ジャパン・オーストラリア･プラクティス･グループ
コア･チーム
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オーストラリア･チーム
Melissa Swain-Tonkin
メリッサ・スウェイン－トンキン
パートナー
コーポレート、ブリスベン
+61 7 3258 6461
直通
+61 409 193 113
携帯
Email
melissa.swain-tonkin@hsf.com

Elizabeth Charlesworth
リビー・チャールズワース
パートナー
ファイナンス、シドニー

直通
携帯
Email

+61 2 9225 5734
+61 448 276 724
elizabeth.charlesworth@hsf.com

公開会社・非公開会社の買収や再編に関し幅広い経験を有し、海外投資家の
対豪投資に関する助言提供を専門に取り扱う。特に、日系投資家に対する
エネルギー、天然資源およびインフラ分野における探鉱権協定、ジョイント
ベンチャーその他エクイティ投資を中心に取り扱う。

企業買収･売却およびインフラ・エネルギー資産の未開発地域開発を専門
分野とする。イギリス、ヨーロッパ、アフリカやオーストラリアで実施される
様々な取引で、レンダー側またはスポンサー側の代理人を務めた実績を
有する。

これまでに数多くの日本企業に助言を提供しており、現在は日本の商社、電力
会社、鉱業会社による対豪投資および付随する長期供給契約について助言を
提供している。

これまでに取り扱ったプロジェクト・ファイナンスの形態は、リミテッド・
リコース・プロジェクト・ファイナンス、アクイジション・ファイナンス、
ボローイングベース・レンディング、コーポレート・ファイナンスなど多岐に
わたる。

当事務所入所前は、オーストラリア証券取引所に上場している炭鉱企業に
おいてゼネラルカウンセル（法務担当役員）兼会社秘書役を務めた経験から、
オーストラリア鉱業に精通しており、ビジネスニーズに即した実践的なリーガル・
アドバイスを提供することに重点を置いている。

天理大学外国語学科に留学し、女子アイスホッケーリーグの代表選手と
して活躍。2006 年には三井教育基金から奨学金を受けた。
詳細な経歴はこちら

詳細な経歴はこちら

Graeme Gamble
グレアム・ギャンブル
パートナー
コーポレート、パース

直通
携帯
Email

+61 8 9211 7627
+61 428 222 039
graeme.gamble@hsf.com

LNG セクターを中心とする川上産業の M&A を専門とする。オーストラリア
およびパプアニューギニアの石油ガス規制に精通し、最近ではイクシス LNG
プロジェクトにも携わっている。これまでに数多くの商社やエネルギー会社に
助言を提供してきた豊富な経験を有する。

当事務所入所前は、イギリスの大手電力・ガス企業の Centrica Energy の
シニア・リーガル・カウンセルを務める。オーストラリア鉱物石油法実務家協会
（AMPLA）と国際石油交渉員協会（AIPN）の会員。
詳細な経歴はこちら

Gregg Rowan
グレッグ・ローワン
パートナー
紛争解決、メルボルン

直通
Email

+61 3 9288 1568
gregg.rowan@hsf.com

エネルギー、天然資源、銀行および航空セクターを中心に紛争解決や
集団訴訟を専門に取り扱う。2019 年初めにロンドン・オフィスから
メルボルン・オフィスに異動。オーストラリアとイングランド・ウェールズ州の
事務弁護士資格を有し、CEDR（Centre for Effective Dispute
Resolution）の認定調停人でもある。
2009-2010 年は東京オフィスにて執務し、以来数多くの日本企業のクロス
ボーダー紛争案件に携わった。また、ロンドン・オフィスでは、ヨーロッパ・
中東・アフリカ地域のジャパンデスク長を務めた。

詳細な経歴はこちら
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オーストラリア･チーム（続）
Ian Williams
イアン・ウィリアムス
シニア・アドバイザー
コーポレート、シドニー／ブリスベン

直通
携帯
Email

Nicole Pedler
ニコール・ペドラー
パートナー
コーポレート、シドニー

+61 2 9225 5980 (Sydney)
+61 7 3258 6790 (Brisbane)
+61 427 878 861
ian.williams@hsf.com

鉱工業およびインフラ・セクターを中心に、数多くの M&A およびジョイント
ベンチャー案件を手掛けた豊富な経験を有する。
Chambers Global 2019 では、Corporate/M&A 分野で日本の Leading
Individual に、また資源エネルギー分野でもオーストラリアの Leading
Individual に選出されている。2006 年より豪日経済委員会副会長を務める
ほか、2016 年には外務省から外務大臣表彰を受賞した。

日本で神戸製鋼に勤務した経験を有する。同社のラグビーチームである
スティーラーズの代表選手として、全日本選手権で 4 度優勝したほか、
オーストラリアおよび日本の代表選手としても活躍した。日本語能力試験二級
を取得している。

直通
携帯
Email

+61 2 9225 5694
+61 404 085 800
nicole.pedler@hsf.com

会社法および証券取引法関連の案件を取り扱う。特に、公開会社・非公開
会社の買収・売却、リストラクチャリングおよびエクイティ・ファイナンスの
案件の経験が豊富。
これまでも日本の商社や企業に対するリーガル・サポート提供に一貫して
携わり、現在も数多くの日本企業に対豪投資について助言を行なう。
大学で日本語を履修し、東京の大学に交換留学した。日本語での基本的
な読み書き、会話が可能。
詳細な経歴はこちら

詳細な経歴はこちら

Steven Rice
スティーブン・ライス
スペシャル・アドバイザー
コーポレート、シドニー

直通
携帯
Email

Kate Bower
ケイト・バウアー
シニア・アソシエイト
紛争解決、パース

+61 2 9225 5584
+61 411 040 993
steven.rice@hsf.com

オーストラリア会社法に基づく金融サービスおよび金融市場関連規定の実務
に精通し、オーストラリア証券投資委員会法関連の案件を数多く手掛けた。
これまでにファイナンシャルアドバイザーや金融ブローカー、アセット
マネージャー、投資銀行や商業銀行などに助言を提供している。
当事務所入所前はオーストラリア証券投資委員会（ASIC）にて勤務し、複雑
かつ大規模な金融サービス・金融市場取引および金融アドバイス、M&A、
企業による資金調達、調査・規制、マネーロンダリング対策、健全性規制など
の幅広い分野で活躍。その経験から会得した複雑な法務やコンプライアンス
上の諸問題に関する知見を活かした助言が高く評価されている。

直通
携帯
Email

+61 8 9211 7598
+61 428 640 922
kate.bower@hsf.com

建設紛争解決を専門とし、10 年以上にわたり LNG、鉱業、石油および
資源・エネルギー・セクターの建設関連案件に携わってきた。
国際的な鉱業会社や大手石油・ガス企業へ出向した経験を有する。また、
鉱業プロジェクトで日本の請負業者の代理人を務め、資源プロジェクトに
おいて日系商社の代理人として交渉を担当した。
日本語能力試験一級を取得している。
詳細な経歴はこちら

ニューサウスウェールズ州法の弁護士資格のほか、連邦裁判所弁護士および
公認会計士の資格も持つ。ASIC の Corporate Finance Liaison 会議の会員
としても活動し、実務家向けのフォーラムで定期的に金融サービス、金融市場
および金融規制に関するテーマで講演を行なう。
詳細な経歴はこちら
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オーストラリア･チーム（続）
Timothy Stutt
ティモシー・スタット
シニア・アソシエイト
コーポレート、シドニー

直通
携帯
Email

Ravi Arora
ラビ・アローラ
シニア・アソシエイト
コーポレート、メルボルン

+61 2 9225 5794
+61 409 582 399
timothy.stutt@hsf.com

会社法関連の案件に従事し、コーポレート・ガバナンスを専門に取り扱う。
大手企業に対し、情報開示およびリスク・マネジメントを中心に、環境・社会・
ガバナンス（ESG）に関する助言を行なった豊富な経験を有する。株主の権利
や株主アクティビズムに関する複数の論文を共同執筆し、国際的法律専門誌
である Chambers や The Law Reviews 等にも掲載された。
過去にサンフランシスコ・ベイエリアにある日本向け投資マネジメント会社にて
アナリストとして勤務した経験を有する。

直通
Email

+61 3 9288 1037
ravi.arora@hsf.com

オーストラリアおよび日本での勤務経験があり、大手銀行、金融機関、
デベロッパー、スポンサー、上場・非上場企業等に様々なコーポレート・
プロジェクトや金融取引に関する助言を提供する。
クロスボーダーの大規模資金調達、インフラ・プロジェクト、複雑な
プロジェクト・ファイナンスおよび企業再生等全般に関する幅広い経験に
基づくシームレスかつタイムリーな助言が高く評価されている。

2010 年には、文部科学省の「ヤング・リーダーズ・プログラム」の奨学金を
受けたオーストラリア人 2 名のうちの 1 人として、一橋大学にて経営学修士を
取得。メルボルンのモナシュ大学の法学部（優等学位）・商学部卒。

過去にビクトリア州政府の行政機関である Rail Projects Victoria や大手
日系商社へ出向した経験があり、ビジネスにおける法務部署の役割や、
法的助言を提供する側と受ける側に立つことにより、助言が実務に及ぼす
影響について理解を深め、ビジネス感覚を磨いた。

詳細な経歴はこちら

詳細な経歴はこちら
Hiroko Ito
伊東裕子
ソリシター
ファイナンス、シドニー

直通
Email

+61 2 9322 4023
hiroko.ito@hsf.com

当事務所入所前は、日本の外務省および在オーストラリア日本大使館に
おいて外交官として勤務。
入所後は、東京オフィスにて執務したほか、オーストラリアで事業を行なう日本
企業や商社に法務面のサポートを提供。
日本で生まれ、日本およびシドニーで法学修士および法務博士を取得。英語
のほかロシア語とフランス語にも堪能。

Elodie Nadon
エロディー・ネードン
ソリシター
コーポレート、メルボルン

直通
Email

+61 3 9288 1115
elodie.nadon@hsf.com

公開会社・非公開会社の M&A を専門とする。国内外の企業に買収、公開
買い付け、企業改革など幅広い法務サポートを提供。2018 年に半年間、
東京オフィスにて執務し、商社の海外投資や大手日本企業のクロス
ボーダーのエネルギー取引などに携わった。
現在ビクトリア州最高裁判所の裁判官補佐として執務中。

詳細な経歴はこちら

Oliver Cook
オリバー・クック
ソリシター
紛争解決、ブリスベン

直通
Email

+61 7 3258 6321
oliver.cook@hsf.com

東京オフィスの紛争解決部門にて半年間執務した経験を持つ。
これまでに国際仲裁やクロスボーダー紛争の案件に携わり、オーストラリアの
各種裁判所に係属した紛争に関連する助言業務を行なっている。
当事務所入所前は、クイーンズランド州最高裁判所にて裁判官補佐を
務めた。

Tatsuki Shiratsuchi
白土樹
ソリシター
コーポレート、ブリスベン

直通
Email

+61 7 3258 6361
tatsuki.shiratsuchi@hsf.com

公開・非公開企業のクロスボーダー取引および M&A 取引に関与。日本の
総合商社、東証上場企業に加え、日本企業との取引を行う豪州企業に対し
てもアドバイスを提供。
豪州出身。日本語が堪能。

詳細な経歴はこちら
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オーストラリア･チーム（続）
Lauren Woo
ローレン・ウー
ソリシター
コーポレート、ブリスベン

直通
Email

+61 7 3258 6365
lauren.woo@hsf.com

東京オフィスのコーポレートチームにて半年間執務した経験を有する。
これまでに携わった案件は、企業買収・売却（公開会社・非公開会社の
M&A）、入札契約・調達契約などのプロジェクト開発、不動産契約に関する
FIRB 申請や、商業物件の購入・売却など多岐にわたり、日本企業の
オーストラリア、アジアおよびヨーロッパへの対外投資活動について法務面の
サポートを提供する。

Peter Keeves
ピーター・キーブズ
ソリシター
紛争解決、パース

直通
Email

+61 8 9211 7698
peter.keeves@hsf.com

2019 年に東京オフィスの紛争解決および企業犯罪調査部門に半年間出向
後、現在も東京、香港、インドネシア・オフィスと企業犯罪調査関連の案件に
携わっている。

これまでに国際仲裁やクロスボーダー紛争のほか、オーストラリアの各種
裁判所における商事紛争や破産手続に携わった経験を有する。

日本語能力試験三級を取得している。

Sorin Ridgway-Browne
ソリン・リッジウェイブラウン
ソリシター
コーポレート、シドニー

直通
Email

+61 2 9225 5034
ridgway-browne.sorin@hsf.com

現在シドニーオフィスに所属。これまでにファイナンス・チームにて大手日系
銀行の航空機融資案件に携わった経験を有する。
当事務所入所前は、日本にて商社、スイス日系製薬会社等で数年間勤務。
日本語能力試験一級を取得している。

Clarence Ma
クラレンス・マ
司法修習生
ファイナンス、シドニー

直通
Email

+61 2 9225 5996
clarence.ma@hsf.com

現在シドニーオフィスのファイナンスチームに所属。
豪州ニュー・サウス・ウェールズ大学にて法律学と国際関係学の学士課程を
修了。在学中に豪州政府の新コロンボ計画奨学金プログラムにて東京大学
に留学した経験を有する。
日本語能力試験一級を取得している。

Tatsuaki Tomiyama
富山達明
司法修習生
ファイナンス、シドニー

直通
Email

+61 2 9332 4150
tatsuaki.tomiyama@hsf.com

シドニーオフィスにて事業再編・事業再生・破産チームに所属。これまでに
紛争解決チームにおいても研鑽を積み、日系多国籍企業を相手に提起
された大規模訴訟の案件に携わった。
ハーバート・スミス・フリーヒルズに入所する前は、紛争地域における統治や
治安向上のために援助国と連携する国連機関を含め、米国や日本、アフリカ
にて数年間勤務した国際的な経歴を有する。英語に堪能、またスペイン語で
基本的な会話ができる。
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日本チーム
Andrew Blacoe
アンドリュー・ブレイコー
パートナー
コーポレート/エネルギー・インフラ・鉱業、東京

Damien Roberts
ダミアン・ロバーツ
パートナー
コーポレート、東京

直通
携帯
Email

直通
携帯
Email

+81 3 5412 5453
+81 80 1108 3267
damien.roberts@hsf.com

経験豊富なコーポレート・M&A ロイヤーであり、消費財、資源およびインフラ
分野を専門とする。Chambers Global 2019 年版では、日本を拠点とする
オーストラリア関連のコーポレート・M&A 分野のエキスパートとして評価されて
いる。
日本・オーストラリア両国における執務経験が豊富であり、日本の企業、商社
および公的機関に、企業買収やジョイントベンチャー事業を含む対外取引
案件について助言を提供。
外国法事務弁護士として登録。また、20 年以上前に日本語能力試験一級を
取得し、日英同時通訳者の資格を有する。

+81 3 5412 5455
+81 80 6959 9863
andrew.blacoe@hsf.com

鉱物資源・鉱業・電力および石油分野における複雑なクロスボーダー案件を
数多く手掛ける。
東京とシドニーのオフィスで 10 年以上執務し、日本企業に対する資源・
エネルギー分野における M&A、プロジェクト開発および金融取引に関する
助言提供を専門とする。
また、東京の大手日系商社に 2 年間出向した経験を有する。
詳細な経歴はこちら

詳細な経歴はこちら

Tom Bowes
トム・バウズ
シニア・アソシエイト
コーポレート、東京

直通
Email

+81 3 5412 5449
tom.bowes@hsf.com

発電および再生エネルギー開発セクターを中心に、鉱業およびインフラ・
プロジェクトを専門とする。
東京の大手商社のプロジェクト・インフラ部門にて、オーストラリアを含む 20
以上の国や地域における IPP（独立系発電事業者）開発や M&A 案件に
携わった。
現在日系企業の東京本社に出向中。
詳細な経歴はこちら

直通
Email

+81 3 5412 5480
joel.rheuben@hsf.com

東京の競争法プラクティス・チームに所属。東京オフィスの前はブリュッセル
およびロンドンにて執務し、合併規制や、欧州委員会・その他規制当局に
よる独占禁止法関連の捜査において、多数のグローバル企業や日系企業
の代理人を務めた。
豪州ニューサウスウェールズ州、イングランド・ウェールズおよびアイルランド
の弁護士資格を有する。東京大学で学位を取得。15 年以上前に日本語能
力試験一級を取得し、日本語に堪能。
詳細な経歴はこちら

Patrick Corrigan
パトリック・コリガン
シニア・アソシエイト
コーポレート、東京

Jennifer Wu
ジェニファー・ウー
シニア・アソシエイト
コーポレート、東京

Direct
Email

直通
Email

+81 3 5412 5406
patrick.corrigan@hsf.com

陸上・海洋石油・ガス、採掘、エネルギーおよびインフラを専門とする。
2019 年 9 月に東京オフィスに異動する前は、パース・オフィスにて執務。
オーストラリア、日本その他国際的資源エネルギー企業に対し、公開会社
非公開会社の M&A、プロジェクト開発、長期供給・販売契約、一般法務案件
に携わる。

詳細な経歴はこちら

Joel Rheuben
ジョエル・ルーベン
シニア・アソシエイト
コーポレート、東京

+81 3 5412 5418
jennifer.wu@hsf.com

主にエネルギー、資源およびインフラ部門の案件に携わる。シドニー・
オフィスを経て 2019 年 2 月より東京オフィスにて執務。
これまでに多くの日系商社、大手企業に対し、海外のエネルギー・ジョイント
ベンチャーやインフラ投資に関する助言を提供したほか、M&A 取引、
プロジェクト開発、運営や規制面についての助言提供も行なっている。
詳細な経歴はこちら
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日本チーム（続）
Ryu Long
リュー・ロン
アソシエイト
コーポレート、東京
Direct
Email

+81 3 5412 5420
ryu.long@hsf.com

日本の総合商社を含む日系・外資系企業に、法務・商務面の助言を提供して
きた。
ニューサウスウェールズ州法とイングランドおよびウェールズ法の弁護士資格
を有する。日本語に堪能。
詳細な経歴はこちら
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