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渋⾕  武宏  T A K E H I R O  S H I B U Y A

スペシャル・カウンセル

東京オフィス

TEL: 03-6775-1198

FAX: 03-6775-2198

渋⾕弁護⼠は財務省関東財務局証券取引等監視官部⾨の証券検査官として、⾦融商品取引
業者に対する検査、インサイダー取引・相場操縦に関する審査に携わった経験があり、⾦
融商品取引法を中⼼とした⾦融規制法令、⾦融取引に精通しており、これらの分野につい
て専⾨的･実務的アドバイスを⾏っております。
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2003年10⽉ 最⾼裁判所司法研修所修了（56期）
2006年1⽉ - 2008年12⽉ 財務省関東財務局 証券取引等監視官部⾨に証券検査官として勤務
2009年1⽉ 当事務所⼊所・弁護⼠再登録（第⼀東京弁護⼠会）
2013年1⽉ 当事務所スペシャル・カウンセル就任

実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選 有斐閣 2016年5⽉
インサイダー取引規制に係る実務上の留意点−平成25年改正⾦商法政府令を踏まえて− 旬刊「商事法務」 No.2035 （2014年6

⽉15⽇号）
2014年6⽉

証券検査・課徴⾦調査の実務上場企業に対する開⽰検査の実務 ⾦融法務事情 No.1989（2014年3⽉10⽇号）） 2014年3⽉
証券検査・課徴⾦調査の実務 取引調査の概要 ⾦融法務事情 No.1988（2014年2⽉25⽇号）） 2014年2⽉
証券検査・課徴⾦調査の実務⾦融商品取引業者等に対する証券検査の概要（その３） ⾦融法務事情 No.1987（2014年2⽉10⽇
号））

2014年2⽉

事例詳解インサイダー取引規制 ⼀般社団法⼈⾦融財政事情研究会 2014年1⽉
証券検査・課徴⾦調査の実務 ⾦融商品取引業者等に対する証券検査の概要（その２） ⾦融法務事情 No.1986（2014年1⽉25⽇
号））

2014年1⽉

証券検査・課徴⾦調査の実務⾦融商品取引業者等に対する証券検査の概要（その１） ⾦融法務事情 No.1985（2014年1⽉10⽇
号））

2014年1⽉

セミナー訪問 第1回 ⾦商法違反の実務対応を、実例を交えて明解に解説 ⽉刊ザ・ローヤーズ 2013年4⽉号 2013年4⽉
投資信託の検査とプロセス別留意点 ⼀般社団法⼈⾦融財政事情研究会 2013年3⽉
⾦融商品取引法の諸問題 商事法務 2012年10⽉
弁護⼠、⾃転⾞に乗る（Asahi Judiciary「企業法務の窓辺」第34回） 朝⽇新聞（ウェブサイト） 2012年7⽉
⾦融商品取引法違反への実務対応―虚偽記載・インサイダー取引を中⼼として 商事法務 2011年10⽉
Securities World - third edition 2011年6⽉
⾦融商品取引法違反に対する実務対応(3) ⾏政⼿続に関する対応の概要（下） 旬刊商事法務 No.1929（2011年4⽉15⽇号） 2011年4⽉
⾦融商品取引法違反に対する実務対応(2) ⾏政⼿続に関する対応の概要（上） 旬刊商事法務 No.1928（2011年4⽉5⽇号） 2011年4⽉
総特集・⾦融界「今年の道標」・Part１「切迫する１０の経営課題・反社会的勢⼒への対応」 ⽉刊⾦融ジャーナル 2011年1⽉号 2010年12⽉
法律事務所の⾦融関連サービス（4） アンダーソン・⽑利・友常法律事務所「国内最⼤級の法律事務所、フルレンジのサービスを
提供」 ⽉刊⾦融ジャーナル No.635（2009年12⽉号）

2009年12⽉

転換期にある証券検査 −ベター・レギュレーション、改正検査指針下における留意点− 旬刊商事法務 No.1884（2009年12⽉5

⽇号）
2009年12⽉

⾦融分野と独禁法 - 最新の規制状況を踏まえた留意点 （主催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2020年7⽉28⽇
「コンプライアンス担当者のフロントチェック」 ⽇本証券業協会 2017年7⽉26⽇
「職業倫理」及び「株式会社法の基本」 ⽇本証券業協会 2017年4⽉18⽇
「職業倫理と個⼈情報保護法」 ⽇本証券業協会 2017年4⽉10⽇
弁護⼠から⾒た⾦融商品取引法の留意点 財務省関東財務局証券取引等監視官部⾨ 2017年3⽉23⽇
インサイダー取引・情報伝達規制の違反防⽌に向けた実務上の留意点 2016年2⽉16⽇
企業不祥事への実務対応―有価証券報告書等の虚偽記載及びインサイダー取引違反を中⼼に― 2013年1⽉24⽇
⾦融商品取引業者に求められる倫理観 2012年9⽉4⽇、19⽇、10⽉

2⽇
⾦融商品の販売に関する法規制〜適合性原則・説明義務を巡る最新動向及び留意点〜 2012年5⽉25⽇
職業倫理 2012年4⽉13⽇
企業不祥事への実務対応 −有価証券報告書等の虚偽記載及びインサイダー取引違反を中⼼に− (主催)⾦融ファクシミリ新聞社 2012年3⽉9⽇
営業責任者に求められるコンプライアンス 2011年12⽉2⽇、2012年1⽉

20⽇、3⽉2⽇
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反社会的勢⼒を巡る周辺動向とクレジット会社として押さえておくべき事項 2011年11⽉22⽇
⾦融商品取引業者の証券検査対応上の留意点 2011年5⽉10⽇
⾦融・証券検査における当局検査対応上の留意点 2010年11⽉19⽇
営業員のためのコンプライアンスの要点〜処分事例等と⾦融商品取引法の留意点について〜 2010年5⽉18⽇
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