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弁護⼠等
平尾覚

Kaku Hirao

パートナー
東京

マイリストに追加

English

中⽂(簡体)

中⽂(繁体)

Language:

⽇本語 英語

主な業務分野

会社関係争訟

その他⼀般企業法務

証券争訟/⾦融関連争訟

⼀般⺠事訴訟

⾏政争訟

製造物責任争訟

略歴PDF

労働争訟

危機管理・企業不祥事関連争訟
危機管理⼀般

03-6250-6240

粉飾決算

FCPAその他贈賄規制違反
その他独占禁⽌法違反対応
営業秘密・情報漏洩

お問い合わせ

独占禁⽌法/競争法違反に係る⺠事訴訟

コンプライアンス

インサイダー取引

社内調査・外部調査(企業不祥事)

相場操縦

カルテル・談合

海外での独占禁⽌法/競争法違反対応
内部通報等

企業不祥事に対する海外当局調査対応
独占禁⽌法/競争法違反防⽌措置

資格/登録

その他⾦融商品取引法違反対応

政治資⾦規正法等

サイバーセキュリティ

役職員による横領等の不正

環境法

下請法

製品・⾷品の事故・偽装等

マネーロンダリング
独占禁⽌法/競争法全般

ロビイング/⾏政機関との協⼒

第⼀東京弁護⼠会(2011年登録)
公認不正検査⼠(2012年登録)

概要

主な案件実績

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟であり、海外当局が関係したクロスボーダー危機管理案件の処理にも精通している。これまで、証券取引等
監視委員会、公正取引委員会、検察庁等の取締当局への対応、⾦融庁等の監督当局への対応のほか、⽶国司法省をはじめとする海外の取締当局の対応
を数多く⼿がけている。また、企業の役職員の不祥事対応や環境法令違反をはじめとする各種規制違反への対応など、幅広い危機管理案件に従事して
きた。このほか、内部通報体制の構築に関するアドバイス、贈賄防⽌体制構築に関するアドバイス、デューデリジェンス⽀援等、予防的危機管理に関
する業務の経験も豊富である。

トピックス
2020年01⽉

Top Tier in The Legal 500 Asia Pacific 2020
受賞

2019年05⽉

北⽶ニューズレター2019年5⽉号
ニューズレター

2019年05⽉

Financial Times Asia-Pacific Innovative Lawyer Awards 2019
受賞
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学歴
1996年

東京⼤学法学部第⼀類 (LL.B.)

2001年

The University of Illinois College of Law (LL.M.)

経歴
1998年 - 2011年

検事

1998年 - 2000年

東京、福岡、岡⼭地⽅検察庁

2000年 - 2002年

法務省刑事局付(⼈事院⻑期在外研究員)

2002年 - 2005年

千葉、東京、福岡地⽅検察庁

2005年 - 2008年

法務省刑事局付(総務課・刑事課担当)

2008年 - 2010年

福岡地⽅検察庁久留⽶⽀部⻑

2010年 - 2011年

東京地⽅検察庁特別捜査部

2013年 - 2015年

桐蔭横浜⼤学⼤学院法務研究科

2014年 -

独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴⼒⾏為等に関する第三者相談・調査委員会」

2015年 -

株式会社⼤庄 社外取締役

2016年 -

エンデバー・ユナイテッド株式会社

概要

客員教授
特別委員

社外取締役

主な案件実績

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

主な案件実績
危機管理分野においては、個別の案件を取り扱ったことについては基本的には公表しない扱いにしております。
2018年

出光興産株式会社：昭和シェル⽯油株式会社との経営統合

2015年 - 2016年

ヤフーによる⼀休の買収

概要

北⽶ニューズレター2019年5⽉号
N&Aニューズレター
2019年05⽉30⽇

主な案件実績

論⽂/セミナー等

⽇⽶の危機管理法務のトピック
セミナー

受賞/ニュース

北⽶ニューズレター2019年3⽉号
N&Aニューズレター

2019年05⽉09⽇

2019年03⽉08⽇
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役員・従業員の不祥事
対応の実務
書籍

ビジネスと⼈権を巡る潮流とコー

ビジネスと⼈権を巡る潮流とコー

ポレートガバナンス・M&A・危機

ポレートガバナンス・M&A・危機

管理

管理

2019年01⽉
セミナー

セミナー

2019年01⽉23⽇

2019年01⽉21⽇

The Asia-Pacific

危機管理ニューズレター2018年9

裁判例 コンメンター

Investigations Review

⽉号 FCPAの域外適⽤を否定する

ル刑事訴訟法 第4巻

2019: Japan

判決について

論⽂

書籍

N&Aニューズレター

2018年06⽉

2018年10⽉

2018年09⽉28⽇

⽇本版司法取引と企業対応

危機管理ニューズレター2018年5

危機管理ニューズレター2018年4

⽉号 ｢上場会社における不祥事予

⽉号 ⽇本版司法取引(協議・合意制

防のプリンシプル｣の基本構造と企

度)に関し、経営判断として考慮す

業として取り組むべき姿勢

べきファクター

セミナー
2018年06⽉14⽇

N&Aニューズレター

N&Aニューズレター

2018年05⽉31⽇

2018年04⽉27⽇

AIに関する法的問題点と実務上の

メキシコ進出企業必⾒! メキシコ・

危機管理ニューズレター2018年3

対応

リーガルセミナー2018春

⽉号 ⽇本版司法取引 - 特定犯罪を

セミナー
2018年04⽉24⽇

定める政令および検察の運⽤指針

セミナー

について

2018年04⽉23⽇

N&Aニューズレター
2018年03⽉30⽇

AIの法律と論点
書籍
2018年03⽉

「グローバルコンプライアンス＆

メキシコにおけるコンプライアン

インフラ」セミナー

スセミナー

セミナー

セミナー

2018年02⽉28⽇

2018年02⽉26⽇

⽇本版司法取引と企業の刑事事件

⽇本版司法取引の導⼊と企業とし

AIが刑事事実認定に与える影響

対応

ての留意点

論⽂

セミナー

論⽂

2017年11⽉12⽇

2018年01⽉

2017年11⽉

危機管理ニューズレター2017年

GIR - The Asia-Pacific

改正刑事訴訟法の「⽇本版司法取

10⽉号 反贈収賄ポリシー・規程の

Investigations Review 2018

引制度」が企業に与える影響

運⽤上の実務的な問題

(Japan Chapter)

N&Aニューズレター

論⽂

論⽂

2017年10⽉31⽇

2017年10⽉

Lex Mundi Global Gaming Law

経済刑法

2017年09⽉

中南⽶ニューズレター2017年4⽉
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号

書籍

N&Aニューズレター

2017年05⽉

2017年05⽉

司法取引は⽇本で機能するか?
論⽂
2017年04⽉

2017年04⽉28⽇

グローバルリスク管理と防⽌体制
の構築

メキシコの腐敗防⽌規制の概要(下)
論⽂

セミナー

2017年02⽉20⽇

2017年04⽉05⽇

メキシコの腐敗防⽌規制の概要(上)
論⽂
2017年02⽉13⽇

英国の反贈収賄法(2016年11⽉号)
N&Aニューズレター
2016年11⽉30⽇

司法取引の施⾏に向けた留意点
論⽂
2016年10⽉

危機管理ニューズレター2017年1

危機管理ニューズレター2016年

⽉号 TEVA事件

11⽉号 英国の反贈収賄法

N&Aニューズレター

N&Aニューズレター

2017年01⽉31⽇

2016年11⽉30⽇

危機管理ニューズレター2016年

⽇⽶欧のサイバーセキュリティの

11⽉号 ISO 37001の制定

実務

N&Aニューズレター

セミナー

2016年11⽉29⽇

2016年10⽉26⽇

Getting the Deal

GIR - The Asia-Pacific

Through -

Investigations Review 2017

Government

(Japan Chapter)

Investigations 2017
(Japan Chapter)

論⽂
2016年10⽉

論⽂
2016年10⽉

⽇⽶における訴訟・裁判における

危機管理ニューズレター2016年9

⽇本版司法取引が企業実務に及ぼ

違いと⽇本企業の留意点

⽉号 グローバル内部通報制度構築

す影響

セミナー
2016年09⽉26⽇

の際の留意点

論⽂

N&Aニューズレター

2016年09⽉

2016年09⽉23⽇

情報漏洩
セミナー
2016年08⽉30⽇

司法取引で変わる企業犯罪摘発

危機管理ニューズレター2016年6
⽉号 ⽶国司法省によるパイロット

論⽂

プログラムが適⽤された事例につ

2016年07⽉

いて
N&Aニューズレター
2016年06⽉30⽇

⽇本版司法取引と企業

⻄村⾼等法務研究所叢

対応

書(10) ⽶国司法省によ

書籍
2016年06⽉

る取締り

環境犯罪
論⽂
2016年05⽉

書籍
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2016年05⽉

コロンビアにおける主な外資規制
論⽂

危機管理法⼤全

コロンビアにおける主な法⼈形態

書籍

論⽂

2016年03⽉14⽇

2016年03⽉

2016年02⽉08⽇

会計不正防史学 フタバ産業事件

危機管理ニューズレター2016年1

危機管理ニューズレター2015年

⽉号 外国公務員等の⼦弟の受⼊れ

11⽉号 取締役等の善管注意義務違

論⽂
2016年02⽉

反・任務懈怠責任について

N&Aニューズレター

N&Aニューズレター

2016年01⽉13⽇

2015年11⽉24⽇

シンドラー社エレベーター事故判

アジアパシフィック地域における

競争法グローバルコン

決から考える企業活動に伴う事故

贈賄規制と防⽌体制の構築

プライアンス

と刑事責任
論⽂

セミナー

書籍

2015年11⽉20⽇

2015年10⽉09⽇

危機管理ニューズレター2015年

企業の危機管理上注⽬すべき法改

Getting the Deal

10⽉号 アジア危機管理ネットワー

正の概要と論点

Through -

2015年11⽉21⽇

ク
N&Aニューズレター

Government

セミナー

Investigations 2016

2015年09⽉29⽇

(Japan Chapter)

2015年10⽉09⽇

論⽂
2015年09⽉

危機管理ニューズレター2015年8
⽉号 寄附の質的制限に関するガイ
ドラインの公表及び適⽤除外要件

役員・従業員の不祥事対応の実務

役員・従業員の不祥事
対応の実務

セミナー

書籍

2015年08⽉04⽇

該当性の通知

2015年07⽉27⽇

N&Aニューズレター
2015年08⽉20⽇

⽇本企業に求められる海外ビジネ

危機管理ニューズレター2015年6

押さえておきたい贈収賄防⽌法制

スにおけるコンプライアンス

⽉号 インドネシアにおける汚職防

のポイント

セミナー
2015年07⽉01⽇

⽌の最新事情

セミナー

N&Aニューズレター

2015年05⽉28⽇

2015年06⽉12⽇

⽇本版司法取引の導⼊ 企業犯罪の

危機管理ニューズレター2015年5

⽶国司法省による取締

捜査・訴追における論点

⽉号 ⽶国FCPA(外国公務員贈賄防

り: 最新動向と⽇本企

⽌法)や英国Bribery Actの域外管轄

業が留意すべきリスク

論⽂
2015年05⽉13⽇

及び対応策

N&Aニューズレター

セミナー

2015年05⽉08⽇
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2015年04⽉16⽇

危機管理ニューズレター2015年4

［講演録］⽇本版司法取引が企業

【役職員の不祥事対応】取締当局

⽉号 社内調査の対象者に対する

に与える影響

に対する対応

「⼝⽌め」の禁⽌
N&Aニューズレター

論⽂

論⽂

2015年02⽉

2015年02⽉

2015年04⽉10⽇

中南⽶ニューズレター2015年1⽉

実例解説

号

対応 - これだけは知っ

N&Aニューズレター
2015年01⽉30⽇

企業不祥事

ておきたい法律実務
(第2版)

⽇本版司法取引が企業犯罪捜査に
与える影響
セミナー
2014年12⽉16⽇

書籍
2014年12⽉20⽇

⽇本版司法取引が企業活動に与え

⽇本版司法取引の概要

役員・従業員の不祥事

る影響

と企業における留意点

対応の実務〜調査・責

論⽂
2014年12⽉05⽇

任追及編〜

セミナー

書籍

2014年12⽉04⽇

2014年10⽉29⽇

外国当局対応上の留意点(⽶国を中

Getting the Deal

インサイダー取引規制

⼼に)

Through -

の実務[第2版]

セミナー
2014年09⽉25⽇

Government

書籍

Investigations 2015

2014年08⽉10⽇

(Japan Chapter)
論⽂
2014年09⽉

インサイダー取引等の不公正取引

論点体系 ⾦融商品取

不祥事対応、社内調査の課題と解

のグローバル化を踏まえたSESCの

引法［1］・［2］

法

調査⼿法
論⽂

書籍

セミナー

2014年07⽉10⽇

2014年07⽉09⽇

⽇本版司法取引の導⼊ 企業犯罪を

会社を危機から守る

海外進出・展開と危機

取り巻く環境はどう変わるのか

25の鉄則

管理

2014年07⽉25⽇

論⽂

書籍

セミナー

2014年06⽉11⽇

2014年05⽉20⽇

2014年04⽉10⽇

⽶国当局対応の留意点

企業がとるべき刑事事件対応のす

不祥事対応、社内調査の課題と解

べて

法

セミナー
2014年02⽉25⽇

セミナー

セミナー

2013年12⽉03⽇

2013年10⽉09⽇
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国際カルテル事案における逃亡犯

【役職員の不祥事対応】刑事責任

【役職員の不祥事対応】事実調査I

罪⼈引渡⼿続をめぐる問題点

の追及

〜 社内調査の進め⽅

論⽂

論⽂

論⽂

2013年03⽉

2013年03⽉

2012年10⽉29⽇

国境を越える海外当局 ⽇本の司法

暴⼒団排除条例への対応と留意点

特捜事件の取調べ可視化がもたら

制度に与えるインパクト (⻄村あさ

(⻄村あさひのリーガル・アウト

すもの (⻄村あさひのリーガル・ア

ひのリーガル・アウトルック

ルック

ウトルック

第

105回)

第81回)

論⽂

論⽂

第51回)

論⽂

2012年02⽉01⽇

2011年07⽉06⽇

2012年10⽉17⽇

概要

公取委の実⼒ 世界標準か
メディア
2020年01⽉

⽇本経済新聞社「2018年に活躍し
た弁護⼠ランキング」
受賞

主な案件実績

論⽂/セミナー等

Top Tier in The Legal 500 Asia

Financial Times Asia-Pacific

Pacific 2020

Innovative Lawyer Awards 2019

受賞

受賞

2020年01⽉

2019年05⽉

欧⽶と⾜並み、企業リスク減

2018年8⽉14⽇付⽇本経済新聞朝
刊11⾯

メディア

メディア

2018年09⽉03⽇

2018年12⽉

2018年6⽉9⽇付朝⽇新聞朝刊7⾯
メディア
2018年06⽉09⽇

2017年7⽉24⽇付産経新聞29⾯
メディア
2017年07⽉24⽇

受賞/ニュース

2018年08⽉14⽇

2018年5⽉31⽇付産経新聞朝刊3

2018年5⽉21⽇付毎⽇新聞朝刊3

⾯

⾯

メディア

メディア

2018年05⽉31⽇

2018年05⽉21⽇

2017年6⽉21⽇付⽇本経済新聞電

2017年5⽉24⽇放映NHKニュース

⼦版

メディア

メディア

2017年05⽉24⽇

2017年06⽉21⽇

2017年5⽉8⽇掲載QUICK Money

⽇⽶欧のサイバーセキュリティ・

2016年6⽉3⽇付毎⽇新聞朝刊13

World

個⼈情報保護の最前線〜経営者層

⾯
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のためのIT・法務の重要論点〜

メディア

お知らせ

2017年05⽉08⽇

メディア
2016年06⽉03⽇

2016年10⽉

2016年5⽉30⽇付⽇本経済新聞朝

2016年2⽉28⽇付毎⽇新聞朝刊30

平尾覚弁護⼠が株式会社⼤庄の社

刊15⾯

⾯

外取締役に就任いたしました。

メディア

メディア

就任

2016年05⽉30⽇

2016年02⽉28⽇

2015年12⽉17⽇

2015年10⽉4⽇付産経新聞3⾯

2015年9⽉30⽇付東京新聞朝刊3

2015年9⽉4⽇付⽇本経済新聞⼣

⾯

刊12⾯

メディア

メディア

2015年10⽉04⽇

メディア

2015年09⽉30⽇

2015年09⽉04⽇

2015年6⽉1⽇付⽇本経済新聞15

2015年1⽉21⽇付⽇経産業新聞18

パートナーおよび外国法パート

⾯

⾯

ナー就任のお知らせ

メディア

メディア

就任

2015年06⽉01⽇

2015年01⽉21⽇

2015年01⽉07⽇

2014年10⽉21⽇放映 テレビ朝⽇

平尾覚弁護⼠が、独⽴⾏政法⼈⽇

2014年7⽉10⽇付⽇本経済新聞朝

CS「津⽥⼤介 ⽇本にプラス＋」

本スポーツ振興センター「スポー

刊3⾯

ツ指導における暴⼒⾏為等に関す

メディア

る第三者相談・調査委員会」の特

2014年10⽉21⽇

メディア
2014年07⽉10⽇

別委員に就任いたしました。
就任
2014年07⽉30⽇

2013年9⽉24⽇放映 NHK「ク

2013年7⽉20⽇付⽇本経済新聞朝

2013年5⽉27⽇付⽇本経済新聞朝

ローズアップ現代」

刊5⾯

刊15⾯

メディア

メディア

2013年09⽉24⽇

メディア

2013年07⽉20⽇

2013年05⽉27⽇

弁護⼠等
ニュース

パートナー/ニューヨーク事務所パートナー/法⼈社員 オブカウンセル カウンセル/法⼈カウンセル

アクセス

アソシエイト/法⼈アソシエイト 海外事務所代表 フォーリンアトーニー/法⼈フォーリンアトーニー

お問い合わせ

提携事務所パートナー/提携事務所アソシエイト 税理⼠ 弁理⼠ アドバイザー

採⽤情報
N&A Alumni
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業務分野

サイトマップ

論⽂/セミナー等

利⽤規定

セミナー ニューズレター 論⽂ 書籍

免責事項
個⼈情報保護⽅針

事務所概要

情報セキュリティ基本⽅針

沿⾰ 受賞 ⻄村⾼等法務研究所

利益相反案件の取扱について
当事務所の「個⼈番号⼜は法
⼈番号」について

国内/海外拠点
東京 名古屋 ⼤阪 福岡 バンコク 北京 上海 ドバイ ハノイ ホーチミン ジャカルタ*1 ニューヨーク シンガポール
ヤンゴン Okada Law Firm(⾹港)*2
*1

提携事務所

*2

関連事務所

*外国法共同事業を営むものではありません。
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