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第１２回アジア弁護士会長会議

第１２回アジア弁護士会長会議が、２００１年１０月７～

９日、ニュージーランド南島のクライストチャーチ

で、同国弁護士会（クリスティーン・グライス会長）

の主催により開催された。１０ヵ国（香港特別行政区

を含む。豪州からは５州）ＩＢＡ、ローエイシア、

ＩＰＢＡ、ＵＩＡの代表が参加した。

●久保井会長英語で報告

メインテーマであった弁護士の行動準則につい

て、久保井会長は、８日午後、約１０分間英語でスピ

ーチした。懲戒及び研修、公益活動、弁護士及び弁

護士会の独立性の重要性を指摘し、公設事務所設置

などの活動を紹介した。そして、国際化や法曹人口

増加のなかで、市民の期待に応え公益活動を重視す

ることと、弁護士の基本価値を擁護することの重要

性を強調した。藤原副会長は、日本の子どもをとり

まく状況の変化と、弁護士会の子どもの権利１１０番

活動を、吉野国際交流委員長は、ＷＴＯ／ＧＡＴＳ

のもとでの、外国弁護士や他業種との共同のあり方

について、問題提起した。このほか当連合会からは

事務総長、国際室長、国際課職員が出席した。

●目立つ人権活動、公益活動

ほとんどの弁護士会の報告が、人権活動や法律扶

助、公益活動を誇るものであった。香港弁護士会の

立法反対活動、インド弁護士会が原告となっての外

国人の権利擁護訴訟、マレーシア弁護士会のカパル

・シン弁護士擁護活動や、韓国やインドの国内人権

委員会への関与、マレーシアや韓国の公益活動義務、

各国弁護士会のリーガルエイド活動等である。当連

合会が主催した１９９９年第１０回会議で始まった人権セ

ッションの試みが定着したと言えよう。

●日弁連は情報センターの任を

アジア弁護士会長会議（略称ＰＯＬＡ）は、１９９０

年当連合会や韓国弁護士会が中心となって提唱して

発足したもので、以来年１回各国弁護士会長が各会

の実情や経験を交流してきた。現在、当連合会は情

報センターを引き受けている。

次回はタイ弁護士会の主催により２００２年１０月バン

コクで開催される予定である。次々回は、ローエイ

シア２００３年大会が東京で開催されるため、東京で開

催してほしいとの要望が強まっている。

（国際室室長 上柳 敏郎）

ローエイシア２００３年
東京大会への協力を決定

日弁連は、２００３年９月２～５日に東京（ホテルニ

ューオータニ等）で開催される予定の第１８回ローエ

イシア総会の開催に協力することを決めた。

具体的な協力内容はこれから検討されるべきもの

であるが、実行委員会への参加や人権・公益関係の

分科会の開催担当が想定される。

ローエイシア（ＬＡＷＡＳＩＡ）は、アジア太平

洋地域の弁護士会や弁護士が加盟し、２年に１度総

会を開催している。当連合会は未加盟であるが、現

在加盟の招請を受けている。現会長はオーストラリ

アのゴードン・ヒューズ弁護士で、二代前の会長は

小杉丈夫会員である。

２００１年大会は、日弁連新聞１１月号国際人権問題委

員会ニュースで既報のとおり、２００１年１０月４～８日、

ニュージーランドで開催された。同国弁護士会大会

との合同開催で、７０余の分科会に約９００人が参加し

た。同じ機会に、アジア太平洋最高裁判所長官会議

や、アジア弁護士会長会議も開かれた。法曹三者が

集う貴重な機会でもある。

当連合会にとって、海外とりわけアジア太平洋地

域の法律家との交流連携は、ますます重要となって

いる。東京で開催される国際的法曹団体の大会への

関与は、その最良の機会であり、積極的な参加が期

待される。 （国際室室長 上柳 敏郎）

大韓弁護士協会との定期交流会

当連合会執行部による国際交流活動として、大韓

弁護士協会との定期交流会が毎年実施されている。

この交流会は１年毎に相手国・弁護士会を訪問して

おり、２００１年度は通算１５回目の定期交流会で、当連

合会執行部がソウルを訪問した。

交流会の目的は、自国の司法制度問題の参考とす

るため、お互いの司法制度に関する最重要課題につ

いて報告し、質疑応答を行うものとなっている。今

年のテーマは、日弁連側テーマが�日本の法律事務
所法人化問題 �日本の法律事務職規制緩和問題
で、大韓弁協側テーマが�弁護士の公益活動義務化
問題 �弁護士会強制加入問題であった。
今年度は９月２日から４日までの日程で、当連合

会から久保井会長他総勢１７名がソウルを訪問した。

ソウル地方弁護士会会長、大韓弁護士協会会長を表

敬訪問後、前述のテーマに基づく交流会が開催され

た。大韓弁護士協会からは、鄭在憲会長を含む１５名

の執行部のみなさんに熱烈な歓迎を受けた。

大韓弁護士協会側参加者は、日本の司法制度改革、

特に法律事務職の規制緩和問題に関心が高く、実務

的な質問が多かった。日本の司法制度改革の影響が

韓国の司法制度に影響するとのことで、隣国の情勢

の変化が気になる様子である。こちらも、韓国の公

益活動の義務化は興味深い内容であった。韓国では

公益活動に時間制を導入

し、必要な時間数に満た

ない場合は、１時間当た

り３万ウォン（約３０００円）

を支払うとのこと。昨年

から始まったこの制度は

少しずつ軌道に乗ってい

るようである。

さらに、記憶に残っていることは韓国大法院長官

への表敬訪問である。大法院長官は日本の司法制度

改革に関心が高く、法科大学院制度や裁判員制度に

ついて細かい質問をいただいた。

２００２年度は東京での開催が予定されている。今回、

我々が受けた熱烈な歓迎と、充実した司法制度に関

する経験交流の場を、来年度はホスト国として提供

していただけるよう、次年度執行部に引き継ぐ予定

である。 （副会長 水野 武夫）

カンボジアプロジェクト
前号以降の活動と今後の予定
カンボジアは、インドシナ半島の南西に位置し、

周囲はタイ、ラオス、ベトナムと国境を接し、面積

は日本の約半分、人口約１２００万人の王国である。世

界遺産に指定されたアンコール遺跡は「天空の楽園」

とも呼ばれ、絶頂期のカンボジア王国の権力を彷彿

とさせる。しかし、アンコール王朝は、タイやベト

ナムとの戦乱により徐々に衰退し、１９世紀にはフラ

ンスの保護国となり、法制度もフランスの影響を受

けた。その後、フランスから独立し中立外交を展開

しております。悪名高きポル・ポト時代においては、

法制度は全否定されたばかりか、国内の法律専門家

もほぼ全員が抹殺された。ベトナム軍の侵攻により、

ポル・ポト時代は終焉を迎えたが、この時代には社

会主義国法の影響を受け、その次のＵＮＴＡＣ時代

には英米法の影響を受けた。

現在、カンボジア政府は、混乱した法律・法制度

の整備、人材養成などを中心にした「司法改革」に

取り組んでおり、当連合会も、カンボジア司法省及

び弁護士会の要請を受け、法の支配を支える弁護士

及び弁護士会に対する養成支援を積極的に行ってい

る（詳細は、日弁連新聞１０月号「国際交流委員会た

より」及び裏面「司法省次官」インタビュー参照）。

今年スタートしたばかりだが、次年度以降も、質・

量ともにさらに充実した支援となるよう、関係諸機

関と協議をしながら活動を継続する予定である。

（前国際室嘱託 田中 みどり）
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日弁連に対する期待
カンボジア王国 司法省次官 スイ・ヌー氏

私は、カンボジア民事訴訟法起草支援研修のため

に、日本政府の招聘で来日しましたが、本年２月の

前回の来日の折に日弁連を訪問しました。

私は、司法省次官ではありますが、弁護士でもあ

ります。カンボジア弁護士会は、他国の弁護士会よ

りも日弁連との交流が深く、弁護士として、両弁護

士会の間で交流が深まることはうれしいことです。

私が弁護士として活動していた９３年から９４年は、

わが国の弁護士は、不安定な社会政治情勢の影響を

直接受けていました。今、日本の弁護士から、その

経験で培われた弁護士の役割や経験について話を聞

くというのは、われわれにとってよい刺激であり、

また、われわれが弁護士の役割やその方向性につい

て考える「余裕」がでてきたということであると思

います。日弁連や日本の弁護士の皆さんに心から感

謝の意を表します。

つい最近、政府から弁護士養成研修センターに関

するサブ・ディクリー（省令）が発布されました。

今後とも、カンボジア弁護士養成に向けて、日弁連

の積極的な人的支援を期待します。

昨年５月にカンボジア弁護士会と日弁連との間で

相互友好協力協定が締結されたましたが、今はまだ、

日弁連から「受ける一方」であるのは事実です。し

かし、近い将来、カンボジア弁護士及び弁護士会が

成長し、対当な関係で、お互いの経験や知識を共有

化できることを願っています。

（２００１年９月 前国際室嘱託 田中みどりインタビ

ュー）

「社会、日弁連、ALSA」
ALSA Japan 代表 清水唯史

私たちALSA Japan（Asian Law Students' Associa-

tion Japan）は、法律を通して国際交流をする法学

生団体です。現在、ALSAは韓国と台湾においても

設立されていますが、近い将来には国境を超えた一

つの法学生団体として機能することを夢見ていま

す。

１９９６年のALSA Japan 設立以来、日弁連には様々

な機会における内外学生の訪問受け入れやご後援

（例：法学生国際フォーラム）というかたちで大変

お世話になっています。

必ずしも法学生であることが法曹界に進むことを

意味しない日本において、また、社会との接点が少

ない学生にとり、日弁連に訪問して弁護士の皆様と

お話しさせていただくことは大変貴重な経験です。

単に法曹実務の世界を垣間見ることができるという

ことにとどまらず、将来進む路を考えるときに大き

な参考ともなるからです。また、海外の法学生にと

っては、日本の弁護士の実態や自国／地域との法律

や法制度の違いを知ることのできる数少ない機会で

もあります。

私個人は、大学卒業を来春に控えた今、「学生は社

会の構成員である」という認識を少しでも持つべき

ではないかと切に感じています。ALSAにしてみて

も同様で、そのためには、まず、「社会を知る」必要

があります。その意味でも、日弁連との関わりをよ

り一層深めさせていただけたら、と願っています。

貴重な意見交換の機会を得て
ドイツ地方裁判所裁判官 ルトガー・フェルネディング氏

私は、２００１年５月中旬から２ヵ月間、日本の裁判

所及びその他の司法機関にて研修し、７月２日に日

弁連を訪問しました。

日本の司法制度を概観するためには、日本の裁判

官と話すだけではなく、弁護士の方々からも話を聞

く必要があると考えていましたので、私の研修にと

って日弁連訪問は重要なものでした。

日本を訪れる以前から、日本の弁護士と裁判官の

人数は、ドイツと比べて非常に少ないことを知って

いました。日本の法曹人口が少ないことの主たる理

由は、日本の国民が法的な紛争を弁護士や裁判所の

手を借りずに解決する傾向にあるということにある

のだと考えています。ただ、日本の法曹人口が単に

絶対数が少ないということではなく、国内に均等に

存在していないということについては、今回の訪問

で初めて聞き驚きました。日本においては、法的な

アドバイスが必要な場合に弁護士を探すのが困難な

地域があるとのことですが、ドイツにおいては、私

が住んでいた人口約５０００人の村にも、６名から７名

の弁護士がいます。日本では、弁護士が東京に集中

する傾向にあり、そのため、地方の人々にとって弁

護士を探すことが困難であるとのことでした。この

ような問題に対応するために、弁護士が弁護士の少

ない地域で業務を行うことを支援する制度や、日弁

連が法律事務所を開設する制度があることを聞きま

した。私は、このような制度が非常にすばらしい制

度であると思います。今後、この制度がどのように

実現されていくかについて大変興味があります。

また、日弁連において、一般の人々が法的な援助

を得ることができることについても大変印象に残り

ました。弁護士会館には、通常、何人かの弁護士が

待機していて、一般の人々がそれらの弁護士から法

的なアドバイスが得ることができること、仲裁制度

も利用できることを知りました。相談者に対する費

用は、合理的なものであり、交通事故の電話相談の

ように無料の相談もあることを知りました。このよ

うな制度は、ドイツの弁護士会にはないものです。

さらに、法律扶助協会へも訪問しました。法律扶

助のシステムは、ドイツのシステムとまったく異な

るものでした。ドイツには、日本の法律扶助協会の

ような特別の機関はなく、裁判官が法律扶助が必要

か否かを決定するのです。法律扶助制度についての

検討課題も興味深いと思いました。

以上、今回日弁連を訪問することができ、日本の

弁護士の方々と興味深い問題について意見交換する

機会を持てたことを非常に嬉しく思います。今後も

意見交換を続けていくことを希望しています。

（訳 前国際室嘱託 宮崎 裕子）

国際室嘱託新任のご挨拶
弁護士 外山 太士（東京）

この１０月より国際室嘱託となりました。国際室創

設時からの初代嘱託であられた田中みどり弁護士の

後を引き継ぐのは、たいへん荷が重いのですが、ベ

ストを尽くしたいと思いますので今後ともよろしく

お願いいたします。

近年、日弁連の国際的活動はますます盛んになっ

ています。ただ盛んになるだけでなく、質的な意味

で転換期に来ているような気がしています。すなわ

ち、以前はもっぱら海外の先進的な経験、国際的基

準といったものを収集してそれを国内課題の解決に

生かすというスタイルが中心だったと思います。今

後はさらに進んで、日弁連自らが国際的基準の形成

過程に関わったり、諸外国でさえ経験のない分野で

活動することが増えてくると思います。過去の経緯

や日弁連の他の国際活動との関連などを十分考慮し

たうえで、個々の国際活動への対処を決定していた

だくこと（インフォームド・ディシジョンとでもい

いましょうか）がますます必要になってくるでしょ

う。会員の皆様が弁護士会活動をするにあたって、

そんなインフォームド・ディシジョンができるよう

お手伝いしたいと考えています。

まずは、日弁連の海外向けの“顔”である英文ホ

ームページの充実に取り組みたいと思っています。

会員の皆様に情報提供などお願いすることがありま

すが、よろしくご協力のほどお願いいたします。

全国事務局連絡会議で
国際業務研修会を開催
全国事務局連絡会議が９月１４日に開催された。こ

の会議は全国各弁護士会の事務局から数名ずつが参

加し、事務局における各種業務の研修や情報交換が

行われ、毎年開催されている。

この会議に国際室は、希望者を対象に「事務局業

務における英文書」と「国連ホームページでの資料

収集」をテーマとし、上柳敏郎国際室室長を講師と

する研修会の実施を担当した。

当日は約３０名の各弁護士会事務局の皆さんが参加

し、国際室作成のテキストと、映し出される画面に

熱心に注目していただけた。弁護士会事務局の国際

的な業務は今後ますます増加することが予想され

る。国際室から今後も継続して情報を提供・発信し

ていきたい。 （事務局国際課）

「世界弁護士会便覧」の日本語版を日弁連ホー

ムページ上に公開しました。（http : //www.nichi-

benren.or.jp/inter/index.htm）。世界各国の４５の

弁護士会・法曹団体に関する情報を掲載し、各

ページから各団体のホームページへもリンクし

ています。どうぞご活用ください。

２００１年

５月２４日 スロベキア国会議員

６月１１日 エリトリア国家法律家

７月２～５日ドイツ連邦共和国地方裁判所判事

７月１８日 北京市高級人民法院副院長

８月２１日 ＡＬＳＡ（アジア法学生協会）

９月５日 ベトナム法律家協会事務局長

９月１１日 中国司法部代表団

９月１８日 アルゼンチン連邦裁判所判事

１０月２２日 ソウル地方弁護士会役員

１１月１日 大韓民国研修裁判官

国国 際際 室室 日日 誌誌
―表敬訪問・懇談―

世界弁護士会便覧日本語版
日弁連ホームページへ

写真は、右から
北京法学社代表：
Wang Ying
ALSA Korea 代表：
Kwon Hyun-kyung
ALSA Taiwan 代表：
Simom Hsiao
ALSA Japan 代表：
清水 唯史

●２００１年（平成１３年）１２月１日・第３３５号【日弁連新聞】毎月１回１日発行 （昭和４９年７月２３日第三種郵便物認可）８


