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宇野伸太郎

Shintaro Uno

パートナー
シンガポール | シンガポール事務所共同代表

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

⼀般⺠事訴訟

略歴PDF

国際訴訟(クロスボーダー訴訟、外国訴訟)

WTO/経済連携協定(TPP、EPA、FTA)
シンガポール
ミャンマー

マレーシア

国際取引全般

インドネシア

タイ

国際税務

資源/エネルギー

ベトナム/メコン地域

その他アジア

+65-6922-7670
資格/登録

ニューヨーク州(2011年登録)

お問い合わせ

概要

第⼀東京弁護⼠会(2003年登録)
シンガポール外国法弁護⼠(2014年登録)

主な案件実績

論⽂/セミナー等

トピックス
2019年09⽉

⼯業団地で頻出する法務問題(倒産含む)
セミナー

2019年07⽉

FIDIC条⽂逐条解説編
セミナー

2019年06⽉

FIDIC 2017版 重要改正点の解説
セミナー

学歴
2002年

東京⼤学法学部第⼀類 (LL.B.)

2010年

School of Law, University of California, Berkeley (LL.M.)

経歴
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2010年 - 2011年

Shearman & Sterling LLP (サンフランシスコ)

2011年 - 2013年

清⽔建設株式会社

2014年 -

英国仲裁⼈協会フェロー(FCIArb)

2014年 -

Certified adjudicator of the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA)

2014年 -

シンガポール事務所勤務

2014年 -

シンガポール仲裁⼈協会フェロー(FSIArb)

2015年 -

インドネシア仲裁委員会 Indonesia National Board of Arbitration (BANI)

2015年 -

クアラルンプール仲裁センター the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) 仲裁⼈

2016年 -

シンガポール事務所共同代表

概要

国際⽀店(シンガポール)

主な案件実績

仲裁⼈

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

主な案件実績
2006年 - 2007年

鋼鉄製橋梁に関する⼊札談合被疑事件

概要

FIDIC条⽂逐条解説編
セミナー
2019年09⽉18⽇

主な案件実績

インドネシアの危機管理と紛争

⼯業団地で頻出する法務問題(倒産
含む)

セミナー

セミナー

2019年09⽉02⽇

2019年08⽉29⽇

FIDIC 2017版 重要改正点の解説
セミナー

FIDIC条⽂逐条解説編
セミナー

FIDIC Silverbook条⽂解説
セミナー

2019年07⽉22⽇

2019年07⽉18⽇

2019年07⽉02⽇

インドネシアの⼯業団地で頻出す

The ICLA Tokyo Conference

FIDIC契約⼊⾨ 国際建設インフラ

る法務問題

2019

プロジェクトの契約約款の基本

セミナー

セミナー

セミナー

2019年06⽉27⽇

2019年05⽉28⽇

2019年05⽉27⽇

インドネシア仲裁とシンガポール

当局の⽴ち⼊り調査が来た場合ど

SOP法の改正と実務

仲裁

のように対応すべきか

セミナー

セミナー

セミナー
2019年03⽉11⽇
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2019年05⽉09⽇

2019年05⽉08⽇

インドネシア倒産⼿続き(PKPU)と

インドネシアの⼯場運営に関して

インドネシア倒産⼿続き(PKPU)と

債権回収の実務

頻出する法的問題

債権回収の実務

セミナー

セミナー

セミナー

2019年01⽉30⽇

2019年01⽉17⽇

2018年12⽉17⽇

平成30年度 第11回国際建設リー

OCAJI International Legal

EPC契約の詳説〜基礎編

ガルセミナー@マニラ

Seminar, focusing on Vietnam

セミナー

セミナー

セミナー
2018年10⽉16⽇

2018年11⽉26⽇

2018年11⽉06⽇

設計施⼯契約の基礎

インドネシアでFIDICを使⽤する上

インドにおける典型的トラブル・

での頻出問題点

紛争事例(訴訟・仲裁)と対応策

セミナー
2018年10⽉08⽇

FIDIC 2017版 重要改正点の解説
セミナー
2018年08⽉03⽇

セミナー

セミナー

2018年09⽉20⽇

2018年08⽉24⽇

EPC契約の基礎

FIDIC(Red Book1999年版)の条⽂
逐条解説

セミナー

セミナー

2018年08⽉01⽇

2018年07⽉13⽇

EPC契約の基礎
セミナー
2018年07⽉09⽇

インドネシアの訴訟、仲裁の実務

PSSCOC(公共部⾨建設⼯事標準契
約約款)条⽂解説セミナー

セミナー

セミナー

2018年05⽉17⽇

2018年05⽉10⽇

FIDIC2017年版改正の重要変更点
セミナー

Indonesia: International Seminar
セミナー

FIDIC⼊⾨
セミナー

2018年04⽉26⽇

2018年04⽉23⽇

2018年04⽉03⽇

FIDIC2017年版改正の重要変更点

FIDIC改正と国際インフラ建設プロ

FIDIC(Red Book1999年版)の条⽂

ジェクト

逐条解説

セミナー

セミナー

セミナー
2018年02⽉26⽇

2018年01⽉18⽇

2017年12⽉15⽇

FIDIC(Red Book1999年版)の条⽂

インドネシアの紛争・コンプライ

FIDIC Yellow Book 99年版 条⽂解

逐条解説

アンスの実務

説セミナー

セミナー
2017年11⽉29⽇

セミナー

セミナー

2017年11⽉24⽇

2017年09⽉22⽇

3

弁護⼠等 | ⻄村あさひ法律事務所
FIDICの現状と将来
セミナー
2017年09⽉15⽇

インドネシアの紛争・不祥事の実
態
論⽂

19 Oct 2019
国際建設・インフラ契約約款FIDIC

FIDIC(Red Book1999年版)の条⽂

とは何か

逐条解説

論⽂

セミナー

2017年08⽉30⽇

2017年07⽉13⽇

紛争・不祥事の実態と対応策

第1回 インドネシア 最新法務事情

セミナー

セミナー

2017年06⽉15⽇

2017年05⽉12⽇

FIDIC Yellowbook99年版条⽂解説

建設・インフラ契約と贈収賄規制

2017年07⽉

FIDIC Silver Book 99年版 条⽂解
説セミナー
セミナー

セミナー

セミナー

2017年03⽉28⽇

2017年03⽉06⽇

(1)FIDIC(Red Book1999年版)の条

(1)FIDIC(Red Book1999年版)の条

FIDIC(Red Book1999年版)の条⽂

⽂解説、及び(2)ベトナム刑法改正

⽂解説、及び(2)ベトナム刑法改正

逐条解説

後の贈収賄規制

後の贈収賄規制

2017年03⽉31⽇

セミナー

セミナー

セミナー

2016年12⽉05⽇

2016年12⽉09⽇

2016年12⽉07⽇

FIDIC Silver Book条⽂解説

FIDIC Redbook 99年版 条⽂解説

インドネシアリスクマ

セミナー

ネジメントセミナー

セミナー
2016年11⽉18⽇

(後編)

セミナー

セミナー

2016年11⽉17⽇

2016年10⽉14⽇

Regional Emergency Arbitration
セミナー
2016年09⽉29⽇

東南アジアの競争法(独占禁⽌法)の
概要と注意点

FIDIC Redbook99年版条⽂解説
セミナー

セミナー

2016年09⽉12⽇

2016年09⽉23⽇

インドネシアリスクマネジメント

建設・インフラプロジェクトにお

インドネシアにおける⺠事紛争解

セミナー(前編)

ける紛争解決

決

セミナー

セミナー

セミナー

2016年08⽉26⽇

2016年08⽉01⽇

2016年07⽉14⽇

FIDIC(Red Book1999年版)の条⽂

外国企業に対する⽶国証券訴訟(ク

TPP・EPAに基づく投資協定仲

逐条解説

ラスアクション)の現在

裁・ISDS条項の活⽤

セミナー
2016年07⽉13⽇

論⽂

セミナー

2016年07⽉06⽇

2016年04⽉25⽇
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その危

険性と対応策
論⽂

19 Oct 2019
FIDIC(RedBook1999年版)の条⽂

Regional Overview/Where to

逐条解説

Arbitrate/Updates in Regions

セミナー

セミナー

2016年03⽉30⽇

2016年01⽉12⽇

2015年12⽉10⽇

インドネシアBANI仲

Risk Allocation Trends and

Arbitration Law, General

裁とマレーシアKLRCA

Approaches

Provisions

仲裁の特徴と実務
セミナー

セミナー

セミナー

2015年09⽉02⽇

2015年08⽉12⽇

FIDIC (Red Book1999年版)の条⽂

消費者集団訴訟特例法

深刻化するインドネシア紛争への

逐条解説

の概要と企業の実務対

法務対応

2015年10⽉19⽇

セミナー
2015年07⽉21⽇

応

セミナー

書籍

2015年03⽉19⽇

2015年05⽉

新興市場における汚職

国際紛争の⼿続き・注意点・対応

企業取引と税務否認の

と国際仲裁

策を横断的に理解する

実務

セミナー

セミナー

書籍

2015年03⽉18⽇

2015年02⽉20⽇

2015年02⽉20⽇

インドネシアにおける

⽶国連邦最⾼裁ハリバートン事件

インドネシア⺠事紛争の現実と対

法務リスクと予防策

判決

応策〜何が起きるのか〜

セミナー

論⽂

セミナー

2015年02⽉18⽇

2014年12⽉20⽇

2014年12⽉11⽇

国際仲裁と企業戦略

アセアンにおける法務リスク : 典

アジアニューズレター2014年6⽉

型的なトラブル、落とし⽳と予防

号

書籍
2014年12⽉10⽇

策

N&Aニューズレター

セミナー

2014年06⽉23⽇

2014年11⽉14⽇

インドネシア⺠事紛争の現実と対

The Future of Litigation Funding

⽶国クラスアクションにおける承

応策

in Singapore and Asia

認⼿続 - 近時の連邦最⾼裁判決と

セミナー
2014年06⽉06⽇

⽇本への影響 -

セミナー

論⽂

2013年11⽉15⽇

2013年11⽉05⽇

クラスアクション承認基準を厳格

コモン・ロー法域におけ

ビジネスパーソンのた

化する⽶国連邦最⾼裁判決と⽇本

る"Without Prejudice"秘匿特権の

めの企業法務の教科書

への⽰唆

適⽤範囲と注意点

論⽂

論⽂

書籍
2012年05⽉20⽇
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2013年06⽉12⽇

2013年01⽉23⽇

⽶国クラスアクション最新動向

⽶国クラスアクション最新実務

移転価格税制のフロン

［3･完］ クラスアクションの和解

ティア

セミナー

論⽂

2011年08⽉31⽇

書籍

2011年08⽉15⽇

2011年07⽉15⽇

⽶国連邦証券取引所法の域外適⽤

仲裁条項によるクラスアクション

⽶国クラスアクション最新実務

[下] - Morrison判決とADR発⾏企業

の回避 - ⽶連邦最⾼裁AT&T事件判

［2］ クラスアクション承認基準

への影響 -

決の衝撃 - (⻄村あさひのリーガ

及びクラスアクション放棄条項の

ル・アウトルック

有効性

論⽂

第49回)

論⽂

2011年06⽉25⽇

論⽂

2011年06⽉22⽇

2011年06⽉15⽇

⽶国連邦証券取引所法の域外適⽤

⽶国クラスアクション最新実務

⽶国で急増するM&A差⽌めを求め

[上] - Morrison判決とADR発⾏企業

［1］ 〜クラスアクション⼿続き

る訴え (⻄村あさひのリーガル・ア

への影響 -

の流れ

ウトルック

論⽂

論⽂

第37回)

論⽂

2011年06⽉15⽇

2011年04⽉15⽇

2011年03⽉30⽇

判例 ⽶国・EU競争法

外国企業に対する⽶国証券訴訟 -

タイバーツ移転価格課税事件東京

Morrison 判決とその影響 -(⻄村あ

地裁判決の検討

書籍

さひのリーガル・アウトルック

2011年03⽉26⽇

第19回)

論⽂
2010年10⽉05⽇

論⽂
2010年11⽉24⽇

最新⾦融レギュレー

村上ファンド事件東京⾼裁判決の

「移転価格」に関して東京地裁が

ション

意義と実務への影響

注⽬される判決

書籍

論⽂

(2008年5⽉)

N&Aニューズレター

2009年07⽉05⽇

2009年05⽉01⽇

2008年05⽉12⽇

企業法務判例ケースス

公的機関を通じた情報流出を防ぐ

独占禁⽌法の争訟実務

タディ300【企業組織

具体的対応策

編】

違反被疑事件への対
応

論⽂

書籍

書籍

2007年12⽉21⽇

2008年01⽉10⽇

改正独占禁⽌法第5回
処分の改正(下)
論⽂
2006年03⽉15⽇

2006年10⽉13⽇

調査⼿続・

改正独占禁⽌法第4回
処分の改正(上)
論⽂
2006年03⽉01⽇
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主な案件実績

論⽂/セミナー等

建設、インフラ事業で頻⽤FIDICを

2018年7⽉31⽇付⽇刊建設⼯業新

解説

聞14⾯

メディア

2016年04⽉05⽇

2018年09⽉

2018年07⽉31⽇

Indonesia Arbitration2016年3⽉

パートナー就任のお知らせ

宇野伸太郎弁護⼠がクアラルン
プール仲裁センター(the Kuala

就任

メディア

2016年4⽉5⽇付建設産業新聞1⾯
メディア

メディア

号

受賞/ニュース

Lumpur Regional Centre for

2016年01⽉04⽇

Arbitration (KLRCA))の仲裁⼈リス

2016年03⽉

トに登録されました。
就任
2015年05⽉19⽇

宇野伸太郎弁護⼠がインドネシア

宇野伸太郎弁護⼠がシンガポール

宇野伸太郎弁護⼠がKuala Lumpur

仲裁委員会(Indonesia National

仲裁⼈協会フェロー(FSIArb)に就任

Regional Centre for

Board of Arbitration (BANI))の仲

しました。

Arbitration(KLRCA)の裁定⼈

裁⼈候補者として登録されまし
た。

(adjudicator)候補者として登録さ

就任

れました。

2014年09⽉29⽇

就任

就任

2015年03⽉04⽇

2014年07⽉14⽇

宇野伸太郎弁護⼠が英国仲裁⼈協
会フェロー(FCIArb)に就任いたし
ました。
就任
2014年05⽉12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

業務分野
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論⽂/セミナー等
サイトマップ

セミナー ニューズレター 論⽂ 書籍

利⽤規定
免責事項

事務所概要
個⼈情報保護⽅針

沿⾰ 受賞 ⻄村⾼等法務研究所
情報セキュリティ基本⽅針
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 ドバイ駐在員事務所 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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