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Paul J. Thoppil
Minister (Commercial)
Embassy of Canada
Prior to being appointed as Minister (Commercial) at the Embassy of Canada in Japan, Paul Thoppil was the
Director General for the Global Business Opportunities Bureau at the Department of Foreign Affairs and
International Trade. He was responsible for the development of proactive integrative trade strategies for
various business sectors, the facilitation of international opportunities for Canadian business generated by
Canada's missions abroad, the provision of advice on the global competitiveness of Canadian firms, the
establishment of links between Canada's innovation community and its foreign counterparts, and various grant
and contribution programs in support of the above.
Between May 2004 and August 2009, Paul worked in a number of Director General positions in the
Department of Foreign Affairs and International Trade ranging from Corporate Planning (International Trade),
Corporate Finance, Innovation and Partnerships.
Previously, Mr. Thoppil was the Chief Financial Officer and V.P. Risk and Financial Services of Canadian
Commercial Corporation (CCC), Canada's export contracting agency, responsible for corporate strategy,
government relations, finance, and risk management. In this position, on behalf of the Government of Canada,
he established the Government's first overseas investment fund, the Canada Investment for Africa. Mr. Thoppil
commenced his tenure at CCC as a senior business development officer negotiating export contracts for
Canadian companies and leading sectoral trade missions to other countries.
Mr. Thoppil joined the federal civil service in 1991 as a policy analyst with the Treasury Board Secretariat and
the Department of Finance. He had a variety of responsibilities including review of corporate plans and
expenditures of Canada's crown corporations, and privatization of Government of Canada assets, including the
initial public share offering of Canadian National Railway (the largest IPO at that time in Canadian history)
Mr. Thoppil holds a Bachelor of Commerce from the University of Ottawa (1989). He was a Page of the House
of Commons during his first year at university. Paul is also a Chartered Accountant (1990). He articled at Price
Waterhouse Coopers (PWC) and was a consultant to government and various small and medium sized
businesses in audit, tax, and financing matters during his tenure at PWC. He is a member of the Board of
Directors and Treasurer of the Forum for International Trade Training and a graduate of the Canada School of
Public Service’s Advanced Leadership Program.
Mr. Thoppil was born in Ottawa, Ontario. He is married to Naina Thoppil with two children, Joshua and Isaac.
在日カナダ大使館
公使（商務担当）
ポール・トッピル
前職は、カナダ外務・国際貿易省国際事業推進局長。様々な事業分野における革新的かつ統合的な貿易戦略の
構築、カナダの在外政府機関がカナダ企業のために創出した貿易機会の活用推進、カナダ企業が国際競争力を
強化するための助言、カナダの先端技術部門と同じ分野に関わる外国の企業・機関との連携確立、これらを支
援するための各種助成金や振興事業などを担当。
2004 年 5 月から 2009 年 8 月まで、外務国際貿易省の経営企画（国際貿易）、企業財務、技術革新、事業提
携など様々な部門の局長を務め、多くの業務を指揮する。
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2004 年 5 月以前は、カナダの輸出業者のための契約機関であるカナダ通商公社（CCC）の最高財務責任者兼
リスク・財務サービス担当副社長として、企業戦略、対政府関係、財務、リスク管理の業務を担う。在任中に、
カナダ政府を代表し、政府にとって初めての海外投資ファンドである「アフリカのためのカナダ投資基金」を
創設。CCC での最初の役職は上級事業開発担当官で、カナダ企業のための輸出契約の交渉や、産業別の貿易
使節団を率いての外国訪問などをおこなう。
連邦政府職員となったのは 1991 年で、最初は財務委員会事務局と財務省で政策分析を担当。カナダ公営公社
の事業計画の評価および支出の検査、カナダナショナル鉄道の新規株式公開（当時はカナダ史上最大規模の株
式公開）をはじめとするカナダ政府資産の民営化など、幅広い業務を手がける。
1989 年にオタワ大学で商学士号を取得。大学 1 年のとき、連邦議会で下院議員の付き添い役（ページ）を務
める。1990 年に公認会計士資格を取得。実務修習生としてプライスウォーターハウスクーパース（PWC）に
勤務。修習期間中は政府や多くの中小企業のコンサルタントを務め、監査、税金、財務に関する助言をおこな
う。国際貿易研修フォーラムの理事兼財務責任者を務める。カナダ公共サービス学校の上級指導者プログラム
を修了。
オンタリオ州オタワ生まれ。家族は妻ナイナ・トッピルと 2 人の子ども、ジョシュアとアイザック。
Wilf Wakely
Chair
Canadian Chamber of Commerce in Japan
Wilf Wakely was elected President of the Canadian Chamber of Commerce in Japan in September of 2011
and later as Chairman. He previously served as Governor and Corporate Secretary on two separate occasions
since 1982.
Wakely is a Japanese‐speaking Canadian lawyer and admitted to practice in Japan as a registered foreign
law solicitor. Born and raised in Vancouver Canada Wakely developed a strong interest in Japan since arriving
as a student in 1965. Over the past 35 years his career in Japan has included the following:
• Media - advertising and media industries: production and performance in Japanese television and radio
programs/commercials and writing in various print publications;
• Law – Wakely was admitted to the Bar in 1980 and became an International Lawyer in Vancouver, Canada,
while in Japan Wakely practiced at Nishimura & Sanada, Aiba & Partners, and Wakely Foreign Law Office1, in
Tokyo Japan.
Since 2006, Wakely’s practice has been in a qualified joint venture with TMI Associates,(www.tmi.gr.jp) one of
Japan’s top 5 law firms, with over 350 professionals (sizeable by Japanese standards) allowing Wakely
Foreign Law Office to offer a wider range of Japanese legal services. Wakely Foreign Law Office and also
works closely with other law firms here in Tokyo and elsewhere in Japan and Asia in a broad range of legal
and business issues common to cross border transactions;
• Government –
Canadian: Wakely has had two tours of service with Canadian Governments. From 1984‐1987 he was
seconded to the Department of External Affairs and posted to Japan as First Secretary serving first as head of
public affairs and press officer and later as legal officer during the planning for the re‐development of the
Canadian Embassy in Tokyo as a Public/Private Partnership and, from 1993‐1997 on behalf of the
government of British Columbia as Commissioner, Trade and Investment based in Kobe. In the last capacity,
Wakely was very much involved in the recovery and reconstruction process of the region following the 1995
earthquake in Kobe, including appointments to several committees and boards in the region, including the
“Reconstruction Conference of Foreign Residents of Hyogo Prefecture” and the “Study Group for a Global
Network” organized by the Ministry of International Trade and Industry.
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Japanese: From October of 2002 he served for a number of years on the Expert’s Committee of the Japanese
Cabinet’s Japan Investment Council. This committee recommends policy to the Japanese Cabinet in matters
involving foreign direct investment in Japan;
• Business Advice/Representations/Government Relations – Wakely provides business advisory services for
various foreign enterprises entering the Japanese market including regulatory issues, corporate planning, as
well as government and public relations; Wakely has also served as representative, resident Director of
Japanese subsidiary companies, Statutory Auditor, and special advisor of Japanese and foreign clients;
• Sovereign Development – he also works with foreign governments and embassies in Tokyo involving the
development and management of embassy facilities and sovereign finance. Clients have included the
European Commission in Japan, the government of Canada, and the government of Afghanistan and a
number of advisory mandates for other sovereigns and state representatives;
• Community – He presently serves as Honorary Representative and Special Correspondent of the Vancouver
Board of Trade in Japan. He also is active on issues relating to the rights of children, including parental child
abduction.
在日カナダ商工会議所
会頭
ウィルフ・ウェイクリー
1982 年以降、2 度にわたり在日カナダ商工会議所の理事およびコーポレートセクレタリーを務める。2011 年
9 月に同会頭（現会長）に選出される。カナダバンクーバー出身。外国法事務弁護士。1965 年に学生として
初来日。以来、日本に強い関心を寄せる。過去 35 年間以上にわたり、日本で以下のキャリアを積む。日本語
に堪能。
•メディア - 広告／メディア業界。日本のテレビ／ラジオ番組、テレビ／ラジオ CM の制作および出演。様々
な出版物に執筆。
•法律 – 1980 年に弁護士登録。バンクーバーにあるレイ・コンネル法律事務所およびデイヴィス・アンド・
カンパニーで国際弁護士として執務。日本では西村眞田相場アンドパートナーズおよびウェイクリー外国事務
弁護士事務所 1 で執務。ウェイクリー外国法事務弁護士事務所は 2006 年に 280 名以上の専門家を擁する日本
の 5 大法律事務所(日本の基準に照らすとかなり大きい)の 1 つである TMI 総合法律事務所(www.tmi.gr.jp)と外
国法共同事業パートナーとなり、これにより幅広い法務サービスの提供が可能に。ウェイクリー外国事務弁護
士事務所は単独または東京、日本、アジアにある他の弁護士事務所と連携して、国際取引に共通する幅広い法
務・実務問題を扱う。
•政府 –
カナダ政府:カナダ政府に 2 度にわたってサービスを提供。1984 年から 1987 年まで対外関係省に出向、一等
書記官として日本に配属。当初広報責任者、後に東京のカナダ大使館の再開発計画において法務官を務める。
1993 年から 1997 年までブリティッシュ・コロンビア州政府の代表として、貿易投資担当官を務める（神戸
に配属）。
1995 年の阪神・淡路大震災発生時には、「兵庫県外国人県民復興会議」、および通商産業省（現・経済産業
省）が組織した「グローバルネットワーク研究会」などの同地域の複数の委員会との予約の取り付けなど、復
旧・復興の取り組みに積極的に関与。
日本政府:2002 年 10 月より長年にわたり、対日外国直接投資に関する政策提言を行う日本政府の対日投資会
議の専門部会委員を務める。
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•ビジネスアドバイス／代表/政府関係担当 – 様々な外国企業に対して、規制問題、経営企画、官公庁関係など
日本市場への参入に関する事業アドバイスを提供するほか、日本子会社の代表・常駐取締役、邦人企業顧客お
よび外資系企業顧客の監査役、特別顧問を務める。
•ソブリン開発 – 東京で外国政府や大使館と連携して、大使館施設およびソブリン・ファイナンスの開発・管理に
従事。顧客には、駐日欧州委員会代表部、カナダ政府、アフガニスタン政府、その他国家代表部や州代表部の諮問
機関。
•地域活動 – 駐日バンクーバー商工会議所の名誉会頭。親による子供の誘拐を始めとする子供の人権に関連した課
題に積極的に取り組む。
Jonathan M. Heimer
Commercial Counselor
US Embassy
Jonathan Heimer joined the United States Department of Commerce in 1998 and is currently Commercial
Counselor at the U.S. Embassy in Tokyo, Japan.
Previous assignments include Tel Aviv, New York, Shanghai, Taipei and, most recently, Baghdad, Iraq. Before
joining the Department of Commerce, Mr. Heimer was a practicing attorney in Tokyo specializing in
international business transactions. Prior to law school, Mr. Heimer was a manager with Mitsubishi
Corporation in New York.
Mr. Heimer speaks Chinese and Japanese and he has won numerous awards from the Departments of
Commerce and State for his service to U.S. business.
Mr. Heimer attended the University of Michigan’s Schools of Law and Business, the University of Tokyo
Faculty of Law and Union College.
Jonathan first came to Japan in 1983. He originally planned a four-month college term abroad. But he stayed
for 16 months, until his father stopped funding his living expenses. Notwithstanding his short-lived but
memorable poverty, Jonathan’s life-long interest in Japan was set and he is absolutely delighted to be
returning to Tokyo after a 15-year absence.
Mr. Heimer is married to Ms. Hong Wu, a professional jewelry designer, and has two daughters.
Vinai Thummalapally
Executive Director, SelectUSA
U.S. Department of Commerce
Vinai Thummalapally serves as Executive Director of SelectUSA, the U.S. government-wide initiative to attract
and retain business investment in the United States. As Executive Director, Ambassador Thummalapally
manages the strategy and implementation of SelectUSA as it works to create jobs, spur economic growth, and
promote American competitiveness. He also co-chairs, with the Director of the White House National
Economic Council, the SelectUSA Interagency Investment Working Group to coordinate existing resources
across the federal government to promote business investment and address federal regulatory barriers.
Ambassador Thummalapally brings a wealth of experience from both the private and public sectors. President
Obama appointed him Ambassador to Belize in 2009, where he served until 2013. In his role as Chief of
Mission, Ambassador Thummalapally helped strengthen the bilateral relationship between the United States
and Belize in the areas of citizen security, economic development, education, and health care. In addition, he
found innovative ways to engage regional and international organizations and other embassies to promote the
same.
Ambassador Thummalapally has had a distinguished 31-year career in the private sector. Prior to joining the
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foreign service, Ambassador Thummalapally served as President of MAM-A Inc., formerly Mitsui Advanced
Media. MAM-A Inc. was the nation’s leading manufacturer and distributor of archival recordable optical
discs. During his fourteen year tenure the company became the benchmark of the optical disc manufacturing
industry.
Ambassador Thummalapally also served as the plant manager of WEA Manufacturing Inc., a division of Time
Warner Inc.; the Managing Director for Clines Printing and Office Products; and Manufacturing Manager of
Disc Manufacturing, Inc. In addition to holding two U.S. patents for design of optical disc manufacturing, he
has received several Outstanding Service awards for his professional accomplishments.
Originally from Hyderabad, India, Ambassador Thummalapally moved to the United States in 1974 to pursue
his engineering studies. He received his B.S. in Mechanical Engineering from California State University in
1977 and completed post graduate Business Administration courses from Cal State University in 1980 and
University of Tennessee in 1995. He is also fluent in Telugu, Hindi and Urdu.
米国商務省
Select USA エクゼクティブ・ディレクター（最高責任者）
ビィナイ・スマラポリー
ビィナイ・スマラポリーは、米国への海外直接投資の促進と投資の保持を目的とする米国連邦政府を横断する
イニシアチィブ Select USA の最高責任者であり、雇用創出、経済成長推進、米国の競争力強化のために活動
する SelectUSA の政策と遂行責任を持つ。また、スマラポリーは、ホワイトハウスの国家経済会議議長と共
に、SelectUSA 省庁内投資ワーキンググループの共同議長を務め、連邦政府全体の資源を調整して直接投資の
促進と連邦政府の規制による障壁を是正する。
スマラポリーは公共と民間の両セクターにて豊富な経験をもつ。2009 年にはオバマ大統領により中央アメリ
カのベリーズ国駐在大使に任命され、2013 年まで務めた。大使館の責任者としてスパラポリーは市民の安全、
経済発展、教育、ヘルスケアの分野においてアメリカとベリーズの二国間の強固な協力関係を築いた。また、
地域機関と国際機関や他の大使館と連携する革新的な手法をとりいれた。
スパラポリーは民間にて 31 年のキャリアをもつ。アーカイバル記録ディスクの製造、販売のトップメーカー
である MAM-A Inc.（旧 Mitsui Advanced Media）では社長を務めた。14 年間のスマラポリの在籍中に、MAMA Inc.は光学ディスク製造業のベンチマークとなった。
Time Warner Inc.の部門である WEA Manufacturing Inc.では工場長、Clines Printing and Office Products では
常務取締役、Disc Manufacturing Inc.では製造管理者として勤務した。スマラポリーは光学ドライブの製造と
デザインで２つの特許を取得している。また、Outstanding Service Award も多数受賞している。
ビィナイ・スマラポリーは、インドのハイデラバードに生まれ、1974 年に米国に移住し、工学を学ぶ。1977
年、カリフォルニア州立大学で機械工学の B.S.を取得。大学学部卒業後、1980 年には、カリフォルニア州立
大学とテネシー州立大学で経済学研究科を修了。テルグ語、ヒンドィー語、ウルドゥー語が堪能である。
Mark Romoff
President and CEO
CCPPP
Mark Romoff is President and Chief Executive Officer of The Canadian Council for Public-Private Partnerships
(CCPPP).
Previously, Mark was founding President and CEO of the Ontario Centres of Excellence, Canada's leading
innovation, technology commercialization and entrepreneurship development organization. Over his twenty five
year career with the government of Canada, Mark served as Executive Director in the Department of Industry
and as a senior diplomat in the Department of Foreign Affairs and International Trade, serving in Nigeria,
Mexico, Malaysia, Japan and the United States. He is a member of the Board of Directors of Career Edge
Organization, the Quebec City Conference, the Central Canadian Public Television Association (PBS-WNED),
the i-CANADA Governors Council; the World Economic Forum "Strategic Infrastructure Initiative" Advisory
Committee; and is Vice-Chair of the United Nations Economic Commission for Europe Team of Specialists on
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Public-Private Partnerships Governing Council. He earned a Bachelor of Science from McGill University, a
Masters in Applied Science from the University of Waterloo, and is a graduate of the Harvard University
Kennedy School of Government Senior Executives Program and the Directors Education Program of the
Canadian Institute of Corporate Directors and holds the ICD.D designation. Mark is also a recipient of the 2012
Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal.
カナダ官民連携協議会 (CCPPP)
社長兼 CEO
マーク・ロモフ
CCPPP の社長兼 CEO に任命される以前は、イノベーション、技術成果の商業化、起業家精神養成を促進す
るカナダの主要な州立研究機関である、オンタリオ・センターズ・オブ・エクセレンスの創立者であり、初代
社長兼 CEO の要職にあった。
政府系機関でのキャリアは 25 年に及び、産業省のエグゼキュティブ・ディレクターのほか、外務・国際貿易
省の上級外交官としてナイジェリア、メキシコ、マレーシア、日本、アメリカに赴任した経験を持つ。現在は、
CCPPP の任務以外にも、キャリア・エッヂ・オルガニゼーション (Career Edge Organization)、ケベック・
シティ・カンフェランス (Quebec City Conference)、セントラル・カナディアン公共放送協会 (PBS-WNED)、
アイ・カナダ・ガバナーズ協議会 (i-Canada Governors Council)、世界経済フォーラム (World Economic
Forum) の戦略的インフラ整備構想諮問委員会の構成員のほか、国連欧州経済委員会の官民連携専門家チーム
の運営審議会の副議長も務めている。ロモフ氏は、マギル大学を卒業後、ウォータールー大学から応用科学で
修士号を取得した。さらに、ハーバード大学ケネディ行政大学院のシニア・エグゼキュティブ・プログラムお
よびカナダ取締役協会（Institute of Corporate Directors）の取締役教育プログラム課程を修了し、後者からは
ICD.D の資格認定を受けている。2012 年には、エリザベス女王在位 60 年記念のダイヤモンド・ジュビリー・
メダルが授与された。
John McBride
CEO
P3 Canada
John McBride was appointed as the inaugural CEO of PPP Canada in February 2009. PPP Canada leads the
federal government’s efforts to create value for taxpayers through the successful use of P3s. Since 2009, the
Corporation has worked with federal, provincial and municipal clients to facilitate over $3 billion of P3 projects.
PPP Canada is the lead advisor on federal P3 projects and leverages the $1.2 billion P3 Canada Fund to
increase the use of P3s by provinces, municipalities and First Nations. Mr. McBride has over 25 years of
experience working with the public and private sectors in infrastructure development and finance in Canada
and abroad.
P3 Canada
CEO
ジョン・マクブライド
2009 年 2 月、PPP Canada の初代 CEO に就任。PPP Canada は、納税者からの税収により賄われる各種事
業が生み出す価値を、官民パートナーシップの巧みな活用で極大化させようとするカナダ連邦政府の意向を実
践に移す機関であり、2009 年以来、連邦・州・地方政府のクライアントと協力し、総額 30 億ドル以上の官民
連携プロジェクトを成功裏に導いてきた。PPP Canada は、連邦政府の官民連携事業のリードアドバイザーで
あり、州、地方政府および先住民による P3 カナダ基金を利用した官民連携パートナーシップの活用を促進し
ている。マクブライド氏は、カナダ国内外において 25 年以上にわたり、インフラ整備や金融分野で、政府、
民間の両セクターと協業してきた実績がある。
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Mark W.S. Bain
Partner
Torys LLP
Mark Bain is consistently recognized as one of Canada’s leading infrastructure and project finance
lawyers. He has acted on over 50 major public-private partnership (PPP) and alternative financing and
procurement (AFP) transactions. Mark has acted on a broad range of PPP, AFP and other infrastructure
transactions in the healthcare, power, telecom, transport, transit, education, justice, gaming, water and
wastewater, pipelines, public records and urban redevelopment fields. Recent mandates include Eglinton
Crosstown LRT, Indianapolis Consolidated Justice Facility, Saint John Drinking Water, Stanton Territorial
Hospital, Vancouver SRO Renewal Initiative, Ottawa LRT, Regina Wastewater Treatment Plant Upgrade,
Windsor Essex Parkway, Mackenzie Valley Fibre Link, Niagara Health System, and Women’s College
Hospital. Mark is the head of Torys’ Public-Private Partnerships practice, and co-head of the firm’s
Infrastructure and Energy practice. He is a Director of the Canadian Council for Public-Private
Partnerships. For the International Project Finance Association, he is the Chair of the Canada Council
and a Director of the Global Council.
Torys LLP
パートナー
マーク・ベイン
マーク・ベイン氏はカナダのインフラプロジェクトに関する一流の財務専門弁護士として確固と
した名声を確立しています。これまでに 50 件以上の主な官民パートナーシップ（PPP）ならびに
代替的資金調達（AFP）取引の代理人を務めてきました。彼が受け持ってきたさまざまな PPP、
AFP、そしてその他のインフラ取引は、医療、電力、通信、運輸、交通、教育、司法、ゲーム、水
および廃水、パイプライン、公記録、そして都市再開発分野に及びます。最近委託を受けたプ
ロジェクトおよび機関には Eglinton Crosstown LRT、Indianapolis Consolidated Justice Facility、Saint
John Drinking Water、Stanton Territorial Hospital、Vancouver SRO Renewal Initiative、Ottawa LRT、
Regina Wastewater Treatment Plant Upgrade、Windsor Essex Parkway、Mackenzie Valley Fibre Link、
Niagara Health System、そして Women’s College Hospital などがあります。ベイン氏は、Torys の官
民パートナーシップ活動の責任者で、また同社のインフラ＆エネルギー活動の共同責任者で
す。その他にも Canadian Council for Public-Private Partnerships のディレクターを務めてお
り、International Project Finance Association では、カナダ協議会の会長とグローバル協議会のデ
ィレクターを兼任しています。
Takafumi Tanisasa
Partner
TMI Associates
Born: 1974
Practice Area - Securitization, Liquidation and REIT / Project Finance / Structured Finance / Solar Power and
Other Sources of Natural Energy
Specialized / Other Practice Area - PFI / LBO/MBO Finance
Education
Tokyo University (LL.B., 2001)
Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan (2001-2002)
Waseda Graduate School of Finance, Accounting and Law (MBA, 2009)
Admission Japan (2002)
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Experience
Tokyo Aoyama Aoki Law Office (Associate, 2002-2012)
Compliance Committee Member, Sekisui House SI Asset Management, Ltd. (2008-Present)
TMI Associates (Associate, 2012-2013; Parnter; 2014-Present)
TMI 総合法律事務所
パートナー
谷笹孝史
1974 年 生
1993 年 3 月 高知県立高知追手前高等学校卒
2001 年 3 月 東京大学法学部第一類卒業
2001 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
2002 年 10 月 東京弁護士会登録
東京青山・青木法律事務所（現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所）勤務
2008 年 7 月 積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員就任
2009 年 3 月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了
2012 年 10 月 TMI 総合法律事務所勤務
2014 年 1 月 パートナー就任
取扱分野 ストラクチャード・ファイナンス / プロジェクト・ファイナンス / 証券化・流動化・REIT / 太陽光
発電・その他自然エネルギー
専門分野・その他の取扱分野 PFI / LBO/MBO ファイナンス
Yoshiyasu Yamaguchi
Partner
TMI Associates
Born: 1964
Practice Area - General Corporate Legal Practice / M&A / Alliances / Corporate Governance / Assistance in
Establishing New Businesses and IPO / Corporate Finance / Structured Finance / Project Finance /
Securitization, Liquidation and REIT / Derivative Transactions / Real Estate Investment / Development /
Construction and Building Litigation / Solar Power and Other Sources of Natural Energy / Pharmaceuticals,
Medical Care, Health Care and Biotechnology / Funds / Emerging Companies / Business Succession /
Inheritance / Drafting Wills / Agreement on Division of Estates
Education
The University of Tokyo (LL. B., 1988)
Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan (1989-1991)
Stanford Law School (SPILS, J.S.M.,1997)
Admission
Japan (1991)
New York (1998)
Experience
Yamaichi Securities Co., Ltd. (1988-1989)
Eisai, Inc. (Legal Department), New Jersey (1997-1998)
Simmons & Simmons (Banking and Capital Markets), London (1998)
TMI Associates (Associate, 1991-1999; Partner, 1999-Present)
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TMI 総合法律事務所
パートナー
山口芳泰
1964 年 生
1982 年 3 月 長野県立長野高等学校卒業
1988 年 3 月 東京大学法学部第一類卒業
1988 年 4 月 山一證券株式会社入社
1989 年 3 月 同社退職
1989 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
1991 年 4 月 東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務
1997 年 6 月 スタンフォード大学ロースクール（SPILS）卒業（J.S.M.）
1997 年 9 月 ニュージャージー州のエーザイ・インク法務部研修
1998 年 6 月 ニューヨーク州弁護士資格取得
1998 年 6 月 ロンドンのシモンズ・アンド・シモンズ法律事務所勤務
1998 年 10 月 TMI 総合法律事務所復帰
1999 年 4 月 パートナー就任
取扱分野
一般企業法務 / M&A / アライアンス / コーポレートガバナンス / 起業・株式公開支援 / コーポレート・ファイ
ナンス / ストラクチャード・ファイナンス / プロジェクト・ファイナンス / 証券化・流動化・REIT / デリバテ
ィブ / 不動産投資 / 開発 / 建築・建設訴訟 / 太陽光発電・その他自然エネルギー / 医療 / ヘルスケア / バイオ /
ファンド / エマージング・カンパニー / 事業承継 / 相続 / 遺言作成 / 遺産分割協議
Tony McArthur
Managing Partner
Davis LLP / Davis & Takahashi
Tony McArthur represents a broad range of clients in their M&A and business law matters, including their
investments, expansions and operations domestically as well as internationally.
Tony is the Managing Partner of the Firm's Tokyo office. Tony practices in the area of business law, including
mergers and acquisitions, international commercial transactions and finance, with an emphasis on M&A,
natural resources and energy, infrastructure projects/PPP.
Tony has resided in Japan for over fifteen years and speaks Japanese. He was admitted as a practicing lawyer
to the Bar of British Columbia, Canada, in 1983. In 1996, he was admitted to practice foreign law in Japan. In
1997 Tony was the founding partner in the Firm's Tokyo office, establishing the first Canadian based law office
in Japan. He has lectured frequently in the field of international legal and commercial affairs.
Tony is ranked as a leading lawyer for corporate for Japan and Canada by Chambers Global: Guide to World’s
Leading Lawyers. He advises on:
• Corporate structuring and reorganization
• Business mergers, acquisitions and sales
• Infrastructure/PPP projects
• Commercial lending and private financing transactions
• Mining projects
• Energy projects
• Oil & Gas
• Corporations, limited partnerships and joint ventures
• General corporate counsel.
9

Davis LLP / 高橋＆デイビス法律事務所・外国法共同事業
パートナー
アンソニー・マッカーサー
東京オフィスのマネージング・パートナーを務めるトニー・マッカーサー弁護士は、国内外を問わず、投資、
事業拡大、経営管理など、さまざまな企業法務案件において幅広いクライアントの代理をしています。
マッカーサー弁護士は、M&A、国際商取引及びファイナンスなど、ビジネス法務を取扱分野としています。
なかでも M&A、天然資源、再生可能エネルギー、インフラ事業、PPP に力を入れています。
マッカーサー弁護士は 15 年以上日本に滞在し日本語を話すことができます。1983 年にブリティッシュコロ
ンビア州で弁護士登録後、1996 年には日本で外国法事務弁護士としても登録しています。カナダ系の法律
事務所で初となる当事務所の東京オフィス設立パートナーです（1997 年）。また、国際商事法務分野で頻
繁に講演を行っています。
マッカーサー弁護士は、日本またカナダでの会社法、企業合併の分野において活躍している弁護士として、
Chambers Global: Guide to World’s Leading Lawyers に選ばれました。
• 組織再編
• 企業合併、買収、売却
• インフラ事業、PPP 案件
• 商業貸付及び民間金融
• 採掘案件
• エネルギー案件
• 天然資源案件
• コーポレーション、リミテッド・パートナーシップ、ジョイントベンチャー
• 知的財産法
• その他会社法全般に関する助言
Hiroaki Takahashi
Partner
Davis LLP / Davis & Takahashi
Hiroaki Takahashi is a leading corporate and structured-finance lawyer with extensive experience in project
finance, PFI (PPP), securitisation, asset-backed securities, debt restructuring and other structured and
cross-border finance, funds (REITs), banking, trusts, securities transactions, M&A, buyouts, restructuring
and other general corporate matters.
His client base is mostly comprised of international financial institutions, security and credit card companies
and multinational corporations.
Prior to joining Davis & Takahashi, Hiro practised with a leading Japanese law firm, and the New York firms
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.
Notable Matters
• Advised as counsel to Japanese lender bank for Coal-Fire Power Generation Project (PPP) in Indonesia
• Advised as counsel to sponsors or lenders for solar power generation projects or wind power generation
projects in or outside Japan
• Represented clients in numerous PPP/PFI transactions
• Represented clients in M&A transactions, joint-venture transactions and other corporate matters.
• Provided legal advice on financial regulations including The Financial Instruments and Exchange Act,
The Banking Act, and The Trust Business Act.
• Represented clients in securitization of receivables, real estate and business, project finance, and
PFI/PPP.
• Represented clients in loan transactions, syndicated loan transactions and ABL transactions.
Davis LLP / 高橋＆デイビス法律事務所・外国法共同事業
パートナー
高橋宏明
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多数の国内外の金融機関及び多国籍企業をクライアントとする高橋宏明弁護士は、プロジェクト・ファイナ
ンス、PFI/PPP、証券化、ABS、デット・リストラクチャリング、その他のストラクチャード・ファイナン
ス、J-REIT、金融関連規制法、企業合併・買収その他の一般企業法務、紛争解決に豊富な経験を有する、
日本を代表する渉外弁護士です。
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP、Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP 及び国内渉外法律事務所を
経て、デイビス LLP と高橋＆デイビス法律事務所・外国法共同事業を設立しました。
主な経験及び実績
• インドネシア石炭火力発電プロジェクト（PPP)に日本のレンダー銀行カウンセルとして助言
• 国内外の太陽光発電プロジェクト、風力発電プロジェクトにスポンサー又はレンダーカウンセルとして
助言
• 各種 PPP/PFI 案件に多数関与
• M&A、ジョイントベンチャーに関するドキュメンテーション、法的助言
• 金融商品取引法、銀行法、信託業法等の金融関連規制法に関する法的助言
• 債権・不動産・事業の証券化、プロジェクト・ファイナンス、その他ストラクチャード・ファイナンス
案件に関するドキュメンテーション、法的助言
• 融資契約、シンジケート・ローン、ABL に係るドキュメンテーション、法的助言
Jim Crossman
Director
Currie & Brown
Jim Crossman is Currie & Brown’s industry lead for PPP, waste, utilities and renewables, and leads a multidisciplinary team of surveyors, engineers, accountancy and legal consultants.
He has more than 30 years’ experience as a construction and engineering project manager on difficult or nonstandard projects for international clients. His particular areas of expertise include PPP project finance due
diligence, technical and feasibility reports, independent certifications, project monitoring, claims preparation
and defence, insolvency, insurance loss, plus arbitration and/or mediation.
Jim has worked for many funding institutions, is acting as technical advisor or independent certifier to BTMU,
Allied Irish Bank, Societe General Bank, SMBC, RBS, Barclays, Nord LB Bank etc on projects ranging from UK
local authority waste processing PPP’s to new-build hospitals in Mexico and wind farms in Spain to LNG plants
in the United Arab Emirates.
His current projects include over 40 Operational PPP’s including expert reports on PPP’s in dispute.
Jim has a BSc in Economics and is a Member of the Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors.
Currie & Brown
ディレクター
ジム•クロスマン
ジム•クロスマンは、カリー＆ブラウンの PPP、廃棄物、ユーティリティ、および再生可能エネルギー等のリ
ーダーであり、彼は、測量士、エンジニア、会計士、法律コンサルタント等、分野を超えた職種のチームを率
いています。
彼は、インターナショナルなクライアントのために国を超えた特異なプロジェクト又は、困難なプロジェクト
の建設•エンジニアリングプロジェクトマネージャーとして 30 年以上の経験があります。彼の専門分野は、
PPP プロジェクトに於けるファイナンスデューデリジェンス、技術及び予備調査報告、監査報告、プロジェ
クトのモニタリング、クレーム処理、債務超過、保険損失、仲裁及び調停です。
ジム•クロスマンは、PPP プロジェクトに於いてテクニカルアドバイザー又は、監査報告者として、三菱東京
UFJ 銀行、アライド•アイリッシュ銀行、ソシエテジェネラル銀行、三井住友銀行、 RBS 、バークレイズ、
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Nord LB 等の資金調達機関と仕事をしてきました。関わってきたプロジェクトには、英国地方自治体の廃棄処
理プロジェクト、メキシコの病院の新設、スペインの風力発電所、アラブ首長国連邦 LNG プラント等、広範
囲に及んでいます。
彼は、40 以上の運用 PPP プロジェクトと PPP 紛争の専門家としての経験があります。
ジム•クロスマンは、経済学理学士を有しており、公認シビル エンジニアリング サーベイヤー学会のメンバー
でもあります。
Kazuo Ueda
President
Japan PFI/PPP Association
With 20 years experiences as an expert of arrangement of optimal finance structure,
and an expect of negotiation with financial institutions for overseas plant projects in
Itochu Corporation(C Itoh & Co., Ltd), Mr. Ueda joined Morgan Grenfell London &
Tokyo to work for project financing and advisory work for mainly China, Indonesia
and Russia. In 1995, he joined Price Water house Aoyama, and worked for Oil and
Gas Development Projects in Sakhalin and Infrastructure project including Toll Road
Project in China. Currently, he works for Japan PFI/PPP Association as President,
which was established by Mr. Ueda in 1999, and he is contributing to development of
PFI/PPP methodology for Japanese social and economic infrastructure including
Sendai Airport Project to be proceeded under the newly established concession
methodology stipulated in Act of PFI. Mr. Ueda was a member of PFI Promotion
Committer with Prime Minister Office from 1999 till 2001, and was a member of
Technical Advisory Panel in PPIAF (Public Private Infrastructure Advisory Facility),
World Bank from 2000 till 2005. He also worked with Indonesian Government for
introducing Japanese PFI methodology for Indonesia solid waste treatment PPP
project.
特定非営利活動法人 日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会
理事長
植田 和男
最終学歴: 明治大学 商学部
略 歴： 1999 年 特定非営利活動法人 日本ＰＦＩ協会 設立
1995 年‐1999 年 青山監査法人プライス ウォーター ハウス
プロジェクト・ファイナンス部門統括
シニアディレクター
1990 年‐1994 年 モルガン・グレンフェル・ジャパン 国際部 部長
1971 年‐1989 年 伊藤忠商事株式会社
政府関連委員実績：
ＰＦＩ・ＰＰＰ審査委員会等委員実績：
執筆活動： ●「ＰＦＩの資金調達」（相模書房）共著
●「ＰＦＩで施設ができた」（相模書房）企画・監修
●「ＰＦＩ事業の実践マニュアル」（綜合ユニコム）共著
日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会設立以来、現在まで約５００回を超える講演会で４万６千人以上の
方々にＰＦＩの啓発活動を行って参りました。
2008 年 文部科学省公立学校の耐震化推進を図るためのPFI 事業の導入に
関する調査研究に係る有識者会議
2007 年～2008 年 国土交通省ＰＦＩの事業プロセス改善研究会
2001 年～2008 年 国土交通省ＰＦＩセミナー コーディネーター等
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2004 年 国土交通省ＶＦＭ簡易シミュレーション算定評価委員会 委員
2003 年 国土交通省ＶＦＭ簡易シミュレーション算定評価委員会 委員
2003 年 文部科学省 国立大学ＰＦＩ等検討委員会 委員
2000 年～2006 年 財務省ＰＰＩＡＦ 官民インフラ・アドバイザリーファシリティー
専門家助言委員会メンバー（世界銀行）
1999 年 内閣総理大臣官房「民間資金等活用事業推進委員会」専門委員
1998 年 経済企画庁ＰＦＩ推進研究会 委員
横須賀市施設配置適正化企画検討委員会
日高市将来推計と市民ニーズを踏まえた公共施設管理に関する調査研究委員会
沖縄県空手道会館（仮称）管理運営及び展示計画策定業務委員会
御殿場市ごみ再資源化施設整備及び運営事業PFI 業者選定委員会【委員長】
湖州地区ごみ処理施設事業者選定委員会【委員長】
那覇港総合物流センター可能性調査検討委員会
橿原市市有地活用検討委員会
まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業・事業者選定委員会
【副委員長】
敦賀駅西地区土地活用検討部会
稚内市生ごみ中間処理施設整備・運営事業者選定審査委員会
和光市政策・渉外専門委員
ひたちなか・東海ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備及び運営事業者選定審査委員会
中央区人形町保育園等複合施設整備等事業提案審査委員会
他 計56 件

13

