
■EX600 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX600／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業法務実感－ビジネス法務を中心に企業法務の機能・面白さを知る。 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 格(KATO KAKU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文の合弁契約書、プロジェクト・ファイナンス、及び M&Aに関して、関連法規、考え方、仕組み、法的論点等を学び、またそれら

を参加者間で議論することを通じ、国際的な企業法務の面白さや企業法務パーソンの機能を知って貰う。更に、本邦の企業法務

が取り扱う米国民事訴訟、日本版司法取引、コンプライアンス問題、及びコーポレートガバナンスの夫々概略も講義を基に参加

者の間の議論を通して学んで貰う。 

 

To learn basis of relevant laws, basic concepts, various structures, and key challenges on various legal issues through the 

discussion regarding “SHAREHOLDERS AGREEMENT”, “PROJECT FINANCE” and “M&A”, and to find how interesting the 

international business laws are and how legal persons are functioning in the real world. In addition, we will learn and discuss 

various issues on "Civil Procedure in the USA", "Plea Bargaining in Japanese Style", "Compliance", and "Corporate 

Governance", which legal divisions in Japanese companies should be in charge.   

 

授業の内容（Course Contents） 

企業法務を学ぶ前提となる基礎的な知識、及び契約法入門、更に合弁契約書締結に至る迄の過程や論点を学んで貰う。それを

踏まえ、実際の英文合弁契約書（SHAREHOLDERS AGREEMENT）の冒頭から最後までを、参加学生者は自分に割り当てられた

箇所につき、そこに関係する法律、必要な考え方、契約交渉上の勘所、論点等を発表する。更に、契約書の文面からは想像しに

くい、独占禁止法、外資法・外為法、カントリーリスクとその軽減策、合弁に係る税務問題等に関し、これも割り当てられた参加学

生が発表する。同様に、プロジェクト・ファイナンス、及び M&Aの仕組み、考え方、様々な法的論点等を学んで貰う。これも参加学

生が自分に割り当てられた箇所につき、関係する法律（競争法、外資法・外為法等）、必要な考え方、契約交渉上の勘所、論点等

を発表することで進める。なお、発表者は、予め担当教官より提供された「検討のヒント集」や示された参考文献等を参考にして準

備を行うものとする。他の参加学生諸君は、夫々の発表内容に関して意見を述べ、互いに議論をすることを通じて、全参加者の

企業法務に纏わる知識や理解を高め合う。 

更に、本邦企業が直面する米国民事訴訟、日本独特の形となった司法取引、コンプライアンス問題、及びコーポレートガバナンス

といった企業法務が取り扱う他の重要な業務に関して、担当教官による講義を基に、参加学生が関係する法律、必要な考え方・

対策、論点等を議論することで学習を進める。 

このような議論を経て、参加学生は国際・国内双方のビジネスとそこにおける法的論点に関する理解が進むことを期待する。 

２年次の学生も確り予習・復習することで、理解できる内容のものにする。また、就職活動があっても演習と両立できるよう配慮し

たい。 

 

As the first step, we acquire fundamental knowledge and basic legal issues on contract through lectures. 

Then we will study the process and various important issues toward the conclusion of the SHAREHOLDERS AGREEMENT. We 

will also study various issues, including structure, and key challenges on various legal issues regarding the PROJECT FINANCE 

and M&A.  

There, each participant is required to make a presentation on the relevant laws, basic concepts, important points in the 

negotiation, and key challenges which are discovered through the reading of the clauses in the SHAREHOLDERS AGREEMENT 

allocated to each participant, and various important issues including the competition laws, foreign exchange law/foreign 

investment law, county risk and its countermeasures, tax matters in the international joint ventures which are not easily found 

from the terms and conditions of the AGREEMENT. Each participant is also required to make a presentation on the basic 

structures and concepts, relevant laws (including the competition laws, foreign exchange law/foreign investment law), county 

risk and its countermeasures, tax matters, important points in the negotiation, and various key challenges regarding the 

PROJECT FINANCE and M&A allocated to each participant.  

Participants who make presentation can refer to the “Clues for Study” and books in the bibliography provided by the lecturer in 

advance. Other participants are required to make comments on the presentations and to join the discussions on various 

important or interesting points with all the participants. 

We will also study and discuss, based upon the lectures, various important issues on "Civil Procedure in the USA", "Plea 

Bargaining in Japanese Style", "Compliance",  and "Corporate Governance", which legal divisions in Japanese companies 

should face and be in charge of.  

Through those discussions we will improve the understanding of and learn various challenges in the not only international but 



also domestic business and relevant legal issues there.  

The contents of the Seminar shall be comprehensible even for the 2nd year students if they do proper preparation and review. 

The balance between necessary  “SHUKATSU (Job Hunting)” of the participants and their best endeavor to attend this 

Seminar will be properly considered.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序、演習の進め方、基礎知識、及び契約法入門（講話、及び講義） 

2. 契約法入門（続き）（講義中心） 

3. 【合弁契約書入門】合弁への導入（なぜ提携か？形態は？）、合弁契約書締結に至る迄の過程と論点 （講義中心） 

4. 【同】英文合弁契約書の解釈と論点（その１） （参加学生による発表と討論） 

5. 【同】同上（その２） （同上） 

6. 【同】同上（その３） （同上） 

7. 【同】同上（その４） （同上） 

8. 【同】同上（その５） （同上） 

9. 【同】同上（その６） （同上） 

10. 【同】独占禁止法概観と企業結合規制 （同上） 

11. 【同】外資法・外為法、及びカントリーリスクとその軽減法 （同上） 

12. 【同】合弁と税務、及び準拠法（同上） 

13. 【同】紛争解決方法、合弁に関し考慮すべきその他法規制、及び総括 （同上） 

14. 米国民事訴訟の特徴、及び日本版司法取引 （講義、及び参加学生の討論） 

15. 【プロジェクト・ファイナンス入門】プロジェクト・ファイナンスとは何か （参加学生による発表と討論） 

16. 【同】主な登場人物と関係者 （同上） 

17. 【同】ストラクチャーと必要な契約群 （同上） 

18. 【同】融資契約・担保契約の重要論点 （同上） 

19. 【同】金の流れ、リスクの対応、及び Bankability （同上） 

20. 企業活動におけるコンプライアンス （講義、及び参加学生の討論） 

21. 【M&A入門】M&Aの本質と目的、主なストラクチャー・手法、及び主な手順 （参加学生による発表と討論） 

22. 【同】主な登場人物、VAluation 手法、及び M&A と税務 （同上） 

23. 【同】Due Diligence （同上） 

24. 【同】株式譲渡契約における重要条項 （同上） 

25. 【同】M&A と許認可・届出、労務、競争法、及び外資法・外為法 （同上） 

26. 【同】その他注意すべき法的論点、PMI、及び M&A応用問題 （同上） 

27. コーポレートガバナンス （講義、及び参加学生の討論） 

28. 全体総括 （参加学生による発表と討論） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「参加学生による発表と討論」の回では、各参加者（基本的に２名一組を、第 28 回は全員を夫々想定）は自分に割り当てられた

箇所に関して事前に関係する法律や法的な論点を勉強し、演習の際にそれらについてのプレゼンテーションをやって貰う。他の

参加者も演習における議論に積極的に参加できるように予習・復習が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 森下哲朗他、2018、『ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス』、有斐閣 (978464104795) 

2. 河村寛治他、2018、『国際ビジネス法』、第一法規 (ISBN:9784474063976) 

3. 植田淳、2017、『国際ビジネスのための英米法入門（第 3 版）』、法律文化社 (ISBN:9784589038289) 

4. 柴田義人他、2018、『M&A実務の基礎（第 2 版）』、商事法務 (ISBN:9784785722461) 

5. 岩田太他、2020、『基礎から学べるアメリカ法』、弘文堂 (ISBN:9784335358104) 

6. 平尾覚、2016、『日本版司法取引と企業対応』、清文堂 (ISBN:9784433654754) 

7. 中村直人他、2017、『コンプライアンス・内部統制ハンドブック』、商事法務 (ISBN:9784785725181) 

その他演習中に適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名程度 

配当年次：2 年次～4 年次 

選考方法：下記レポート 

  ①題目：自己紹介及び本演習の志望理由 



   ②字数：800 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 


