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2023 年 1 月号 

2022 年の振り返りと 2023 年の展望 

Ⅰ. 各分野の概況・展望 

Ⅱ. 担保法改正 

Ⅲ. 事業担保 

Ⅳ. サステナブルファイナンス・GX 投融資 

2022 年における国内融資全般の動向1としては、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴う緊急の資金需要は落ち着き、多くの企業は手元流動性の確保ができた状態に至りま

した。一方、2022 年後半からは、一部の業種を中心に、コロナ禍からの経済活動再開

や原材料調達コストの上昇などを背景とする資金需要があり、金融機関はそのような追

加的な資金需要に応えています。 

2022 年 12 月、日銀が金融政策を修正し、事実上の利上げに踏み切りました。今後の

金融政策や資金調達コストに与える影響、タイミング等は不透明な部分も多いですが、

2023 年は資金調達環境がこれまでと大きく変わる可能性があります。2023 年は、こう

したマーケットの環境変化や後述する DX・GX 等に伴う産業構造の変化を背景に、一

般的なコーポレートファイナンスだけでなく、資産流動化・証券化等のストラクチャー

ド・ファイナンスや過去にはなかった新しい金融手法が、調達側及び供給（投資家）側

の双方にとって選択肢となる機会が増えるかもしれません。当事務所は、2023 年もこ

れまで同様、コーポレートファイナンスから最先端の金融手法まで、多様な取り組みを

全力でサポートする所存です。 

以下では、ストラクチャード・ファイナンス分野に関する 2022 年の振り返りと 2023

年の展望をまとめるとともに、バンキングやストラクチャード・ファイナンスに関連す

る 2023 年に注目すべき重要なトピックについて紹介します。 

Ⅰ. 各分野の概況・展望 

当事務所のストラクチャード・ファイナンス・プラクティスグループは、2022 年も

幅広い分野の案件に携わってきました。以下では、主要な取扱い分野のいくつかに関し

て、昨年の傾向や本年以降の展望を概観します。 

1 2022 年の国内融資の状況について、たとえば日本銀行「金融システムレポート（2022 年 10 月号）」

（https://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/fsr221021.htm）等参照 
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1. 不動産ファイナンス 

 

ポートフォリオの売買を含め大型の不動産取引が多く見られました。コロナや原材

料の高騰の影響がありながらもインバウンド投資案件が堅調であり、データセンター

の開発案件やホテルへの投資も増加しています。 

 

不動産を裏付資産とするトークンを投資家に販売する STO（Security Token 

Offering）については、2019 年の金融商品取引法改正以降、実証的な取り組みが進め

られてきましたが、近時は募集金額やプロパティ・タイプの多様化が進み、多様な不

動産 STO 商品が販売されるようになりました。この傾向は 2023 年も継続し、より

商業的な取り組みが増加することが予想されます2。STO は、いわば資産の流動化・

証券化の DX（デジタル・トランスフォーメーション）といえ、資産の流動化・証券

化と Fintech が融合されたものとして、今後、更なる実務の発展が期待されます。 

 

2. プロジェクトファイナンス、エネルギー／インフラストラクチャー 

 

プロジェクトファイナンスについては、海外向けの融資について増加傾向と指摘さ

れる一方、国内実務においては再生可能エネルギー発電に関する FIT 制度から FIP 制

度への移行期を迎えたことにより、これまで実務を牽引してきた再生可能エネルギー

発電所向けのプロジェクトファイナンスについて、案件の多様化が進んでいます。た

とえば、洋上風力発電所プロジェクトやコーポレート PPA など、新たな類型のプロ

ジェクトに対する取り組みが進む一方、複数の小型太陽光発電所プロジェクトのプー

ルや営農型太陽光発電所についてのファイナンスなど、従来の典型的な案件からの派

生形と言える取引も行われています。プロジェクトファイナンスは後述する GX のた

めの資金供給とも密接に関連し、アンモニアや水素などを利用した発電所等、中長期

的には新技術を前提としたプロジェクトが対象になることも期待されます。 

 

PFI/PPP 分野においては、2022 年 12 月 16 日、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（PFI 法）の改正法が公布されました。同改正は、①

公共施設等の対象の拡大（スポーツ施設・集会施設の明文化）、②コンセッション案

件について、事業者提案による実施方針の変更を可能とする手続等の整備、③株式会

社民間資金等活用事業推進機構（PFI 推進機構）の業務への民間支援業務の追加及び

同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を内容とするものであり、いずれも、

今後の PFI/PPP 案件を後押しするものとなっています。改正内容の詳細については、

 
2 当事務所における不動産 STO に関する取り組みについては、FINANCIAL REGULATION / CAPITAL 

MARKETS / STRUCTURED FINANCE BULLETIN「不動産を裏付けとする GK-TK スキームによる公募

STO」及び「不動産セキュリティトークン・オファリング（STO）のスキームと留意点」をご参照くだ

さい。また、近時の関連する法改正については、FINTECH / CAPITAL MARKETS / STRUCTURED 

FINANCE BULLETIN「STO に関する法制度の近時のアップデート（トークン化した不動産特定共同事

業契約に基づく権利の位置づけ等について）」。 

https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/54.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/54.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/54.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/54.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/44.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/59.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/59.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/59.html
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ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN「PFI 法の改正法案について」をご参照

ください。 

 

3. LBO ファイナンス 

 

LBO ファイナンスに関しては、2022 年後半にかけて大型案件等を中心に金融機関

側の一部でリスク判断を慎重にする動きが見られるとの指摘もある一方、中小企業の

事業承継案件等における活用など、全体としては案件の裾野の拡大が見られます。外

部環境の変化を背景とした業界再編の機運や後継者不足を解消するための事業承継

型案件など、引き続き M&A のニーズは高く、受け皿としての買収ファンドによる LBO

やその資金供給源としての LBO ファイナンスの重要性は今後も変わらないものと考

えられます。 

 

Ⅱ. 担保法改正 

 

1. 中間試案の公表 

 

2021 年 4 月より審議を開始している法務省の法制審議会担保法制部会では、動産・

債権を目的とする担保権を中心に、譲渡担保等に関する判例・学説の整理と、これを

踏まえた新たな担保法に関する立法が議論されています。2023 年 1 月 20 日には、こ

れまでの議論の中間的なとりまとめである「担保法制の見直しに関する中間試案」（以

下「中間試案」といいます。）が公表され、パブリック・コメントの手続に付されま

した3。中間試案の具体的な内容については、近日公表予定の Bulletin で詳細に解説し

ますが、主要な論点について一通り議論が整理されたことにより、今後は具体的な立

法に向けた作業が本格化します。 

 

2. 実務サイドの視点 

 

担保法改正は与信取引に様々な影響を与えるため、実務サイドとしては、議論の対

象である個別論点がどのような形で実務に関連するかを意識しなければなりません。 

 

たとえば、担保目的物の特定のための要件や対抗要件の具備方法は、担保取引全般

に関連し、担保契約の内容や手続の見直し等が必要になります。一方、これらについ

て現行法よりも柔軟な取扱いが認められ、包括的な担保取得が可能な方向で議論4が

進むと、流動資産（売掛債権や在庫等）を担保目的物とする ABL（Asset-based lending）

や、LBO ファイナンス・プロジェクトファイナンス等の全資産担保の実務において、

 
3 法務省のウェブサイト（https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00179.html）。 
4 中間試案の補足説明第 1 章・第 3・1 の補足説明部分等。 

https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/energy-infrastructure-bulletin/54.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/energy-infrastructure-bulletin/54.html
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00179.html
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期中管理（担保範囲の見直し・追加担保取得等）に関する事務負担・コスト削減とい

うメリットを享受できる可能性があります。 

 

中間試案では、動産・債権に設定された担保権と他の権利（法定担保物権等）との

優劣関係についても紙幅が割かれています5。この点は、たとえば個別動産の価値に

着目した与信取引（所有権留保を含みます。）との関係では、そもそも当該与信取引

を行うか否かの前提に関わります。これに対し、流動資産のプールとしての価値に掛

目をかけた金額を与信額の判断要素とする ABL 実務においては、担保掛目をどのよ

うに設定するかの検討に影響を与えるかもしれません。このように、立法に向けては、

実際の担保取引の類型に応じた具体的な議論が不可欠と言えます。 

 

Ⅲ. 事業担保 

 

1. 事業担保の立法化に向けた動き 

 

企業の事業全体を一体のものとして担保の目的物とし、担保権者がゴーイング・コ

ンサーンとしての事業価値を把握することができる新たな担保制度の創設について、

議論が活発に行われています6。法務省の法制審議会担保法制部会でもこの「事業担

保」が検討対象とされ、中間試案において一定の論点整理がされました7。 

 

並行して、政府の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（2022 年 6

月 7 日閣議決定）では、事業全体に対する担保制度の早期立法化が提言され、これを

受けて、金融庁の金融審議会において「事業性に着目した融資実務を支える制度のあ

り方等に関するワーキング・グループ」（以下「金融庁 WG」といいます。）が設置さ

れました。2022 年 11 月以降、金融庁 WG では、成長企業等への融資を後押しする施

策として、事業全体に対する担保制度（「事業成長担保権」（仮称））について活発な

討議が行われており、同制度の導入により求められる融資実務やその制度設計につい

て議論されています。 

 

2. 事業担保と全資産担保の実務 

 

事業担保は、立法に至ったとすれば、プロジェクトファイナンスや LBO ファイナ

ンス8で必要な全資産担保を実現する手段として期待できます。現行法では、事業全

 
5 中間試案第 2 章。 
6 先行する具体的な立法提案・検討として、金融庁「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する

研究会論点整理」（2020 年 12 月 25 日付公表、2021 年 11 月 30 日付改訂）、中小企業庁「中小企業が使

いやすい譲渡担保制度の実現に向けた提案」（2021 年 3 月 31 日）、事業担保の立法化に関する検討の視

点や論点を整理したものとして、佐藤正謙「事業の担保化と担保法改正」（ジュリスト 1579 号 28 頁以

下）。 
7 中間試案第 5 章・第 23～第 26。 
8 事業担保については、物上保証に利用することが許容されるかが議論の対象となっています（金融庁
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体に対する担保制度として実務上利用可能なものが存在しないため、「全資産担保」

は、資産の種類毎に別々に設定する個別担保を積み上げる方式で実務が運用されてい

ます。そのため、事業担保が立法化された場合は、事業担保又は個別担保の積上方式

のいずれを利用するか（あるいは 2 つを同時に利用するか）、という選択肢が生まれ

ることになります。実務サイドから見てどの選択肢が好ましいかは、事業担保の制度

設計次第にもよるところであり、担保権としての効力の強さ9やどれだけ事務手間・

コストの節約になるか等に左右されるため、議論の行方が注目されます。一方で、た

とえば小規模のプロジェクトや多数のプロジェクトのプールに対するプロジェクト

ファイナンスのように、個別担保の積上方式では費用対効果が見合わない類型の取引

においては、事業担保を利用するメリットがデメリットを上回る可能性もあり10、立

法にあたっては、具体的なユースケースを念頭に検討すべきと言えます。 

 

3. 事業担保とベンチャーデット 

 

事業担保については、DX の担い手として期待されるスタートアップ等への融資に

利用し、いわゆるベンチャーデットの実務を支えることも期待されます。ベンチャー

デットの詳細については BANKING / STRUCTURED FINANCE BULLETIN 2022 年

10 月号「ベンチャーデットの展開～海外事例の紹介と日本の現況について～」をご

参照ください。 

 

事業担保における担保目的財産は、事業に関する全ての財産（総財産）を目的とし、

契約上の地位、営業上又は技術上の秘密等の事実上の利益、のれん等も広くカバーす

る方向で議論されています11。スタートアップ等においては、有形固定資産（伝統的

な担保取引の対象）は保有しないものの、ソフトウェアや営業上・技術上のノウハウ、

協業する取引先からのライセンス等に事業価値の源泉があることも多く、これらは現

行法の個別資産に対する担保権の対象とすることは難しいという課題がありました。

 
WG 第 1 回の資料「本日討議いただきたい事項」（以下「金融庁 WG 討議資料」といいます。）6 頁）。

典型的な LBO ファイナンスにおいては、買収 SPC である借主が LBO ローンによって調達した資金に

より買収対象会社の株式を取得し、買収対象会社の資産に担保設定をするスキームが用いられています

が（すなわち、買収対象会社による全資産担保は物上保証という位置づけになります）、事業担保につい

て物上保証が許容されない場合、スキーム上の工夫が必要になります。買収ファイナンスにおける全資

産担保の実務と事業担保の利用可能性について、末廣裕亮「買収ファイナンス（アクイジション・ファ

イナンス）」（『現代の担保法』（有斐閣、2022 年）所収）。 
9 事業価値の創出に貢献する従業員や取引先を保護する観点から、労働債権や商取引債権を事業担保（事

業成長担保権）の被担保債権に優先させること（中間試案第 5 章・第 24・3、金融庁 WG 討議資料 19-20

頁）や、事業担保（事業成長担保権）の担保目的物に対して一般債権者からの差押え等があった場合に

おける担保権者の権利の制約（中間試案第 5 章・第 24・5、金融庁 WG 討議資料 13-14 頁）が議論され

ていますが、これらは個別資産の担保権においては認められていないものです。 
10 プロジェクトファイナンスの実務においては、一定の類型のプロジェクトにおいて借主たるプロジェ

クト SPC は従業員を雇用しないことも多く、また、プロジェクトに関係する契約の相手方から SPC に

対する権利行使の制約への同意を得るため、先述した労働債権や商取引債権の優先性が与える影響は限

定的との見方もあり得ます。 
11 中間試案第 5 章・第 23・3、金融庁 WG 討議資料 5-6 頁。 

https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/58.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/58.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/58.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/structured-finance-bulletin/58.html
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事業担保の構想は、制度設計次第で12、このような課題を解決し、スタートアップ等

の資金調達の選択肢を増やすことにつながる可能性があります。 

 

Ⅳ. サステナブルファイナンス・GX 投融資 

 

1. サステナブルファイナンス 

 

環境問題や社会課題の解決に向けた金融である「サステナブルファイナンス」とい

う言葉も定着し、官民双方が、その推進に向けた諸施策を進めています。金融庁は、

2022 年 7 月 13 日の「サステナブルファイナンス有識者会議第二次報告書」13におい

て、前年の第一次報告書をアップデートする形で、サステナブルファイナンスの課題

や諸施策の進捗状況を公表しました14。その後、企業開示にサステナビリティ情報を

含めることを義務づける立法15、サステナビリティに関する評価機関に対する「ESG

評価・データ提供機関に係る行動規範」の策定（2022 年 12 月 15 日）16、ESG 投信

に関するグリーンウォッシュ対策を目的とした監督指針の改正案公表（2022 年 12 月

19 日）17など、サステナブルファイナンスを巡る制度整備が進められています。2023

年は、これらの運用フェーズに入ることになり、サステナブルファイナンスの実務に

とってターニングポイントになる可能性があります。 

 

2. GX 投融資 

 

脱炭素社会の実現に向けた GX（グリーントランスフォーメーション）分野につい

て、既述の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」は GX 経済移行債を

含む諸施策を新たな政策イニシアティブとして提言しており、官邸に設置された GX

実行会議が具体的な検討を行っています。2022 年 12 月 22 日には、今後の GX 実現

全般に関する政策課題や解決に向けた対応の方向性等を整理した「GX 実現に向けた

基本方針」が取りまとめられました18。 

 

GX 実行会議においては「新たな金融手法の活用」が主要な検討項目として挙げら

れ、その検討のために設置された金融庁・経済産業省・環境省共催の「産業の GX に

 
12 たとえば、契約上の地位（ライセンス等もこの類型と言えます）との関係では、金融庁 WG において、

事業成長担保権の担保実行時の規律として、担保実行を遂行する管財人に双方未履行双務契約の解除権

を持たせるべきかという点が議論されています（金融庁 WG 討議資料 P22）。仮にこれが認められると

すると、契約上の地位に対する担保権の実効性に不確定要素が加わることになります。 
13 金融庁のウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20220713/20220713.html）。 
14 2022 年金融行政方針においても、サステナブルファイナンスの推進について紙幅が割かれています

（金融庁のウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/news/r4/20220831/20220831.html））。 
15 詳細については、CAPITAL MARKETS BULLETIN「2023 年 3 月期有報から適用 サステナビリティ

情報等に係る企業内容等開示府令等の改正案の概要」。 
16 金融庁のウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20221215/20221215.html）。 
17 金融庁のウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20221219/20221219.html）。 
18 内閣官房のウェブサイト（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html）。 

https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20220713/20220713.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/20220831/20220831.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/capital-markets-bulletin/82.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/capital-markets-bulletin/82.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/capital-markets-bulletin/82.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20221215/20221215.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20221219/20221219.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html
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向けた資金供給の在り方に関する研究会」は、2022 年 12 月 13 日、同研究会の議論

のとりまとめとして、GX 分野における民間資金を引き出していくための初期的な施

策パッケージ（以下「研究会施策パッケージ」といいます。）を公表しました19。研究

会施策パッケージの内容は多岐にわたりますが20、2050 年カーボンニュートラルの実

現に向けて、GX 投融資を新たな金融のアセットクラスとすべく、政府が積極的に後

押しするものとなっています。 

 

3. バンキング／ストラクチャード・ファイナンスの視点から 

 

（1）グリーンローン、サステナビリティ・リンク・ローン 

バンキング分野との関係では、グリーン・ファイナンスの一類型であるグリーン

ローン21やサステナビリティ・リンク・ローン22の実務が発展しており、これらは、

2022 年も発行実績・発行件数ともに前年を大幅に上回りました23。他方、グリーン・

ファイナンスについては資金調達者のセクターに偏りがある、「グリーン」性の判断

基準が不明確といった課題も指摘されており、これらに応えるための政策支援が研

究会施策パッケージに盛り込まれています24。わが国においては融資（間接金融）の

比重が大きいことから、融資を行う金融機関の動向が、グリーン・ファイナンスの

推進にあたって重要です。調達企業と融資金融機関の間の対話によって諸条件を契

約により合意するローンにおいては、比較的柔軟な設計が可能であり、今後は、実

務の成熟が期待されます。 

グリーンローンの国内事例としては、事業会社や J-REIT による利用のほか、再生

可能エネルギー発電所の建設に関するプロジェクトファイナンスについて、外部機

関よりグリーンローンの評価を受けたものが存在します。また、そのようなプロジェ

クトファイナンスの貸付債権を信託によりリパッケージし、外部機関よりグリーン

ボンドの評価を受けた信託受益権を投資家に取得させるといった、流動化・証券化

の実務を応用した事例もあります。特定のプロジェクトのキャッシュフローのみを

返済原資の引当てとする資金調達手法であるプロジェクトファイナンスは、対象プ

ロジェクトのみを行う特別目的会社（SPC）を借り手とし、貸し手による厳格な

 
19 金融庁のウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20221213.html）。なお、経済産業省・環

境省のウェブサイトにおいても、同じ公表がなされています。 
20 とりまとめの大項目として、①グリーン・ファイナンスの拡大、②トランジション・ファイナンスの

拡大、③ＧＸ分野におけるブレンデッド・ファイナンスの開発・確立、④地域・中小企業のＧＸ投資促

進にむけた資金供給、⑤企業のＧＸ投資促進等にむけた市場環境の整備等、⑥ＧＸ実践企業の評価軸の

構築と金融市場における活用、⑦資金還流の形成が、掲げられています。 
21 グリーンプロジェクト（再生可能エネルギー関連施設の建設のように、環境改善効果のある事業）に

資金使途が限定され、資金利用について管理されることを特徴とする融資 
22 資金使途は限定せず、CO2 の排出量を○％削減したら利率が○％減少するというように、サステナビ

リティに関する目標の達成度と融資条件を連動させる融資 
23 環境省のウェブサイト「グリーンファイナンスポータル」（https://greenfinanceportal.env.go.jp/（2023

年 1 月 16 日現在））によれば、2022 年のグリーンローンの実績は 171 件・約 7,576 億円（2021 年は

46 件、約 1,628 億円）、サステナビリティ・リンク・ローンの実績は、235 件・約 6,764 億円（2021 年

は 59 件、約 3,581 億円）となっています。 
24 具体的には、資金調達者を対象としたプッシュ型の発行促進を行う新たなプラットフォームの構築、

グリーンな資金使途に関する例示を更新、拡充する仕組みの構築などが挙げられています。 

https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20221213.html
https://greenfinanceportal.env.go.jp/
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キャッシュフローの管理がなされる点が特徴であり、グリーンローンや資金使途特

定型のトランジション・ファイナンス（後述）で必要とされる枠組みと重なる部分

も多いと言えます。多様な金融商品をマーケットに供給する一つのツールとして、

こうしたプロジェクトファイナンスや流動化・証券化といったストラクチャード・

ファイナンスの活用も期待されます。 

 

（2）トランジション・ファイナンス 

温室効果ガスの多排出産業に属する企業に対し、最終的にカーボンニュートラル

に到達するトランジションの取り組みに対して資金を供給するトランジション・

ファイナンス（融資形態を含みます。）も注目を集めています。基本的な考え方を示

すガイドラインである基本方針25やトランジション・ファイナンスの適格性の基準と

して用いられる分野別技術ロードマップの策定等、政府は積極的に環境整備を行っ

てきた結果、トランジション・ファイナンスの国内における活用は順調に推移して

います。 

トランジション・ファイナンスでは、カーボンニュートラル実現のための施策と

して諸外国に先駆けて国内の実務が発展しているとの指摘もあり、研究会施策パッ

ケージにおいても一層の支援強化が提言されています。 

 

（3）ブレンデッド・ファイナンス 

研究会施策パッケージでは、GX 分野において、公的資金と民間資金を組み合わせ

て資金供給する手法（ブレンデッド・ファイナンス）が提唱されています。GX 分野

は、技術リスク、工事完工リスク、安定操業リスク、需要リスク、政策リスクなど

の不確実性が高い分野であり、脱炭素技術のイノベーション促進に向けては、特に

商用化・大規模化段階において、民間金融機関による資金供給が十分に行われない

おそれがあります。このような問題意識に基づき、公益性・公平性・中立性を持っ

た公的機関が、民間金融機関が取り切れないリスクを特定した上で、公的金融機関

等の活用も通じた GX 技術の社会実装段階における金融手法によるリスク補完の在

り方を検討するとされています。 

ブレンデッド・ファイナンスの具体的手法については未確定の事項も多いですが、

研究会の議論の過程では、諸外国における取り組みとして、公的機関による投融資・

債務保証やアドバイザリー業務の提供なども紹介されました。ブレンデッド・ファ

イナンスは、官民連携の一つの形態として、GX 分野のイノベーションに関する官民

のリスク分担を目指すものと言えます。補助金政策などにとどまらず、PPP/PFI で

培われてきた知見・経験などを踏まえ、官民で深度のあるリスク分析・分担の在り

方を議論することが望まれます。 

 

 
25 金融庁・経済産業省・環境庁「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」（2021

年 5 月 7 日）（金融庁のウェブサイト https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210507_2.html 等参照） 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210507_2.html
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セミナー 

➢ セミナー  【申込受付中】MHM プレミアム Live セミナー『カーボン・クレジッ

トを巡る実務の最新動向』 

      開催日時  2023 年 2 月 20 日（月） 14:00～16:00 

      講師    【森・濱田松本法律事務所】佐藤 正謙、武川 丈士、久保 圭吾、 

大木 健輔 

【経済産業省】 中山 竜太郎 氏（ゲスト講師） 

【株式会社東京証券取引所】 松尾 琢己 氏（ゲスト講師） 

      主催    森・濱田松本法律事務所 

上記のセミナーにつきましては、※会員制ポータルサイト「MHM マイページ」

にてお申込みを受け付けております（申込期限：2023 年 2 月 15 日（水））。 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『第 5066 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンス

の基礎と実務上のポイント～レンダー及びスポンサーの双方の観

点から解説～」』 

      開催日時  2022 年 2 月 7 日（火） 13:30～16:00 

      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  『他のアセットタイプと異なる点を中心としたデータセンターに関

するストラクチャリングから契約実務まで～2 時間でマスターする

特別セミナー～』 

      開催日時  2022 年 4 月 14 日（金） 13:30～16:00 

      講師    蓮本 哲 

      主催    株式会社 JPI（日本計画研究所） 

 

文献情報 

➢ 論文    「全銀協 TIBOR のフォールバックに関する実務動向」 

掲載誌   金融法務事情 No.2197 

著者    青山 大樹 

 

➢ 論文    「事業の担保化と担保法改正」 

掲載誌   ジュリスト No.1579 

著者    佐藤 正謙 

 

https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1075
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1075
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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NEWS 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ  

本年 1 月 1 日付にて、下記の 18 名の弁護士および 1 名の税理士がパートナー

に就任いたしました。 

 

【パートナー】 

濵 史子、西本 良輔、野間 裕亘、若林 功晃、北 和尚、佐藤 喬洋、北山 昇、

喜多野 恭夫、川端 遼、五島 隆文、立石 光宏、金村 公樹、御代田 有恒、廣

田 雅亮、内津 冬樹、福田 剛、奥田 亮輔、パヌパン・ウドムスワンナクン 

 

【パートナー税理士】 

間所 光洋 

 

また、同日付で 16 名の弁護士および 1 名の税理士がカウンセルに就任いたし

ました。 

 

【カウンセル】 

森田 茉莉子、秋月 良子、島田 里奈、白根 央、蔦 大輔、石田 渉、二村 佑、

桑原 秀明、立川 聡、笠間 周子、ソニ・ティワリ、パタナワツ・ナンタウォー

ワーツ、ピティポーン・アナンタセーツ、サランポーン・チャイアナン、ピヤ

ワンニー・ワタナサコンパン、ジラユ・サングァンケーウ 

 

【カウンセル税理士】 

丸山 木綿子 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めてまいります。 

引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。  

 

➢ 新人弁護士（42 名）が入所しました  

新人弁護士（42 名）が入所いたしました。 

石河 有彩、青木 瑠、伊賀 慧、池田 創人、石川 稜也、泉谷 美沙、伊藤 竜之

介、岩並 野乃佳、小俣 香琳、木村 信太郎、金 伽耶、倉岡 龍一、小髙 綾太、

権藤 陽祐、佐々木 里紗、島田 泰河、島田 真志、正田 和暉、助川 結理、孫 亨、

髙津 洸至、舘 貴也、田中 達基、戸川 匠、根本 拓弥、野々口 華子、橋永 果

南、平田 亜佳音、平松 直樹、福江 真治、福本 澪、前川 涼、松本 光資、松

本 華子、松山 莉奈、三鍋 真歩、森 康明、矢野 皓大、籔本 凌、山下 泰周、

山屋 大輝、鑓野目 真由 
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➢ ジャカルタオフィス業務開始のお知らせ 

当事務所は、2023 年 1 月 1 日より、インドネシアの現地法律事務所である ATD 

Law との業務提携を開始し、ATD Law in association with Mori Hamada & 

Matsumoto という形で、弊事務所のジャカルタオフィスとして、本格的な業務

を開始いたしました。 

 

ジャカルタオフィスには、パートナーの竹内 哲 弁護士が所属予定であること

に加え、アソシエイトのシャハブ 咲季 弁護士が常駐いたします。竹内弁護士

は、M&A/コーポレートの分野において高い専門性を有し、ジャカルタ駐在

（2014 年～2017 年）後、シンガポールから東南アジア全域の M&A 案件及び

インドネシア案件（M&A、ジョイント・ベンチャー、労務、贈収賄、不正調査、

債権回収、倒産、紛争解決等）を幅広く手掛けて参りました。 

 

ATD Law は、2022 年 10 月に開設した現地法律事務所であり、インドネシアに

おいて既に高い評価を受けており、M&A/コーポレート/金融/通信/テクノロジー

分野への知見が特に深い Abadi Abi Tisnadisastra 弁護士が代表を務めます。ま

た、ATD Law には、バンキング・ファイナンス分野への知見が深い新進気鋭の

Alfa Dewi Setiawati 弁護士がパートナーとして、また、当事務所のシンガポー

ルオフィスにて幅広いインドネシア案件を長年手掛けてきた Robbie Julius 弁

護士がカウンセルとして参画し、弁護士数 10 名を擁する体制となっており、

インドネシア業務に関して幅広いリーガル・サービスを提供できる体制が整い

つつあります。 

 

インドネシアは、法制度・実務運用が複雑であり従来よりリーガルニーズが高

い国ですが、今後更に巨大な消費マーケットに裏打ちされた各種産業の多様

化・深化が見込まれ、そのリーガルニーズも日々多様化しています。ジャカル

タオフィスでは、ジャカルタの現地から、当事務所がこれまで培ってきたイン

ドネシア案件の豊富な経験も活かし、多様化するクライアントの皆様からの

ニーズに対して、最良のクライアント・サービスを提供できるよう取り組んで

参ります。そして、当事務所の日本・シンガポール・バンコク・ベトナム・ミャ

ンマー・中国の各オフィスのメンバーとも協働することにより、国内外の幅広

いクライアントの皆様からの多様なご依頼へ対応することを通じて、さらなる

リーガル・サービスの向上、インドネシア業務の深化を目指します。 

 

ジャカルタオフィス、当事務所の全弁護士の総力を結集して、インドネシアを

含むアジア全体でのニーズ、グローバルなニーズにも対応できる体制を充実さ

せることにより、クライアントの皆様の Firm of Choice であり続けられるよう、

事務所一丸となって取り組んで参る所存です。 
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何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

➢ Chambers Asia-Pacific 2023 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia-Pacific 2023 で、当事務所は日本における各分野で上位グルー

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。 

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

Limited）、及びベトナムにおいても各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高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

・Banking & Finance (Band 1) 

 

THAILAND 

・Banking & Finance (Band 2) 

・Real Estate (Band 3) 

 

VIETNAM 

・Real Estate (Band 3) 

 

弁護士 

JAPAN 

・Banking & Finance 

佐藤 正謙、青山 大樹、小林 卓泰 

・Real Estate 

小澤 絵里子、石川 直樹、蓮本 哲 

 

THAILAND 

・Banking & Finance 

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 

・Real Estate 

タナナン・タマキァット 

 

VIETNAM 

・Real Estate 

グエン・ゴック・フック 
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➢ 内田 修平 弁護士が ALB の Dealmakers of Asia 2022 に選出されました  

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）Asia 2022 年 12 月号にて、内田 修平 弁護士が Dealmakers of Asia 

2022 に選出されました。 

 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて当事務所は⽇本における各分野で上位グ

ループにランキングされ、当事務所の弁護⼠が各分野にて Hall of Fame、

Leading Individuals、Next Generation Partners または Rising Stars の高い評価

を得ました。 

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各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高い評価を得ております。 

 

JAPAN 

分野 

Tier 1 

・Banking and finance 

・Real estate and construction 

 

弁護士 

Hall of Fame 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子 

 

Leading Individuals 

・Banking and finance: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Real estate and construction: 佐藤 正謙 

 

Next Generation Partners 

・Banking and finance: 末廣 裕亮、白川 佳 

 

THAILAND 

分野 

Tier 2 

・Banking and finance 

Tier 3 

・Real estate and construction 
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弁護士 

Hall of Fame 

・Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 

Leading Individuals 

・Banking and finance: ジョセフ・ティスティウォン 

 

VIETNAM 

分野 

Tier 2 

・Real estate and construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 


