しさゆえに高めの金利が求められたとしてもなお）調達コストが低いと判断され

ることがあります。
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Ⅱ.  ベンチャーデットの特徴 

 

ベンチャー企業が、ベンチャーデットによる融資を受けるには、まず高い成長の可能

性を有していることが求められます。また、先行する米国における融資事例においては、

次のような特徴があるといわれます4。 

 

① VC からの投資実績があること 

② 特許等の知的財産権を保有していること 

③ 貸付人へのワラントの供与 

 

1. VC からの投資実績 

 

一般に、ベンチャー企業は、事業の発展途上にあり、かつ、成長のために多額の資

金を費消することから安定したキャッシュフローを欠き、また、担保となり得る資産

を保有していない事例が多く、伝統的な融資の対象としては不向きとされてきました。 

 

これに対し、ベンチャーデットは、キャッシュフローや担保に依存せず、むしろ借

入人の事業において将来の高い成長の可能性があることが重要なポイントとなりま

す。しかし、その調査・検証には相応の時間とノウハウを要し、判断も必ずしも容易

ではありません。そこで、一つの有力な考慮要素となるのが、VC からの投資実績の

有無となります。目利き能力等に定評のある VC からの投資実績がある場合、そのよ

うな事実自体が、ベンチャーデットの貸付人にとって有力な判断材料となります。ま

た、このような VC から役員の派遣もなされている場合は、合理的な経営への期待も

強まります。 

 

更に、ベンチャーデットの返済は、（VC からのものを含めて）将来の資金調達を

原資として見込むことが多いといえます。既に VC からの投資実績がある場合、次回

のエクイティラウンドの可能性に期待を寄せることもできます。但し、この期待は事

実上のものに留まり、VC とベンチャーデットの提供者又はベンチャー企業との間で、

追加出資に向けた明示的な約束が結ばれるわけではありません。 

 

ベンチャーデットの契約が締結されるタイミングとしては、エクイティによる調達

の数ヶ月後であることが多いようです5。資金が潤沢なタイミングでデットによる調

達が行われるのは、一見矛盾するようにも思われますが、ベンチャー企業としては、

VC による評価を得てエクイティ資金の調達に成功し、当面の運営資金は確保できて

 
4  以下、本Ⅱ .における米国の実務に関する記述の多くの部分は、Timo Fischer and Gaétan de 

Rassenfosse. 2012. “Venture debt financing: Determinants of the lending decision” (Strategic 

Entrepreneurship Journal, 10(3) at 235-256) によっています。 
5 https://www.svb.com/startup-insights/venture-debt/what-is-venture-debt  

https://www.svb.com/startup-insights/venture-debt/what-is-venture-debt
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いる状態にある方が、貸付人との関係で交渉上優位な立場を占めやすいこと、ベン

チャー業界は景気循環的であり、またトレンドにも敏感であるため、特定のセク

ター・事業が評価される局面が到来した場合には、（手元の資金量の多寡にかかわら

ず）その機会を活かして可能な限り資金調達を進めておく方が望ましいといった判断

が働くと指摘されています。 

 

ベンチャーデットにおいては、多くの場合、一定の引出期間（draw-down period）

が設定され、実際の融資は、引出期間内において借入人が希望するタイミングで行わ

れます。従って、仮にエクイティラウンドの数ヶ月後というタイミングで契約が締結

されるとしても、不要な資金を無理に借入れることには当然なりません。他方、この

方式によると、契約締結時より相応の時間が経過し、借入人の資金が細りつつある段

階で（貸付人から見ると、回収上のリスクが最も高まるタイミングで）引出が行われ

ることにもなり得ます。また、借入金額・時期等によっては、利息収入の多寡にも影

響が及び得ます。いずれもコミットメントライン方式による貸付一般に多かれ少なか

れ当てはまるものではありますが、ベンチャーデットの場合、契約締結時期の特殊性

や返済原資の限定性ゆえに、この特徴が強まることとなります。 

 

また、ローンが返済されるまで支払義務が発生しないバックエンドフィーを設定す

ることがあります。借入人が次回エクイティラウンドで返済に必要な資金を調達する

まで借入コストの負担を先延ばしにすることで、期中の利払い負担を軽減するものと

いえます6。 

 

2. 特許等の知的財産権の保有 

 

ベンチャー企業が、その事業の独自性・新奇性を基礎づける特許等の知的財産権を

保有していることは、将来の成功に関するシグナル効果を有します。もちろん、特許

等があれば成功が約束されるわけではなく、また、特許等がなくとも成功が妨げられ

るわけではありませんが、ベンチャー企業が労力とコストを費やして特許等申請を行

い、当局の審査をクリアしたことは、当該企業が卓越した技術を有すること等を示す

要素となるとの指摘があります。但し、かかる特許等の重要性は、最終的にはベン

チャー企業の事業の内容やその発展段階にもより、個別事例によって事情は異なる面

もあります。 

 

ベンチャーデットの提供に際し、ベンチャー企業の有する重要な特許等に対して担

保設定がなされる場合もあります。しかし、特許等がベンチャー企業の事業の維持・

発展を支える重要な資産である場合に、ベンチャーデットのために担保提供してしま

うと、とりわけベンチャー企業による特許の使用許諾が不合理に制限されるときは、

 
6 https://www.svb.com/startup-insights/venture-debt/what-is-venture-debt  

https://www.svb.com/startup-insights/venture-debt/what-is-venture-debt
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ベンチャー企業の事業発展の足かせとなるおそれがあります。また、そもそも、既存

のVCとの契約によって、第三者に対する担保設定が制限されている場合もあります。

更に、仮にそのような制限がなかったとしても、将来の VC からの出資に対し抑止的

な効果が生じる可能性があります。従って、担保設定を受ける場合には、上記の諸点

に十分注意を払った上で、その条件・内容（ベンチャー企業による自由な使用を認め

る範囲を含む。）を決める必要があります。 

 

3. 貸付人へのワラントの供与 

 

ベンチャーデットの提供に際しては、貸付人にワラント（新株予約権）が付与され

るのが通例です。上述のとおり、安定したキャッシュフローや担保となり得る資産が

乏しい状況下で、借入人の事業成長の可能性に依拠して行われるメザニンデットにお

いては、貸付人は相応のリスクを取ることになるため、借入人の事業が成功した場合

のアップサイドに与ることのできる権利の付与が併せて求められます。 

 

なお、VC からの出資が新株予約権付社債等によって行われることもありますが、

この場合は、基本的に、負債として返済するより、次回のエクイティラウンドや IPO

においてエクイティに転換する（当該負債をもってエクイティの払込金に充てる）こ

とが想定されています。また、かかるワラントの見合いとして、当該社債等の利率は

低めに設定されます。 

 

一方、ベンチャーデットは、基本的に負債として元利払いによって返済されること

が想定されており、ワラントが付与されるとしても、法的にはあくまでもデットとは

別個独立の取引として取り扱われるのが通例です。すなわち、ワラントの行使により

発行されるエクイティの払込はデットとは別に行われ、払込金額も負債金額と特に連

動しません。ワラントが付与されることにより、レンダーはアップサイドを享受する

機会を得ることになりますので、デットの利率が若干低めに調整されることとなりま

すが、VC からの出資が新株予約権付社債等によって行われる場合と比べると、ワラ

ントの付与額が限定的であることも影響してか、デットの利率がそこまで低く設定さ

れることにもならないようです。 

 

4. ベンチャー企業のステージによる違い 

 

ベンチャー企業が、いわゆるアーリーステージにある場合、すなわち、PoC（プルー

フ・オブ・コンセプト）等を通じて市場破壊的・独創的なアイディア・技術を事業化

していく過程にある場合、事業計画が予定どおりに進まないのは容易に起こり得る事

態であり、ベンチャーデットに係る契約において、厳しいマイルストーンやコベナン

ツが設定されることはあまりありません。一方、事業が軌道に乗り、キャッシュフロー
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の創出、企業価値の増大への道筋が調い始めたレイターステージに進んだ場合は、ベ

ンチャーデットの貸付人も、借入人のトラックレコードや将来の業績予想に依拠して

融資判断を行い、契約締結の際も、収益や業績についてより厳格なコベナンツが求め

られたり、ローンの実行がマイルストーンによって区切られる（一定のマイルストー

ンがクリアされた場合に、ローンの実行が可能となる）ことがあります7。 

 

5. ベンチャーデットの担い手 

 

ベンチャーデットには、伝統的な銀行融資には見られない特徴があり、独特のノウ

ハウを有することから、米国においても、銀行がベンチャーデットの貸付けを行うの

は一般的ではなく、シリコンバレーバンクの等の一部の銀行に限られています。かか

る金融機関以外では、ファンドがベンチャーデットの主な担い手となっています。 

 

Ⅲ.  日本におけるベンチャーデット 

 

1. 日本におけるベンチャーデットの例 

 

日本においても、ベンチャーデットが芽生えつつあります。 

 

2020 年 12 月 28 日に、バイオベンチャーである Spiber 株式会社に対する事業価値

証券化の手法による 250 億円の融資が実施され、市場の関心を集めました8。 

 

最近では、2022 年 5 月 24 日、SDF キャピタル株式会社が、マネーフォワード等

からの出資を受けてスタートアップ向けデットファンドである「スタートアップ・

デットファンド 1 号投資事業有限責任組合」を設立し、5 月 20 日に 1st クロージン

グを行った旨のプレスリリース9をしています。 

 

あおぞら銀行傘下のあおぞら企業投資株式会社も、ベンチャー企業向けデットファ

ンド「あおぞら HYBRID1 号投資事業有限責任組合」を 2019 年 11 月に組成し10、2022

年 1 月には 2 号ファンドを組成しています11。 

 
7 ベンチャー企業によるデットでの資金調達としては、他に、レベニュー・ベイスド・ファイナンス

（Revenue Based Financing＝RBF）があります。返済方法が特徴的であり、米国の例を参照すると、

借入人の毎月又は毎四半期の収益の一定割合（例えば 5％）を、①借入額の所定倍数（例えば 2 倍）に

達するまで、②所定の内部収益率（IRR）に達するまで、③最終日が到来するまでといったマイルストー

ンのいずれかに到達するまで行うことにより、返済することが想定されています。金利は、通常のロー

ンでは、元本額に一定割合を乗じることで計算されますが、RBF では、上記の仕組みで返済された場合

の総返済額のうち元本額を超過する部分が金利となります。返済が短期間で終了する場合には、規制金

利との抵触も生じ得るため、調整が必要となります。専ら将来の収益を引き当てとして返済が行われる

ため、収益が予測しやすい SaaS（Software as a Service）等のサブスクリプションサービスを営むベン

チャー企業が借入人の候補となります。 
8 https://www.sc.mufg.jp/company/news/000019558.pdf  
9 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000101774.html 
10 https://www.aozora-ci.co.jp/news/release_hybrid.html 

https://www.sc.mufg.jp/company/news/000019558.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000101774.html
https://www.aozora-ci.co.jp/news/release_hybrid.html
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2022 年 9 月 20 日には、スタートアップ向け融資事業を行うフィンテックスタート

アップの Fivot が、三井住友銀行等から出資を受けたとの報道がありました12。Fivot

は Flex Capital の名称で、請求書立て替え払いや将来入ってくる売上高を裏付けに運

転資金等を貸し出すサービスを手がけるとのことです。こちらは、専ら将来の収益を

引き当てとして返済が行われるという意味で、レベニュー・ベイスド・ファイナンス

寄りの仕組みとなるようです。 

 

2. 事業成長担保権との関係 

 

金融庁が設置した「事業を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」で、事

業全体を包括的に担保として取り扱う事業成長担保権に関する議論が行われていま

す13。製造業から（有形固定資産をあまり持たない）非製造業への産業構造の転換を

背景に、保有資産の価値ではなく、貸出先の事業から生み出されるキャッシュフロー

やその将来性を評価して融資するという発想です14。 

 

論点整理は、事業成長担保権の活用事例を数多く挙げますが、現行の担保法制の下

で担保対象となり得る資産をあまり持たないスタートアップへの融資（ベンチャー

デット）についての利用も視野に入れているようです。 

 

また、岸田内閣のもとで本年 6 月 7 日に公表された「新しい資本主義のグランドデ

ザイン及び実行計画～人・技術・スタートアップへの投資の実現～」においても、ス

タートアップ等が事業全体を担保に金融機関から成長資金を調達できる制度を創設

するため、関連法案を早期に国会に提出することを目指すとの方針が明らかにされて

います。金融審議会市場制度ワーキング・グループ中間整理（同年 6 月 22 日）15及

び総会資料（同年 9 月 30 日）16も、同様の構想を謳います。 

 

上述のとおり、一般に、スタートアップ企業は、担保となり得る資産を十分に保有

しておらず、また、その企業価値も生成途上であることから、このような担保制度が

成長資金の供給にどの程度資するかについては、議論の余地もあります17。また、ベ

ンチャーデットにおいて担保設定を行う場合、幾つか留意すべき点があることも既に

述べたとおりです。 

 
11 https://www.aozora-ci.co.jp/news/release_hybrid2.html 
12 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB206Q20Q2A920C2000000/?unlock=1  
13 議論の結果は、同研究会の令和 2 年（2020 年）12 月 25 日付「論点整理」及び令和 3年（2021 年）

11 月 30 日付「論点整理 2.0」でまとめられています（以下「論点整理」と総称します。）。 
14 法制審議会担保法制部会においても、動産や債権を目的とする担保法制の見直しの議論と併せて、事

業担保権の導入の是非や制度設計に関する審議が行われています。 
15 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220622/houkoku.pdf  
16 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/2022_0930/2.pdf  
17 実務上、担保の設定によらないベンチャーデットの事例も少なくないところです。 

https://www.aozora-ci.co.jp/news/release_hybrid2.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB206Q20Q2A920C2000000/?unlock=1
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220622/houkoku.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/2022_0930/2.pdf
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他方で、ベンチャーデットが一大分野を形成するに至った米国等では、全資産担保

の設定によるのが通例であるともいわれています。また、一口にスタートアップ企業

ないしベンチャー企業といっても、その事業の発展状況や資産状態はまちまちです。

上述のとおり、レイターステージにあるベンチャーに対しては、全資産担保とコベナ

ンツの組み合わせによる融資も一つの現実的な選択肢となる可能性はあります。また、

全資産担保の設定が VC による追加出資にどこまで抑止的な影響を与え得るか、（仮

に一定の影響が及び得るとして）融資判断上それをどこまで考慮するかも、結局、個

別事例次第ともいえるかもしれません。 

 

このように、個別の案件において、上で言及した幾つかの条件が整った場合には、

全資産担保ないし事業担保付きのスタートアップ企業向け融資が奏功する可能性も

ありそうです。 

 

3. 日本におけるベンチャーデットの今後 

 

昨今、IPO の市況悪化等により株式による資金調達が難しくなる傾向にもあり、ベ

ンチャー企業による負債性資金の調達は、今後、より注目されると思われます。当事

務所では、これらの動きを事業担保権をめぐる議論の動向と併せてフォローし、随時、

アップデートさせていただきます。 
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セミナー 

➢ セミナー  『第 5008 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～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』 

      開催日時  2022 年 11 月 9 日（水） 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  『LBO ファイナンスの実務～レンダー及びスポンサー双方の観点か

らスキーム・契約交渉上のポイントを解説～』 

      開催日時  2022 年 12 月 7 日（火） 10:00～12:00 

      講師    末廣 裕亮 

      主催    株式会社金融財務研究会 

 

文献情報 

➢ 論文    「＜論説＞事業担保権の制度設計－法制審議会の議論を踏まえて」 

掲載誌   金融法務事情 No.2191 

著者    佐藤 正謙 

 

➢ 論文    「The Venture Capital Law Review 2nd Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Venture Capital Law Review 2nd Edition 

著者    棚橋 元、石田 幹人、飯島 隆博 

 

➢ 論文    「Chambers Global Practice Guides Private Equity 2022 - Japan 

Chapter」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Private Equity 2022 

著者    東 陽介、鈴木 信彦、笠間 周子 

 

NEWS 

➢ ジャカルタオフィス開設のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、インドネシア・ジャカルタにおいて、2023 年 1

月を目途に、新たな提携先となる法律事務所（ATD Law）との業務提携を開始

することにより、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

 

インドネシアは、ASEAN 諸国の中でも、最大の人口を擁する国家であり、日

系企業を含む海外企業・投資家による関心が引き続き非常に高い国です。海外

製造拠点としての重要性に加えて、近時は、金融・テクノロジー・医療・物流・

運送サービス等を中心にイノベーションが起きている業務分野への投資など投

資対象の関心も多様化しており、今後も巨大な消費マーケットに裏打ちされた
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各種産業の多様化・深化が見込まれます。 

 

これまでも、当事務所は、既存の各拠点から、インドネシアに関する様々な先

駆的案件に関与して参りましたが、今般、国境を越えた往来が復活し、インド

ネシアへの投資案件もさらに増加することが見込まれるこのタイミングで、イ

ンドネシア現地におけるサービスの提供体制をより一層強化すべく、ATD Law

との業務提携により、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

 

ATD Law は、Abadi Abi Tisnadisastra インドネシア法弁護士（Abi 弁護士）が

代表を務めるインドネシアの現地法律事務所です。Abi 弁護士は、弁護士とし

て 20 年以上の経験を有し、インドネシア現地のリーガルマーケットにおいて

も非常に高い評価を得ている弁護士であり、日系企業クライアントを含む国際

的なクライアントの M&A／コーポレート／金融／通信／テクノロジー分野の

案件について多くの実績を有しています。 

 

ATD Law は、インドネシアの独立した法律事務所として本日より業務を開始し

ております。2023 年 1 月を目途に、ATD Law と弊事務所とは業務提携を開始

し、ATD Law in association with MHM という形で、弊事務所ジャカルタオフィ

スとしての業務を開始することを予定しております。 

 

また、ジャカルタオフィスには、コーポレート／M&A の各分野、特にインドネ

シア案件を多く取り扱ってきており、過去にインドネシア駐在経験もあるシン

ガポールオフィスパートナーの竹内 哲 弁護士が駐在することに加えて、日本

法弁護士（アソシエイト）が駐在いたします。ジャカルタオフィスとして業務

を開始するタイミングにて、これらの日本法弁護士も駐在することを予定して

おります。 

 

ジャカルタオフィスの正式な開設日及び住所等の詳細につきましては、改めて

お知らせいたします。 

 

（本件に関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

Tel: 03-6212-8330 

Email: mhm_info@mhm-global.com 

 

➢ IFLR1000’s 32nd 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日本において以下の通り高い評価を受けており

ます。 

mailto:mhm_info@mhm-global.com
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さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）、シンガポール及びベトナムにおいても各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 : Structured finance and securitisation 

・Project development 

・Project finance 

 

THAILAND 

Tier 1 

・Banking and finance 

・Project development 

 

MYANMAR 

Tier 3 

・Project development 

 

＜弁護士＞ 

Practice Area 

JAPAN 

・Banking 

- Market leader: 佐藤 正謙、前田 博 

- Highly regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、小林 卓泰、武川 丈士、青山 大樹、

根本 敏光 

- Notable practitioner: 竹野 康造、丸茂 彰、植田 利文 

・Banking and finance 

- Rising star partner: 白川 佳 

・Capital markets - Structured finance and securitisation 

- Market leader: 佐藤 正謙 

- Highly regarded: 諏訪 昇、小澤 絵里子、小林 卓泰、江平 享、根本 敏光 

・Project development 

- Highly regarded: 小林 卓泰、岡谷 茂樹 

・Project finance 

- Market leader: 前田 博 

- Highly regarded: 小林 卓泰、武川 丈士、岡谷 茂樹、村上 祐亮 
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- Notable practitioner: 島 美穂子 

- Rising star partner: 末廣 裕亮 

 

THAILAND 

・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 

- Notable practitioner: サランポーン・チャイアナン 

・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 

 

MYANMAR 

・Project development 

- Highly regarded: キンチョー・チー 

- Rising star partner: 井上 淳 

 

Industry Sector 

JAPAN 

・Banking 

- Highly regarded: 諏訪 昇 

・Financial services 

- Highly regarded: 諏訪 昇、箱田 英子 

 

➢ asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて高

い評価を得ました  

当事務所は asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and 

lawyers にて Outstanding として紹介され、当事務所と当事務所の弁護士が以下

の分野及び業種において高い評価を得ております。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）、ベトナムにおいても同様に高い評価を得ております。 
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＜森・濱田松本法律事務所＞ 

JAPAN 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 

Industry sector 

・Banking and financial services (Outstanding) 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 

Industry sector 

・Banking and financial services (Outstanding) 

 

＜弁護士＞ 

JAPAN 

Practice area 

・Banking and finance 

- Elite practitioner: 佐藤 正謙 

- Distinguished practitioner: 石川 直樹、青山 大樹 

- Notable practitioner:岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance 

- Elite practitioner: ジェッサダー・サワッディポン 

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

- Notable practitioner: スパトラー・サターポンナーノン、デイビット・ベッ

クステッド 

- Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

 

➢ IFLR Asia Best Lawyers 2022 に当事務所の弁護士が選出されました 

International Financial Law Review（IFLR）による IFLR Asia Best Lawyers 2022

において、当事務所の佐藤 正謙 弁護士、小林 卓泰 弁護士、鈴木 克昌 弁護

士、前田 博 弁護士がアジアにおける Best Lawyers として選出されました。 

なお、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）からはジェッサ

ダー・サワッディポン 弁護士、スパトラー・サターポンナーノン 弁護士が選

出されております。 
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➢ Who’s Who Legal: Capital Markets 2022 にて高い評価を得ました 

Who’s Who Legal: Capital Markets 2022 において、佐藤 正謙 弁護士が

Structured Finance 分野で Global Leader 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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


