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　2010年2月9日弁護士会館クレオにおいて、「Cross-
Border Legal Practiceを語る夕べ―外国法事務弁護
士との交流会」と題した、立食パーティー形式の交
流会が開催されました。外国法事務弁護士の日弁連
活動に対する理解を深め、委員会等へのさらなる参
加を促すことが目的です。今まで、日弁連主催によ
る外国法事務弁護士を直接対象とした交流会が開催
されたことがないところ、より多くの外国法事務弁
護士に参加して頂くために、立食形式の交流会を企
画したものです。東京を中心に全国から広く外国法
事務弁護士及び弁護士併せて、約100名近くの参加
を得ることができました。

交流会の進行状況

　交流会は、最初に宮崎誠会長（当時）による開催の
挨拶から始まりました。
　会長（当時）から、日弁連主催による外国法事務弁

　昨年12月3日、第3回国際司法支援セミナーが「ア
ジアの和解調停支援」をテーマとして開催された。
　和解調停は、民事紛争解決手段の一つとして、裁
判に比べ費用の節約や時間の短縮等のメリットを有
しており、日本においては、民事紛争解決方法とし
て、大きな役割を果たしている。アジアの支援対象
国では、民事訴訟における法の適用、裁判及びその
執行が十分に機能しておらず、裁判による民事紛争
解決と並び、またはこれに代わるべきものとして、
和解調停の活用が期待されている。そこで、当連合
会が10年以上にわたり実施してきた国際司法支援
活動のうち、アジアに対する和解調停支援活動に焦
点をあてたセミナーを開催することとしたものであ
る。
　セミナーでは、日本の和解調停制度とアジアへの
推進について、稲葉一人中京大学法科大学院教授か
ら基調講演があり、さらに元 JICA長期専門家（モ
ンゴル）であった磯井美葉会員（現 JICA国際協力

客員専門員）および元 JICA長期専門家（インドネ
シア）であった角田多真紀会員の活動報告があり、
その後討議がなされた。磯井氏からは、モンゴル弁
護士会による民の和解調停を支援し弁護士会の調停
センターの設立・運営について報告された。角田氏
からは、インドネシア最高裁判所からの要請で裁判
所（官）による和解調停を支援した経験から、和解調
停に関する最高裁判所規則の改正作業及び調停人の
育成プロジェクトについて報告があった。稲葉氏は、
いずれのプロジェクトにも参加され、インドネシア
のプロジェクトでは調停技法を伝える現地語による
ビデオ教材を作成する等現場での経験も豊富で、
様々な経験談が語られた。討議では、和解調停を対
象国で採用することの意義、和解調停の現地での採
用状況、採用した場合の問題点および今後の課題等
について、様々な意見が出され、会場からの質問も
活発であった。
　本セミナーを、当連合会の国際司法活動を会員及

び世間一般に広報する機会にするとともに、（特に
若手会員に対して）国際司法支援経験者の経験談等
を聞く機会を提供することにより、当連合会の国際
支援活動の人的リソースを拡充する契機としたいと
考えている。

として参加頂いたこと、日本の経済社
会におけるグローバル化の波を受け、
法の世界においても、日本法だけでな
く、外国法も関与する総合的な法律
サービスに対するニーズが増えている
今、外国法事務弁護士の方々の協力を
得て、日弁連の会務を進めていきたい
との考えであること等の話がありまし
た。
　次に、國谷史朗国際交流委員会委員
長より、国際交流委員会の歴史、活動、
特に海外法曹との国際交流セミナーの
開催等の紹介がありました。
　特別ゲストである駐日米国大使ジョ
ン・ルース氏は、駐日大使に任命され
る前に、米国カリフォルニア州シリコ

Cross-Border Legal Practiceを語る夕べ

国際的な仕事を進める上で、今後ますます日本にお
ける外国法事務弁護士の果たす役割の重要性が認識
されていること等のお話がありました。
　最後に、川崎達也副会長（当時）の閉会の挨拶があ
りました。

おわりに

　本交流会は、日弁連としては、初めて外国法事務
弁護士を対象として企画したものですが、多くの外
国法事務弁護士及び弁護士の参加者を得て、お互い
に交流を深めることができ、当初の目的通り、外国
法事務弁護士の日弁連に対する理解を深めることに
役に立てたものと思います。今後も、年に1回程度、
このような外国法事務弁護士との交流会を開催する
ことを考えています。また、できれば、特別ゲスト
として東京在住の法曹資格のある駐日大使を招待す
ることも検討しています。

第3回国際司法支援セミナー

アジアの和解調停支援の開催について

護士を対象とする
交流会を開催する
のは初めてである
こ と、 現 在333名
の外国法事務弁護
士が登録されてい
るなか、本交流会
に32名（終了まで
には50名参加）の
外国法事務弁護士
が参加して頂いた
こと、また、カリ
フォルニア州弁護
士である駐日米国
大使、ジョン・ルー
ス氏が特別ゲストルース駐日米国大使

会場の様子

セミナー風景

～外国法事務弁護士との交流会～ 委員　平田　大器

副委員長（国際司法支援センター長）
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主な内容

ンバレーに本社のあるウィルソン・ソンシニ・グッ
ドリッチ・ソサティ法律事務所のチーフ・エグゼク
ティブ・オフィサーとして弁護士活動をされていま
した。同氏からは、弁護士時代の興味深いお話をお
聞きし、同氏に、その後乾杯の発声をして頂きまし
た。
　ジェームス・ローデン氏からも外国法事務弁護士
を代表してご挨拶を頂きました。同氏は、欧州ビジ
ネス協会法務サービス委員長を務め、日本に通算9
年以上滞在されています。同氏は、1985年日本の
法律事務所の研修生として初めて来日し、1992年
から1995年まで外国法事務弁護士として、東京の
事務所に勤め、その後、バンコック事務所を経て、
2001年から、再度東京事務所に勤務し、国際取引
に関する業務を行っています。同氏からは、1985
年当時は、まだ外国法事務弁護士の制度がない時代
であったこと、その後、外国法事務弁護士制度が創
設されたこと、そのことによる業務の変化、さらに
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　カンボジアは日本のように衛生状態がよくない上
に、人々の衛生に対する意識もそれほど高くないの
で、買い食いには多少の勇気が必要です。そうとは
いっても、私は好奇心の赴くまま、これまでカンボ
ジアの珍しい食べ物はいろいろ試し、ポンティア
コーン（孵化する前のアヒルのたまご）やクモやコ
オロギの唐揚げも平気で買い食いするようになって
はいるのですが、このような私でもこれまでつい最
近まで一切試そうとしてこなかった飲み物がありま
した。それはサトウキビジュースです。というのは、
サトウキビのジューススタンドに山積されているサ
トウキビの絞りかすにはいつもたくさんのハエやら
蜂やらがたかっていて衛生的とは思えませんし、な
によりも、いつ絞ったのかわからない洗面器の中に
たまったうす緑色の濁った液体は飲み物とはとうて
い思えなかったのです。
　一ヶ月前くらいです。たまたまサトウキビジュー
ス売店の前を通ったとき、カンボジアの離任も近く
なったので、カンボジアの思い出にとサトウキビ
ジュースを買う気になりました。値段は1000リエル、
20円ほどです。ところが濁った緑色のサトウキビ
ジュースをおそるおそる飲んでみてびっくりです。
黒糖の糖蜜のような濃厚な味を想像していたのです
が、コップ一杯の氷の中に注ぐとちょうどよく薄ま
り、とてもさわやかな甘みのある立派なジュースで
す。また、さわやかな香りを付け風味をよくするた
めに、サトウキビとオレンジも搾っていましたので
後味もすっきりです。それ以来、これまでの飲まず
嫌いを後悔しつつ、毎日毎日サトウキビジュースを
買うようになりました。サトウキビジュースが意外
においしかったので、調子に乗って、また別の買い
食いに挑戦する勇気も湧いてきました。それは、町
中でうっている手作りのアイスキャンディーらしき
ものです。カ
ンボジア人の
友人からは、
今度こそ絶対
おなかをこわ
すといわれて
いるのですが、
果たしてどう
なるでしょう
か。

　去年の5月、2006年弁護士法に基づきベトナム弁
護士連合会（VBF）が設立されました。ベトナムには
それまで弁護士の全国組織がなく、公務員や研究者
も所属するベトナム法律家協会（VLA）が一部の役
割を代替していました。私にとっては、JICA長期
専門家としてハノイに着任して最初の仕事が VBF
設立総会出席で、幸先よいスタートとなりました。
　ベトナム弁護士法は、日本と同様、単位会・連合

　 私 がJICAの 長 期 専
門家として担当してい
る「中国民事訴訟法、
仲裁法改善プロジェク
ト」（以下「本プロジェ
クト」という。）で立法
協力をしていた中国の
不 法 行 為 法 に あ た る
「権利侵害責任法」（以
下「 本 法 」 と い う。）
が 昨 年12月26日 に 第
11期 全 国 人 民 代 表 大

　本年3月25日、弁護士会館クレオにおいて、「世
界銀行における国際司法支援とこれからの国際司法
支援のあり方」をテーマとして、第4回国際司法支
援セミナーが開催された。
　セミナーでは、元世界銀行副総裁及び法律顧問で
あったコー・ヤン・タン氏（Ko-Yung Tung）が基
調講演をした後、松尾弘慶應義塾大学教授がコメン
テータとして意見を述べ、さらに会場からの質問を
中 心 に 討 議 が 行 わ れ た。 タ ン 氏 は、1999年 か ら
2003年までの間、同銀行の副総裁兼最高法律顧問
として、世銀加盟国におけるグッド・ガバナンスの
推進および汚職撲滅等、世銀による法の支配の推進
において中心的役割を果たした方である。タン氏が
関わった主な活動としては、1,400億ドルという史
上最大規模の国家債務不履行に陥ったアルゼンチン
の歴史的な財政再建計画、HIV・エイズ、マラリア、
結核に対するグローバル・トラスト・ファンドの設
立、アフガニスタン復興トラスト・ファンドの設立、
世界銀行の汚職撲滅プログラムの改革が挙げられる。

第4回国際司法支援セミナー

世界銀行における国際司法支援とこれからの国際司法支援のあり方
　世界銀行は184カ国が加盟する多国間組織で、95
を超える開発途上国に対し年間約200億ドルの融資
を行う国際開発金融組織であり、世銀加盟国におけ
るグッド・ガバナンスの推進および汚職撲滅等、世
銀による法の支配の推進において中心的役割を果た
している。
　セミナーでは、タン氏から世界銀行の組織、目的、
活動、IMF等の機関との関係、世界銀行が実施する
法の支配の推進（ルールオブロー・プロジェクト）
や1999年の包括的開発枠組（CDF）による貧困削
減戦略等が紹介された。HIVエイズが世界の死亡原
因の第4位で年間4000万人が亡くなっていること、
司法の汚職が汚職問題の中で最も正すべきであるこ
と等の報告があった。松尾教授からは、世界銀行の
「良い統治」アプローチと「法の支配プロジェクト」
「法及び司法制度改革」の関係、後者2者について
の評価等についてコメントがあった。その後の討議
では、タン氏から、世界銀行で司法関係の支援に対
する予算が削減されていることや我が国の発言力に
ついて内部にいた方ならではのお話もあり、大いに
盛り上がり、これまで馴染みにくかった世界銀行が
身近に感じられる一時であった。
　セミナーの参加者は、約60名であったが、会員だ
けではなく、大学、政府、NGO等の関係者、修習生、
学生等多彩な参加者があり、参加者アンケートでは、
大変面白かったという評価が大半であった。
　これで2009年度の国際司法支援セミナーは最後
であったが、当委員会としては、今後とも国際司法
支援の啓発のために、このようなセミナーを開催し
ていく予定である。

副委員長（国際司法支援センター長）　矢吹　公敏

スピーカー /パネリストと参加者

サトウキビジュース売店

本邦研修の様子

権利侵害責任法

ニャチャンセミナーの様子

委員　内田　晴康

　日弁連は ABA（米国法曹協会）と友好協定を締
結しています。交流の一環として、会長が他の海
外団体の長とともに ABAの年次大会（8月）におい
て「進化する世界で弁護士は絶滅種となるか？」
と題する基調講演に参加予定です。国際交流委員
会は、会長をサポートして交流の実を挙げるよう
に協力し、かつこの機会に ABAのカウンターパー
トである国際法委員会（SIL）と委員会単位での交
流の具体策についての意見交換を予定しています。

ABA2010年次大会時にABAとの
共同プログラムを開催します！

　日本の弁護士による発展途上国支援が注目され
ています。
　日本弁護士連合会では、国際交流委員会に「国
際司法支援活動弁護士登録制度」を設けて、登録
している会員の方に、JICAの長期専門家の募集、
国連開発計画（UNDP）の専門家募集、国際司法支
援に関する研修会・研究会のお知らせなどを電子
メールなどで行っています。登録については、日
弁連国際課（電話03-3580-9741、電子メール inter
national@nichibenren.or.jp）までご連絡下さい。

発展途上国に対する国際司法支援に
参加しませんか！

カンボジア現地だより
神木　　篤幹事

ベ ト ナ ム現地だより
小幡　葉子幹事

中　　　国現地だより
住田　尚之幹事

会とも強制加入として
います。そのため、設
立間もないVBFは、先
行モデルとしての日弁
連・単位会に大きな関
心を寄せています。昨
年秋、レ・トゥック・
ア イ ン 会 長 以 下17名

が10日間にわたりJICA研修員として日弁連と大阪
弁護士会を訪れました。アイン会長は、VBF会長と
しての最初の海外訪問先として日本を選択したとの
ことです。また、今年1月、南部のニャチャンで、
日弁連会員2名をJICA短期専門家として招き、日本
とベトナムの連合会活動、特に弁護士倫理と研修に
ついて比較研究するセミナーを開催しました。
　ベトナムには現在約5000人が弁護士として登録
されています。市場経済化の進展と国家の方針によ
り、1987年弁護士令（弁護士についての最初の本
格的法令）制定当時の186人からここまで増加し、
現在も増え続けています。他方、弁護士・弁護士会
は司法省の監督下にあり、訴訟手続は職権主義的、
刑事弁護人の地位が尊重されず、最高裁判決は一部
しか公開されず判例制度がない、など弁護士にとっ
て依然として厳しい状況が続いています。
　新生VBFにも、収入源を確保し、南北に長い国土
から人を集め、と課題が山積しています。ある幹部
は「弁護士一人一人が弁護士会からメリットを受け
ていると実感できるよ
うにしたい。現状では
単 な る 登 録 機 関 だ。」
と話していました。日
本の弁護士の経験が、
成功・失敗ともに、ベ
トナムで生かされるよ
う願っています。

会常務委員会第12次会議を通過し成立しました。本
法は、今年の7月1日から施行されます。
　本プロジェクトでは、名称のとおり、民事訴訟法
と仲裁法の改正に関する協力を中心に行ってきまし
たが、カウンターパートである全人代常務委員会法
制工作委員会民法室（以下「民法室」という。）か
ら強い要請があり、昨年の夏以降、本法に関しても
協力することになったものです。
　中国における不法行為法は、本法ができるまでは
「民法通則」（1987年1月1日施行）やその他の特別法
に規定が置かれておりましたが、本法により一つの
単行法として纏められました（ただし従来からの特
別法も基本的にはなお有効です。）。
　本法の制定は、2007年に制定された物権法に続
くものであり、中国ではいずれこれらの単行法を纏
めて民法典を制定することを予定していると言われ
ています。
　本法に関し、本プロジェクトでは、民法室幹部や
最高人民法院の裁判官を対象に北京でのセミナーと
日本での研修をそれぞれ1回ずつ行ったほか、草案
に対する意見を提出するなどの活動を行いました。
　なお、本法については、NBL4月1日号に紹介記
事を書かせていただきましたので、興味のある方は
ご参照いただければ幸いです。
　本法の次はいよいよ民事訴訟法の改正作業が本格
化するものと見られますが、民法室ではこれと平行
して国際私法（中国名「渉外民事関係法律適用法」）
の立法作業も開始しています。国際私法についても
JICAでは既に協力を開始しており、3月には北京で
セミナーが開催されました。


