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まえがき 

 

 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法（以下「外弁法」）が1987年４

月１日に施行され，これにより外国の弁護士は日本において事務所を開設し，日本弁護士

連合会の外国特別会員として外国法事務弁護士という資格において外国法に関する一定の

法律事務を行う道が開かれましたが，外弁法はその後四回の大きな改正により規制が大幅

に緩和されました。まず，1994年の改正では，相互主義の要件がWTO加盟国の外国弁護士

には撤廃され，職務経験要件の５年のうち２年は日本における経験が算入しうることにさ

れ，事務所名称に関しては所属事業体のロー・ファーム名称の使用が可能となり，日本の

弁護士と外国法事務弁護士との「特定共同事業」が許容されることになりました。次に，

1996年の改正では，外国法事務弁護士のみならず，日本を訪問する外国弁護士も日本国内

の国際仲裁手続代理を自由に行いうることとされました。更に，1998年の改正では，職務

経験要件の５年が３年に短縮され，そのうち１年は日本における経験も算入しうることと

され，扱いうる職務の範囲に関しては第三国法に関する法律事務も一定の条件の下で行い

うることとされ，特定共同事業の対象も日本国内の訴訟を含むすべての国際的事案に拡大

されました。司法制度改革の一環として司法制度改革推進本部の下におかれた国際化検討

会の意見を参考にしてなされた2003年の改正においては，日本弁護士と外国法事務弁護士

との共同事業が自由化され，また外国法事務弁護士による日本弁護士の雇用が解禁されま

した。 

 日本弁護士連合会及び各地の単位弁護士会は，外弁法が改正される度に関連する会則，

会規等を改正し，法律により付託された指導，連絡，監督に関する事務を行っています。 

 本書は，外国特別会員に対する指導，連絡の一環として，1990年４月に発行した旧版を

改訂し，改正後の基本的な規定を紹介し，職務上留意すべき事項を記載しています。これ

により，外国特別会員の会内の地位及び職務に関する理解が一層深まることを当委員会は

願っていますが，これらについて不明な点があれば，ご遠慮されることなく当委員会に照

会下さるようお願いします。 

 なお，今回の改定作業に関しましては当委員会のＰＲ小委員会（尾崎行正小委員長）及

び新会規説明会ワーキング・グループの委員の皆様に大変お世話になりました。 

 このガイドが外国特別会員の方々の規則をご理解いただくための一助となれば幸いです。 

 

2005年 2月 

日本弁護士連合会 

外国弁護士及び国際法律業務委員会 

    委員長  下 條  正 浩 
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序．最近の外弁法及び外弁関連規則等の改正 

 

１. 2003年の改正 

2003年 7月に弁護士法及び「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(以

下「外弁法」という。）の一部改正が行われ，下記２．に述べる部分を除いて，2004 年 4

月 1日から施行されました｡そのため，2003年 11月の臨時総会において次のとおり，外弁

関連規則等の改正が行われました。 

（１）弁護士法及び外弁法の改正により外国法事務弁護士が公職を兼務することを原則禁

止とする規定が削除されました(改正前の弁護士法30条 1項)｡これに伴い，日弁連では外

国法事務弁護士が公職を兼務する場合には，これを所属弁護士会に届け出ることとし，そ

の趣旨の改正及び公職就任に関する規定が採択されました（外国特別会員基本規程（以下

「基本規程」という。）28条，外国法事務弁護士の公職就任の届出等に関する規程）。 

（２）弁護士法及び外弁法の改正により許可制であった営業等については届出制になりま

した（弁護士法30条，外弁法50条）。これに伴い，その趣旨の改正及び営利業務の届出に

関する規定が採択されました（基本規程28条の2，外国法事務弁護士の営利業務の届出等

に関する規程）。 

（３）弁護士法及び外弁法の改正により弁護士の報酬に関する標準を示す規定は会則の必

要的記載事項から削除されました（改正前の弁護士法33条 2項 8号)。これに伴い，外国

法事務弁護士報酬等規程は廃止されました。但し，2004年 2月の臨時総会において，報酬

基準の作成･備え置き等を内容とする外国法事務弁護士の報酬に関する規程が採択されま

した。 

（４）弁護士法及び外弁法の改正により綱紀，懲戒及び懲戒処分の公表に関する規定が整

備されました(弁護士法第8章，外弁法53条から58条まで)。これに伴い，必要な改正が

なされました（基本規程第5章，外国法事務弁護士綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程，

外国法事務弁護士懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程，外国法事務弁護士の懲戒処分の

公告及び公表等に関する規程）。 

（５）上記とは別に，外国法事務弁護士による原資格国の登録は1カ国に限定されていた

ところ，2カ国以上に登録を追加することを認める改正がなされました（基本規程13条 2

項 3号)。 

 

２．2004年の改正 

2004年 11月の臨時総会において，2003年の外弁法の改正のうち，2005年 4月 1日から施

行される外国法共同事業の自由化及び外国法事務弁護士による弁護士の雇用の解禁に関す

る規定が制定されるとともに，弁護士職務基本規程の制定に伴い，これを外国法事務弁護

士に準用する改正が行われました。 

（１）外国法事務弁護士による弁護士の雇用 

改正外弁法は外国法事務弁護士による弁護士の雇用を認めましたが，外国法事務弁護士は

権限外法律事務の取扱いについてその雇用する弁護士に対し，雇用関係に基づく業務上の
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命令をしてはならないと定めています(外弁法49条)｡これを踏まえ，外国法事務弁護士に

よる弁護士又は外国法事務弁護士の雇用に関する規程（以下「雇用に関する規程」という。）

は，被雇用弁護士等が使用者の権限外法律事務を受任するときは，自己の計算において独

立して受任すること，その他雇用に関する届出，弁護士会の調査権限等について定めてい

ます。 

（２）外国法共同事業 

改正外弁法は特定共同事業において要求されていた事業目的の範囲に関する制限（改正前

の外弁法49条の2第1項）を撤廃しました(外弁法2条15号)。しかし，外弁法4条は外

国法事務弁護士の職務範囲外の法律事務の取扱いの禁止を定めていますので，外国法共同

事業に関する規程は，外国法事務弁護士は外国法共同事業をする弁護士と共同して外国法

共同事業にかかる法律事務を受任することができること，その場合それぞれの権限につい

て説明すること，その他共同事業の届出，弁護士会の調査権限について定めています｡この

規程の採択に伴い，特定共同事業に関する規程は廃止されました｡ 

（３）弁護士職務基本規程の準用 

これまで，弁護士倫理は弁護士が遵守するよう努力義務を負うものにすぎませんでしたが，

2004 年 11 月の臨時総会において，弁護士職務基本規程として採択され，そのうち多くの

規定は義務規定とされました｡これに伴い，基本規程を改正し，弁護士職務基本規程のうち，

外国法事務弁護士にも適用することが適当であるものを準用する旨の規定が挿入されまし

た(基本規程 30 条の 2)｡なお，弁護士倫理の遵守を定めた基本規程 5条 3 項の規定は削除

されました｡ 
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Ⅰ 外国法事務弁護士と，日本弁護士連合会及び所属弁護士会との関係 

 

 外国法事務弁護士となる資格を有する者（外弁法7条により法務大臣の承認を受けた者）

は，日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿に登録を受けたとき，「外国法事務弁護士」

となり（外弁法24条），同時に日本弁護士連合会及び所属弁護士会の外国特別会員となり

ます（外弁法40条，基本規程3条2項）。 

 

１ 会則等 

 

 外国特別会員は，日本弁護士連合会及び所属弁護士会の外国特別会員に関する会則，会

規，規則を守らなければなりません（外弁法42条，基本規程19条）。特に弁護士倫理に関

しては，弁護士職務基本規程（平成17年 4月 1日施行）のうち外国特別会員に準用される

規定の遵守に努めなければなりません（基本規程30条の2）。 

 

 基本規程のほか，登録，綱紀・懲戒，外国特別会員の表示，報酬，雇用，共同事業，広

告等に関し，日本弁護士連合会は，会規（総会で定められる。「規程」と称するのが通常で

す。），規則（理事会で定められる。）を定めています。 

 

 日本弁護士連合会で制定された外国特別会員に関する主な会規・規則等は次のとおりで

す。 

日本弁護士連合会会則 

外国特別会員基本規程 

弁護士職務基本規程のうち外国特別会員に準用されるもの 

外国法事務弁護士登録審査手続規程 

外国法事務弁護士名簿登録等取扱規則 

外国法事務弁護士記章規則 

外国特別会員表示規程 

外国特別会員の業務広告に関する規程 

外国法事務弁護士の報酬に関する規程 

外国法事務弁護士による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用に関する規程 

外国法事務弁護士による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用届出等取扱規則及び届出

書書式 

外国法共同事業に関する規程 

外国法共同事業届出等取扱規則及び届出書書式 

外国法共同事業の表示に関する基準 

外国弁護士の雇用の届出に関する規程 

外国法事務弁護士の公職就任の届出等に関する規程 

外国法事務弁護士の営利業務の届出等に関する規程 
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外国法事務弁護士綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程 

外国法事務弁護士懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程 

外国法事務弁護士の懲戒処分の公告及び公表等に関する規程 

外国特別会員綱紀保持共助規則  

原資格国法及び指定法を記載すべき標識の様式 

 

この他に所属弁護士会でも外国特別会員に関する会規・規則が定められています。 

 

２ 懲 戒 

 

 外国特別会員は，外弁法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中，外国特

別会員に関する規定に違反し，所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し，

その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは，日本弁護士連合会の

外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づき日本弁護士連合会より懲戒を受けます（外弁

法51条）。 

 

３ 総会における議決権 

 

 外国特別会員は，外弁法22条各号又は23条各号所定の事項について会則（会則の規定

に基づき総会で制定される会規・決議等も含みます。）の制定・改廃（外弁法43条），特別

会費に関する事項について，日本弁護士連合会及び所属弁護士会が総会を招集したときは，

当該総会に出席し，当該議案について意見を述べ，議決権を行使でき，さらに議決権を同

一弁護士会に所属する外国特別会員又は会員（弁護士である会員）である代理人をもって

行使することができます（基本規程 36 条１項， 38 条）。また，日本弁護士連合会の総会

で決算・予算が審議される場合，その総会に出席して，議案のうち直接外国特別会員に関

する事項に関して意見を述べることができ，またそれ以外の議案の審議についても，総会

の議事を傍聴することができます（基本規程36条 2項，3項）。 

 

 日本弁護士連合会の総会において議決権の代理行使を行うには，代理権を証する書面を，

所属弁護士会会長の認証を得て，会日の2日前までに，日本弁護士連合会に提出しなけれ

ばなりません（基本規程38条 1項但書）。 

 

４ 会費等 

 

 外国特別会員は，日本弁護士連合会の会費及び特別会費を，所属する弁護士会を経由し

て納入しなければなりません（基本規程65条，66条）。これを6カ月以上滞納したときは，

日本弁護士連合会は，所属弁護士会の同意を得て懲戒することができます（基本規程 68

条）。所属している弁護士会の会費及び特別会費についてもまた納入しなければなりません。 
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５ 出版物の配付等 

 

 外国特別会員は日本弁護士連合会の出版物の配付を受け，研修に参加することができま

す（基本規程40条,41条）。その他日本弁護士連合会及び所属弁護士会の会館内の図書館，

会議室及びその他の施設を規則に従って利用することができます。 

 

６ 紛議調停 

 

 所属弁護士会は，外国特別会員の職務に関する紛議につき，外国特別会員又はその他の

関係人の請求により調停をすることができます（外弁法21条による弁護士法41条の準用）。 

 

７ 報告の請求 

 

 外弁法50条による弁護士法23条の2の準用により，外国特別会員は所属弁護士会に対

し，公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることがで

きます。弁護士会は，この申出に基づき公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報

告を求めることができます。申出があった場合でも，当該弁護士会はその申出が適当でな

いと認めるときは，これを拒絶することができます。 

 

８ 指導・監督・連絡 

 

 その他日本弁護士連合会及び所属弁護士会は，外国特別会員の指導，連絡，監督に関す

る事務を行い（外弁法21条による弁護士法31条 1項，45条 2項の準用，基本規程4条），

そのために必要な事項につき，外国特別会員に報告を求め，資料の提出を求めることがで

きます（基本規程4条）。 

 

 日本弁護士連合会では，「外国弁護士及び国際法律業務委員会」を設置し，外弁法に基づ

き日本弁護士連合会が法務大臣に意見を述べる事項，外国特別会員に対する指導・連絡・

監督・綱紀保持に関する事項等の調査並びに研究を行っています。 
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Ⅱ 外国法事務弁護士の職務の範囲 

 

１  外弁法3条，5条及び5条の2 

 

 外弁法3条は，1項に外国法事務弁護士の職務として，「原資格国法に関する法律事務」

（「原資格国法」は外弁法2条5号に定義されています。）と定めています。さらに，外弁

法5条は，外弁法16条 1項により法務大臣の指定を受け，かつ，外弁法34条１項により，

日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿への付記を受けたときは，「指定法に関する法律

事務」を行うことができるとしています。これに加えて，外弁法5条の2は，原資格国法

及び指定法以外の第三国の法がその全部又は主要な部分に適用され，又は適用されるべき

法律事件についても，当該第三国の外国弁護士（国内において雇用されて外国法に関する

知識に基づいて労務の提供を行っている者を除く。）又は当該第三国の法を原資格国法又は

指定法とする外国法事務弁護士の書面による助言を受けて行うときは，法律事務を行うこ

とができるものと定めています。 

 

(1) 外国特別会員が行うことができない法律事務として外弁法3条1項各号は次のよう

に規定しています。 

 

A 国内の裁判所，検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続に

ついてこれらの機関に提出する文書の作成 

 

B 刑事に関する事件における弁護人としての活動，少年の保護事件における付添人と

しての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐 

 

C 原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明 

 

D 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達 

 

E 民事執行法（昭和54年法律第4号）22条 5号の公正証書の作成嘱託の代理 

 

F 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権，鉱業権その他の国内の行政庁

への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利（以下「工業所

有権等」という。）の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は

文書（鑑定書を除く。以下この条において同じ。）の作成 

 

(2) 弁護士と共同し，又は弁護士の書面による助言を受けて行なわなければならない法

律事務として，外弁法3条2項は次のように規定しています。 

A 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とす
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る法律事件のうち，前項 6 号（注：前述の(1)の(F)）の法律事件以外のものにつ

いての代理及び文書の作成 

 

B 親族関係に関する法律事件で，その当事者として日本国民が含まれるものについて

の代理及び文書の作成 

 

C 国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因

贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡のときに国内に居住してい

た者が所有していたものについての遺産の分割，遺産の管理その他の相続に関す

る法律事件で，その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文

書の作成 

 

２ 禁止される職務 

 

 外国特別会員は，上記 1.(1)に定める職務の範囲を超えて法律事務を行うことはできま

せんし（外弁法4条），外弁法63条各号所定の法律事務を業務に関し行ったときは2年以

下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます（外弁法63条）。 

 

 外弁法63条各号が規定するのは次の事項です。 

 

(1) 国内の裁判所における訴訟事件（刑事に関するものを除く。），非訟事件，家事審判

事件，民事執行事件,民事保全事件その他民事に関する事件の手続についての代理 

 

(2) 刑事に関する事件の手続についての代理，刑事に関する事件における弁護人として

の活動，少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求

事件における補佐 

 

(3) 国内の行政庁に対する異議申立て，審査請求その他の不服申立事件の手続について

の代理 

 

(4) 国内において効力を有し，又は有した法（原資格国法若しくは指定法に含まれる条

約その他の国際法又は外弁法5条の2第1項の規定により特定外国法に関する法律

事務を行う場合の特定外国法に含まれる条約その他の国際法を除く。）の解釈又は

適用についての書面による鑑定 

 

  外国特別会員であって弁護士又は外国法事務弁護士を雇用する者は，自己の 3 条及び 5

条から5条の3までに規定する業務の範囲を超える法律事務（以下「権限外法律事務」と

いう。）の取扱いについて，その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士に対し，雇用関係に
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基づく業務上の命令をすることができません（外弁法49条 1項）。外国法共同事業を営む

外国特別会員は，当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人が自ら行う法律事務で

あって当該外国特別会員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて，不当な関与を

することができません（外弁法 49 条の 2）。雇用及び外国法共同事業における権限外法律

事務の規制については，雇用及び外国法共同事業に関する説明を参照してください。 

 

３ 日本で行われる仲裁手続への関与 

 

 外弁法5条の3は，外国法事務弁護士が「国際仲裁事件」の手続（当該手続に伴う和解

の手続を含みます。）の代理を行うことを認めています。「国際仲裁事件」とは，外弁法 2

条11号において「国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であって，当事者の全部又は

一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるもの」と定義されてい

ます。従って，この場合には，外国法事務弁護士は，その原資格国法又は指定法による制

限なく，仮に当該仲裁事件の実体準拠法が日本法である場合でも，当事者の代理を行うこ

とができます。また，外弁法5条の2による特定外国法に関する法律事務を行う際の「書

面による助言」を受ける必要もありません。 

 

 但し，外国特別会員が国際仲裁手続において当事者の代理人になった場合であっても，

これに関連する民事訴訟法による裁判所への各種申立（仲裁判断の承認・執行の申立など），

その他官公署における手続については，外弁法3条1項但書により，外国特別会員がこれ

を行うことはできません。 

 

 なお，外国法事務弁護士でない外国の弁護士も，その法律事務の本拠地である外国にお

いて委任を受けた場合には，国際仲裁事件について，当事者の代理をすることができます

（外弁法58条の2）。 
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Ⅲ 職務遂行上の留意事項 

 

１ 事務所 

 

(1) 外国特別会員は，所属弁護士会の地域内に事務所を設けなければならず（外弁法45

条 4 項），いかなる名義をもってしても，日本国内に 2 個以上の事務所を設けるこ

とができません（外弁法45条 5項）。外国特別会員の事務所は「外国法事務弁護士

事務所」と称さなければなりません（外弁法45条 1項）。 

    なお，外国特別会員が弁護士に雇用されているときは，その弁護士の事務所の名

称を使用することができます（外弁法45条 3項）。 

 

(2) 事務所の入口，受付その他事務所内の公衆の見やすい場所に，日本弁護士連合会の

定めた様式により，原資格国法及び外弁法 16 条 1 項による指定法を記載した標識

を掲示しなければなりません（外国特別会員表示規程（以下「表示規程」という。）

2条1項）。 

   標識には，指定法をすべて記載しなければなりません。 

   また，外国特別会員が弁護士に雇用されている場合であっても，この標識を当該弁

護士の事務所に掲げなくてはなりません。 

 

２ 表 示 

 

(1) 外国法事務弁護士の資格の表示 

 

A 外国特別会員は，業務を行うに際しては，外国法事務弁護士の名称を用い，その名

称には原資格国の国名を付加しなければなりません（外弁法44条）。 

 

B 業務を行うに際し，原資格国における資格の名称を用いる場合は「外国法事務弁護

士の名称及び原資格国の国名に付加」しなければなりません（外弁法47条 1項）。

その場合，原資格国の国語により表示するか，発音どおりに日本語で表示しなけ

ればならず，「弁護士」と表示することはできません（表示規程3条）。 

 

C 業務に関し，自己の氏名を表示した名刺，レターヘッド等を使用する場合は，原資

格国法及び指定法を表示しなければなりません（表示規程2条2項）。なお，指定

法表記として，「ルイジアナ州を除く米国各州法」とすることは認められます。 

 

D 前述A，B，Cのほか，業務を行うに際しては，常に原資格国名を表示し，かつ,そ

の業務が指定法に関するときは，当該指定法を表示しなければなりません（表示

規程2条3項）。 
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(2) 事務所の名称 

外国特別会員の事務所の名称中には，他の個人又は団体の名称を使用することはで

きません（外弁法45条 2項）。但し，当該外国特別会員の「所属事業体」の名称は，

日本においてその名称を使用している他の外国法事務弁護士がいない場合又はそ

の名称を使用している他の外国法事務弁護士と事務所を共にする場合には，事務所

名の一部として使用することができます（外弁法45条 2項但書，表示規程3条の2

第1項）。「所属事業体」とは，法律事務の処理を目的とする原資格国の法人，組合

その他の事業体で当該外国法事務弁護士が所属するものと定義されています（外弁

法45条 2項但書）。 

 

(3) 所属事業体の名称の表示 

 

A 外国特別会員が所属事業体の名称を使用できるのは，その事務所の名称中に使用さ

れている場合，及び当該外国特別会員の氏名又は事務所の名称に付加する場合に

限られます（外弁法45条 2項，47条 2項，表示規程4条1項）。 

 

B 外国特別会員が事務所の名称として所属事業体の名称を使用しない場合で、外弁法
47 条 2 項に基づき自己の氏名又は事務所の名称に付加して所属事業体の名称を使

用するには、わが国において所属事業体の名称を用いている他の外国特別会員がい

ないこと、又は既に所属事業体の名称を用いている他の外国特別会員と事務所を共

にすることを誓約する書面を添えて、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出

なければなりません（基本規程32条 1項）。また、この場合，所属事業体の表示は，

外国特別会員の氏名及び事務所名の表示に比較し，「より顕著な」ものであっては

ならず，また，日本語で「法律事務所」,「弁護士事務所」ないし「弁護士法人」
なる表示をすることはできません（表示規程4条2項及び3項）。 
 

C 外弁法45条 2項但書により，外国特別会員の事務所の名称中に所属事業体の名称

を用いる場合，その名称が外国法事務弁護士事務所の名称として許容されるもの

でなくてはなりません。例えば，所属事業体が有限責任のみを負うものであると

しても，外国特別会員は個人としての無限責任を負いますから，これと反する名

称を用いることはできません。所属事業体の名称が，「AB & C, LIMITED LIABILITY 

PARTNERSHIP」というものである場合においては，「AB & C」という名称のみを所

属事業体の名称として外国法事務弁護士事務所の名称中に用いることは許されま

すが，有限責任を示している「LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP」又は「LLP」と

いう部分を含めて，事務所の名称そのものとして用いることはできません。なお，

事務所の名称が「AB & C 外国法事務弁護士事務所」となっている場合に，外弁法

47条 2項に基づき，業務を行うに際し「AB & C外国法事務弁護士事務所（ AB & C, 

LLP）」というように，事務所の名称に所属事業体の名称を付加して用いることは
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差し支えありません。もっとも、前記のように有限責任であるかのような誤解を

生じないように留意する必要はあるでしょう。 

D なお，外国特別会員にかかわるものではありませんが，弁護士は，弁護士法人を設

立して弁護士法 3 条に規定する業務を行うことができますが（弁護士法 30 条の 2

以下），この場合，当該弁護士法人の名称については，弁護士法人の名称に関する

規程が定められており，同規程 3 条によれば，弁護士法人は「外国法事務弁護士

の所属事業体の名称又はその要部を含む」名称を用いることができないとされて

います。 

 

(4) 外国法共同事業の表示 

 

①  外国法共同事業の届出をした外国特別会員は，その事務所の名称中に「外国法共

同事業」の文字を使用する場合を除き，その事務所の名称に，外国法共同事業を営

む旨及び当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人の事務所の名称を付加

しなければなりません（外弁法 49 条の 4）。外国法共同事業を営む外国特別会員及

び弁護士又は弁護士法人の事務所の表示について，「外国法共同事業の表示に関す

る基準」が定められています。 

 

②  外国法共同事業を営む外国特別会員の事務所については，当該外国特別会員が当該

外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所（弁護士法人にあっては，そ

の主たる事務所に限る。以下この条において同じ。）を共にし，かつ，当該外国法

共同事業において行う法律事務の範囲に制限を設けていない場合であって，その弁

護士又は弁護士法人の事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字があるときは，

これと同一の名称を使用することができます（外弁法49条の5）。 

 

③  外国法共同事業を営む弁護士と外国特別会員とが異なる場所に事務所を有する

場合，事務所の名称に外国法共同事業を営むことを付加することにより2個以上の

事務所を有する外観を呈することがないよう配慮しなければなりません（外国法共

同事業に関する規程9条を参照）。 

 

３ 広 告 

 

 業務の広告は，日本の弁護士と同様，原則として自由です（基本規程29条）。但し，事

実に合致していない広告，誤導又は誤認のおそれのある広告，誇大又は過度な期待を抱か

せる広告，他事務所との比較広告，法令や会則会規に違反する広告，品位又は信用を損な

うおそれのある広告は禁止されています（外国特別会員の業務広告に関する規程3条）。ま

た，表示できない広告事項，広告の方法についての規制や広告物などの保存義務がありま

す（同規程4条から11条まで）。また，外国特別会員の属する弁護士会の調査，違反行為
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の排除中止などについても，同規程に定められています（同規程12条）。さらに，具体的

な運用の指針が，弁護士及び外国特別会員の業務広告に関する運用指針として定められて

います。 

 

４ 報 酬 

 

 外弁法23条 5号及び基本規程30条により，日本弁護士連合会は外国法事務弁護士の報

酬に関する規程を定め，報酬が適正かつ妥当でなければならないこと，報酬基準の作成・

備え置きの義務，報酬の説明や情報の開示等について規定しています。 

 

 報酬を外国法事務弁護士でない者と分配することは，法令や会則会規に定めのある場合

その他正当な理由がある場合を除き，禁止されています（基本規程30条の2，弁護士職務

基本規程12条）。 

 

５ 非弁護士との提携の禁止及び使用人等を非弁行為に至らないよう監督する義務 

 

 弁護士又は弁護士法人でない者が法律事務を取り扱うことは禁じられており（弁護士法

72条），違反した者には刑罰が科せられます（同法77条，78条）。 

 

［弁護士法72条］ 

弁護士又は弁護士法人でない者は，報酬を得る目的で訴訟事件，非訟事件及び審査請求，

異議申立て，再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して

鑑定，代理，仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い，又はこれらの周旋をする

ことを業とすることができない。ただし，この法律又は他の法律に別段の定めがある場

合は，この限りでない。 

 

 これに対し，外国法事務弁護士は，外弁法6条2項により，弁護士法72条の適用を受け

ないものとされ，外弁法3条，5条，5条の2及び5条の3に規定された法律事務を行うこ

とが認められ，同法4条によってそれ以外の法律事務を行うことができないと定められて

います。 

 従って，弁護士，弁護士法人又は外国法事務弁護士でない者（外国の弁護士等）が，日

本法，外国法に関する法律事務を報酬を得る目的で業として行うことは弁護士法72条に違

反します。 

 外国特別会員がこのような活動をする者と提携することは禁止されています（外弁法50

条 1項，弁護士法27条，基本規程30条の2，弁護士職務基本規程11条）。 

 

 また，外国特別会員は外国法事務弁護士事務所に働く外国法事務弁護士以外の者（トレ

ーニー，クラークといった外国の弁護士を含む。）が違法又は不当な行為を行わないよう監
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督しなければなりません（基本規程30条の2，弁護士職務基本規程19条）。 

  さらに，他の外国法事務弁護士を監督する権限のある弁護士は，事務所に所属する外国

法事務弁護士が弁護士職務基本規程を遵守するための必要な措置をとるように努める義務

を負います（弁護士職務基本規程55条）。 

 

６  雇用及び外国法共同事業 

 

(1) 外国法事務弁護士による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用 

 

A 外国特別会員であって弁護士又は外国法事務弁護士を雇用する者（以下「使用者」

という。）は，自己の取り扱うことができる業務の範囲を超える法律事務 （以下

「権限外法律事務」という。）の取扱いについて，その雇用する弁護士又は外国

法事務弁護士（以下「被雇用弁護士等」という。）に対し，雇用関係に基づく業

務上の命令をすることができません（外弁法49条 1項，雇用に関する規程6条1

項）。また，被雇用弁護士等がかかる命令に従わないことを理由として解雇その

他の不利益な処分をすることもできません（雇用に関する規程 6 条 2 項）。使用

者は，被雇用弁護士等が自ら行う法律事務であって当該使用者の権限外法律事務

に当たるものの取扱いについて，不当な関与をしてはなりません（外弁法49条 3

項）。 

 

外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務の範囲については，Ⅱ外国法事務

弁護士の職務の範囲を参照してください。従来は，外国法事務弁護士が弁護士を

雇用することにより自己の権限外の法律業務に及ぶ可能性があることを理由に，

外国法事務弁護士による弁護士の雇用を禁止していました（改正前の外弁法 49

条 1 項）。2005 年 4 月 1日施行の法改正により，事前の予防的規制を撤廃するこ

ととして雇用を解禁する一方，雇用形態を利用した権限逸脱行為を事後的に規制

することとしました。 

 

なお，外弁法は雇用という用語を定義していません。パートナー，アソシエイト，

イソ弁など呼称の如何を問わず，外国法事務弁護士と弁護士又は他の外国法事務

弁護士の間に雇用の実質がある場合には，前述の規制が適用されることに留意す

る必要があります（雇用に関する規程3条）。  

 

B 外国特別会員は，弁護士又は外国法事務弁護士を雇用しようとするときは，予め，

被雇用弁護士等の氏名及び登録番号，雇用契約に期間の定めがあるときはその期

間，使用者の取り扱う法律事務の範囲，被雇用弁護士等の取り扱う法律事務の範

囲等を，日本弁護士連合会に届け出なければなりません（外弁法 49 条の 3 第 1

項，雇用に関する規程 7 条 1 項）。届け出た事項を変更しようとするとき，及び
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雇用が終了したときも同様です（雇用に関する規程7条2項，3項）。 

C 被雇用弁護士等に対して，以下のような規制があることに留意してください。 

 

(a) 被雇用弁護士等は，使用者である外国法事務弁護士が行う権限外法律事

務に関与してはならず，これに関与した場合は雇用関係に基づく業務上の命令に

従ったものであることを理由として，懲戒その他の責任を免れることができませ

ん（外弁法49条 2項，雇用に関する規程6条4項）。 

  

 (b) 被雇用弁護士等が，使用者の権限外法律事務を受任するときは，自己の

計算において，使用者から独立して受任しなければなりません（雇用に関する規

程4条）。被雇用弁護士等は，事件を受任するに当たり，当該事件に係る法律事務

が使用者の権限外法律事務であるときは，依頼者に対し，使用者が当該事件を受

任するとの誤解を生じないように適切な説明をしなければなりません（雇用に関

する規程5条）。 

 

 (c) 被雇用弁護士等は，使用者の権限外法律事務を取り扱うときは，職務の

独立が損なわれることのないよう自立的に行動しなければなりません（雇用に関

する規程6条3項）。 

 

D. 使用者及び被雇用弁護士等は，雇用契約が終了したときから3年間，被雇用弁護

士等の名簿及び雇用契約書その他届出事項を記載した文書を保存しなければな

りません（雇用に関する規程10条）。 

 

E. 日本弁護士連合会及び所属弁護士会は，外弁法 4条，49 条又は 49 条の 3の規定

に違反する疑いのあるときは，必要な調査をすることができ，使用者及び被雇用

弁護士等はこれに協力しなければなりません（雇用に関する規程11条）。 

  

(2) 外国法共同事業 

 

A.外国法共同事業を営む外国特別会員は，当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁

護士法人が自ら行う法律事務であって当該外国特別会員の権限外法律事務に当

たるものの取扱いについて，不当な関与をしてはなりません（外弁法49条の2）。 

 

外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務の範囲については，Ⅱ外国法事務

弁護士の職務の範囲を参照ください。従来は，外国法事務弁護士が弁護士と共同

事業を営むことにより自己の権限外の法律業務に及ぶ可能性があることを理由

に，外国法事務弁護士と弁護士の共同事業を，一定の場合を除いて，禁止してい

ました（改正前の外弁法 49 条 2 項）。2005 年 4月 1日施行の外弁法改正により，
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事前の予防的規制を撤廃することとして外国法共同事業を全面的に解禁する一

方，共同事業を利用した権限逸脱行為を事後的に規制することとしました。 

 

外国法共同事業とは「外国法事務弁護士と弁護士又は弁護士法人とが，組合契約

その他の継続的な契約により，共同して行う事業であって，法律事務を行うこと

を目的とするもの」をいいます（外弁法2条15号）。外国法共同事業には，相手

方である弁護士又は弁護士法人と事務所を共にする場合と共にしない場合があ

り，また取り扱う法律事務に制限を設ける場合と制限を設けない場合があるなど，

多様な共同事業の形態が予定されています。 

 

外国法事務弁護士は，外国法共同事業を営む場合であっても，権限外法律事務を

行うことができません。しかし，当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法

人と共同すれば，当該外国法共同事業に係る法律事務を受任することが認められ

ます（外国法共同事業に関する規程 3 条）。これは，共同事業における受任の便

宜に配慮したものですが，受任後は当該法律事務を処理する権限ある者が処理し

なければなりません。 

 

 

B. 外国特別会員は，弁護士と外国法共同事業を営もうとするときは，予め，事業の

相手方となる弁護士の氏名及び事務所，並びに当該共同事業にかかる法律事務の

範囲等を，日本弁護士連合会に届け出なければなりません（外弁法49条の3第1

項，外国法共同事業に関する規程10条 1項）。外国特別会員は，弁護士法人と外

国法共同事業を営もうとするときは，予め，事業の相手方となる弁護士法人の名

称及び主たる事務所又は従たる事務所，並びに当該共同事業にかかる法律事務の

範囲等を，日本弁護士連合会に届け出なければなりません（外弁法49条の3第1

項，外国法共同事業に関する規程10条 2項）。届け出た事項を変更しようとする

とき，及び外国法共同事業をやめたときも同様です（外国法共同事業に関する規

程10条 3項，4項）。 

 

 

C. 外国法共同事業を営む弁護士，弁護士法人の社員及び外国法事務弁護士，外国

法共同事業を営む弁護士又は外国法事務弁護士に雇用される弁護士及び外国法

事務弁護士並びに外国法共同事業を営む弁護士法人に雇用される弁護士及び外

国法事務弁護士（以下総称して「事業従事弁護士等」という。）は，以下の各条

に注意することが必要です。 

(a) 事業従事弁護士等は，他の事業従事弁護士等と共同して法律事務を行う

ときは，受任するに際し，依頼者に対し，それぞれの権限及び行うべき法律事務

の範囲を明示して説明しなければなりません。事業従事弁護士等は，受任に際し，



 16  

取り扱う法律事務の範囲を特定することのできない事情があるときは，その事情

が止んだ後，遅滞なく，依頼者に対し，それぞれの取り扱う法律事務の範囲を説

明しなければなりません（外国法共同事業に関する規程4条）。 

  

 (b) 事業従事弁護士等は，他の事業従事弁護士等並びに当該外国法共同事業

に係る外国法事務弁護士の所属事業体及び弁護士法人の依頼者について執務上知

り得た秘密を正当な事由なく他に漏らし，又は利用してはなりません（外国法共

同事業に関する規程5条）。事業従事弁護士等が事務所を共同にする場合は，基本

規程30条の2により準用される弁護士職務基本規程60条及び56条により，相互

に依頼者の秘密を保持する義務を負います。外国法共同事業に関する規程は，事

務所を共同にしない外国法共同事業にも秘密保持義務を適用し，さらに外国法事

務弁護士の所属事業体にも適用するものです。 

  

(c) 事業従事弁護士等は，他の事業従事弁護士等又は外国法共同事業に係る

弁護士法人が弁護士職務基本規程（基本規程30条の2により準用される場合を含

む。）により利益相反事件として職務を行い得ない事件について，職務を行うこと

ができません。ただし，職務の公正を保ち得る事由があるときを除きます（外国

法共同事業に関する規程6条）。事業従事弁護士等が事務所を共同にする場合は，

基本規程30条の2により準用される弁護士職務基本規程60条及び57条により，

相互に利益相反ルールが適用されます。外国法共同事業に関する規程は，事務所

を共同にしない外国法共同事業に利益相反ルールを適用するものです。 

 

D. 外国法共同事業を営む弁護士，弁護士法人及び外国法事務弁護士は，雇用契約書

については雇用契約が終了したときから，共同事業に関する契約書については契

約終了のときから，それぞれ3年間保存しなければなりません（外国法共同事業

に関する規程14条）。 

 

E. 日本弁護士連合会及び所属弁護士会は，外弁法 4条，49 条又は 49 条の 2の規定

に違反する疑いのあるときは，必要な調査をすることができ，外国法共同事業を

営む弁護士，弁護士法人及び外国法事務弁護士はこれに協力しなければなりませ

ん（外国法共同事業に関する規程15条）。 

 

(3)  事務所の共同使用 

外国特別会員は，外国法共同事業によることなく，日本の弁護士又は弁護士法人と事

務所を共同使用することもできます。外国特別会員と弁護士又は弁護士法人とが同一

の事務所で執務しようとするとき，又は事務所従業員，設備等を共同使用しようとす

るときは，外国特別会員と弁護士又は弁護士法人が連名で共同使用の内容を明示して

所属弁護士会と日本弁護士連合会に届け出なければなりません（基本規程33条1項）。 
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７ 公職の兼務及び営利業務の届出 

   

 外国特別会員は，（１）一定の公職を兼ねる場合及び（２）営利業務に従事する場合には，

所属弁護士会に届け出なければなりません。 

 

 2004年 4月施行の弁護士法，外弁法の改正までは，弁護士としての職務の独立性を保持

するため，外国法事務弁護士は，弁護士と同様，一定の例外を除き公職に就任できないと

ともに，営利業務も，弁護士会の許可があった場合にのみ行えるものとされていました（改

正前の弁護士法30条，改正前の外弁法50条）。しかし,上記の法改正により，公職を兼務

することを原則禁止とする規定が削除され，また営利業務への従事も届出制となりました

（弁護士法30条，外弁法50条）。これらの法律の規定のもとで，現在の日弁連では，両方

の場合につき，事前又は事後の届出のみを求めています。 

 

（１）公職の兼務 

 外国特別会員は，常時勤務を要する報酬ある公職に就いたときは，所属弁護士会へ「公

職就任届出書」を提出しなければなりません（基本規程28条 1項・外国法事務弁護士の公

職就任の届出等に関する規程（以下「外弁公職届出規程」という。）2条）。 

 

 また，公職就任の届出事項に変更を生じたとき，又は公職就任届出に係る公職をやめた

ときは，遅滞なく所属弁護士会へ届け出なければなりません（基本規程28条 2項，外弁公

職届出規程3条）。 

 

（２）営利業務 

  外国特別会員は， 

(i) 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 

(ii) 営利を目的とする業務を営む者の取締役，執行役その他業務を執行する役員又は

使用人になろうとするときは， 

あらかじめ，所属弁護士会へ「営利業務従事届出書」を提出しなければなりません（外弁

法50条，弁護士法30条 1項 3項，基本規程28条の2，外国法事務弁護士の営利業務の届

出等に関する規程（以下「外弁営業届出規程」という。）2条）。  

 

 前記(ii)の届出にあたり，営利を目的とする業務を営む者が法人である場合は，登記簿

謄本を添付することが必要です（外弁営業届出規程3条）。 

 

 また， 

(i) 営利業務従事届出事項に変更を生じたとき，又は， 
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(ii) 営利業務従事の届出に係る業務を廃止したとき，若しくは 

(iii) 届出に係る取締役，執行役その他業務を執行する役員又は使用人でなくなった

ときは， 

遅滞なく所属弁護士会へ届け出なければなりません（外弁法50条，弁護士法30条 3項，

基本規程28条の2，外弁営業届出規程4条1項）。 

  

 弁護士会は，前記届出により「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」を作成し，弁護士

会の事務所に備え置き，公衆の縦覧に供します（外弁法50条，弁護士法30条 2項，基本

規程28条の2，外弁営業届出規程5条）。 

 

 外国特別会員が上記の届出を為さず，又は虚偽の届出を行った場合には，所属弁護士会

はこれを届け出，又は訂正するよう，勧告することができます。更に弁護士会は，外国特

別会員が営利業務の届出に関する規制に違反していると疑うに足る相当の理由があるとき

には，当該外国特別会員に報告を求めることができ，当該外国特別会員はこれに速やかに

応じなければなりません（基本規程28条の2，外弁営業届出規程7条）。 
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Ⅳ 外国法事務弁護士の在留義務 

 

 外国特別会員は，1 年のうち 180 日以上日本国内に在留しなければなりません（外弁法

48 条 1 項）。なお，外国特別会員が，自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基

づき，出国をして日本国外の地域にあった場合においては，その日本国外の地域にあった

期間は，日本国内に在留したものとされます（外弁法48条 2項）。この1年の期間の起算

日は，当該外国特別会員が外国法事務弁護士名簿に登録された日を基準とします（基本規

程34条）。在留義務違反に対しては，日本弁護士連合会は，外国法事務弁護士登録審査会

の議決に基づき，登録を取り消すことができ（外弁法30条 2項），また法務大臣は，登録

取消しを受けた者の承認を取り消さなければなりません（外弁法14条 1項 4号）。 
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Ⅴ 日本弁護士連合会及び所属弁護士会への請求と届出義務 

 

１．外国法事務弁護士は，外弁法の定めるところにより，次の事項につき，日本弁護士連

合会に対し，外国法事務弁護士名簿登録等取扱規則等に定める書式にて，また，基本規程

等に定める書類を添付して，請求又は届出を行うことを要します。 

 

(1) 登録の請求（外弁法25条，基本規程11条） 

外国法事務弁護士となるためには，法務大臣の承認を得た後，入会しようとす

る単位弁護士会を経由して，日本弁護士連合会に対し，登録請求書を提出し，登

録を受ける必要があります。 

 

(2) 登録換えの請求（外弁法28条，基本規程12条） 

外国特別会員は，所属弁護士会を変更しようとするときは，新たに入会しよう

とする弁護士会を経由して，日本弁護士連合会に対し，登録換え請求書を提出す

る必要があります。 

 

(3) 登録取消しの請求（外弁法29条，基本規程14条） 

 外国特別会員は，業務をやめようとするときは，所属弁護士会を経由して，

日本弁護士連合会に対し，登録取消し請求書を提出する必要があります。 

 

(4) 指定法の付記の請求（外弁法33条，基本規程15条） 

 外国特別会員は，外国法事務弁護士名簿に指定法の付記を受けようとすると

きは，法務大臣から指定を受けた後，所属弁護士会を経由して，日本弁護士連合

会に対し，指定法付記請求書を提出する必要があります。 

 

(5) 弁護士の雇用及び外国法共同事業に係る届出 (外弁法49条の3，雇用に関する規

程7条，外国法共同事業に関する規程10条) 

雇用及び外国法共同事業に関する説明を参照してください。 

 

２．以上のほか，外国特別会員は，日本弁護士連合会が定めた基本規程，外国法事務弁護

士名簿登録等取扱規則等により，次の事項につき，日本弁護士連合会に対し，届出等を行

う義務があります。 

 

(1) 登録事項の変更（基本規程13条 1項） 

氏名，国籍，国内住所，事務所の名称及び所在の場所，承認番号，承認年月日，

原資格国の国名，外国弁護士の資格の名称，外国弁護士となる資格を取得した年

月日について変更があった場合は，直ちに所属弁護士会を経由して日本弁護士連

合会に届け出なければなりません。 
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(2) 外国における連絡場所の変更（外国法事務弁護士名簿登録等取扱規則2条） 

外国法事務弁護士名簿に記載された外国の連絡場所に変更があった場合は，日本

弁護士連合会に届け出なければなりません。 

 

(3) 事務所の共同使用（基本規程33条） 

日本の弁護士と同一の事務所で執務しようとするとき，又は事務所従業員，設備

等を共同使用しようとするときは，日本の弁護士と連名で共同使用の内容を明示

して，所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければなりません。 

 共同使用の変更・取消しについても届け出る必要があります。 

 

(4) 所属事業体の名称の使用（基本規程32条 1項） 

所属事業体の名称を使用しようとするときは，所属弁護士会及び日本弁護士連合

会に届け出なければなりません。所属事業体の変更，所属事業体の名称の使用取

消しについても届け出る必要があります。 

 

(5) 兼職，営業等の届出（基本規程28条，28条の2） 

兼職及び営業に関する説明を参照してください。 

 

(6) 記章の紛失（外国法事務弁護士記章規則8条） 

外国法事務弁護士記章を紛失したときは，所属弁護士会を通じて速やかに日本弁

護士連合会に書面をもって紛失届をなし，外国法事務弁護士記章の再交付を申請

しなければなりません。 

 

(7) 外国弁護士資格者の雇用（外国弁護士の雇用の届出に関する規程2条，3条） 

弁護士，弁護士法人，特別会員，準会員又は外国特別会員が外国弁護士となる資

格を有するもの（外国弁護士資格者）を雇用した場合には，日本弁護士連合会に

対し，雇用する外国弁護士資格者の氏名，資格取得国名等を届け出なければなり

ません。届け出た事項に変更があった場合，及び雇用が終了した場合にも，届け

出る必要があります。 

 なお，雇用された外国弁護士資格者をはじめ，弁護士又は外国法事務弁護士の

監督下において研修又は訓練中の者であって，外国において法律事務を行うこと

を職務とする者で弁護士に相当するものであっても，我が国において，弁護士，

外国法事務弁護士と称してはなりません。当該外国における資格の表示又はその

和訳の表示についても同様です。但し，我が国では資格がないことを明示したう

えで，当該外国の有資格者であることを表示することは差し支えありません。 
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Ⅵ 懲  戒 

 

１  懲戒事由及び懲戒権者 

 

(1) 懲戒事由 

外国特別会員は，弁護士法、外弁法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会

の会則中外国特別会員に関する規定に違反し，所属弁護士会又は日本弁護士連合会

の秩序又は信用を害し，その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があっ

たときは，懲戒を受けます（外弁法51条 1項）。 

 

(2) 懲戒権者 

懲戒は，日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行い

ます（外弁法51条 2項）。 

 

２  懲戒の種類 

 

(1) 懲戒は次の4種です（外弁法52条）。 

 

A. 戒 告 

戒告は，被懲戒者にその非行の責任を確認させて反省を求め，戒める懲戒処分です。 

 

B. ２年以内の業務の停止 

被懲戒者に対し，２年以内の一定期間，業務を行うことを禁じる懲戒処分です。 

 

C. 退会命令 

被懲戒者をその所属弁護士会から退会させる懲戒処分です。外国法事務弁護士の身

分を失い，外国法事務弁護士名簿への登録が取り消されます（外弁法30条 1項 3号）。 

 

D. 除名 

被懲戒者の外国法事務弁護士たる身分と資格を剥奪する懲戒処分です。外国法事務

弁護士名簿への登録が取り消され（外弁法30条 1項 1号，弁護士法7条），処分の後

3年間は外国法事務弁護士となる資格がありません（外弁法8条,弁護士法7条）。 

 

(2) 懲戒の効力発生 

 

 懲戒の効力の発生時期は，被懲戒者に告知されたときです。 

  

(3) 公告 
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 懲戒処分の内容は官報及び機関雑誌で公告されます（外弁法 53 条 7 項，外国法

事務弁護士の懲戒処分の公告及び公表等に関する規程2条）。 

 

３ 外国法事務弁護士懲戒委員会に審査を求める手続 

 

(1) 懲戒の請求 

 

外国法事務弁護士について懲戒の事由があると考える者は，その外国法事務弁護士

の所属する弁護士会を経由して，日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができま

す（外弁法53条 1項）。 

 

(2) 弁護士会の綱紀委員会の調査及び審査 

 

上記(1)の請求があった場合は，所属弁護士会は弁護士会の綱紀委員会に調査をさ

せることができます（外弁法53条 2項）。 

また，請求の有無にかかわらず，所属弁護士会が外国特別会員について自ら懲戒の

事由があると考えるときも綱紀委員会に調査をさせることができます。 

綱紀委員会が，当該外国特別会員を懲戒することを相当と認めたときは，弁護士会

は，日本弁護士連合会に懲戒の請求をしなければなりません（外弁法53条 2項）。 

 

(3) 日本弁護士連合会の調査 

 

上記(1)の請求が出された場合，又は，日本弁護士連合会が外国特別会員について

自ら懲戒の事由があると考える場合は，外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさ

せなければなりません。但し，上記(2)の調査が行われているときは，この限りではあ

りません（外弁法53条 3項）。 

 

(4) 日本弁護士連合会の外国法事務弁護士懲戒委員会への審査請求 

 

上記(2)の所属弁護士会の請求があった場合，又は上記(3)の調査により，外国法事

務弁護士綱紀委員会が懲戒することを相当と認めた場合は，日本弁護士連合会は，外

国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければなりません（外弁法53条4項）。 

 

４  取消しの訴え 

 

 日本弁護士連合会から懲戒を受けた外国法事務弁護士は東京高等裁判所に当該処分の取

消しの訴えを提起することができます（外弁法60条 1項）。 
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５ 除斥期間 

 

 懲戒の事由があったときから3年を経過したときは，懲戒の手続を開始することができ

ません（外弁法54条,弁護士法63条）。 

 

６ 登録換え等の制限 

 

 懲戒の手続に付された外国特別会員は，その手続が結了するまで登録換え又は登録取消

しの請求をすることができません（外弁法54条,弁護士法62条）。 

 


