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　2011年11月22日弁護士会館17階において、「第3回
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。第2回交流会は、2010年
12月2日に開催され、駐日米国大使、ジョン・ルース氏
には第1回の交流会に続いて出席頂き、また、地方か
らの外国法事務弁護士の参加を得ることが出来て盛
会となりました。本交流会は、それに続く約1年ぶり
の開催となりました。
　交流会は、最初に宇都宮健児会長による開催の挨
拶から始まりました。
　会長から、日弁連主催による外国法事務弁護士を
対象とする第3回交流会を開催すること、日本法の
みならず外国法が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ことから、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、活動等の紹介がありました。
　特別ゲストであるニコラオス・ザイミス駐日欧州
連合代表部通商部長は、EU商業政策部門の英国法
専門弁護士として活躍され、2009年駐日欧州連合
代表部、一等参事官通商部長に就任されました。同
氏から御挨拶及び乾杯の発声をして頂きました。
　次に、外国法事務弁護士を代表して、ジェームス・
ローデン氏から御挨拶を頂きました。同氏は、欧州
ビジネス協会法務サービス委員長を務めておられま
す。
　同氏は、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
されています。その後、暫し、会長、外国法事務弁

護士、弁護士による歓談の時間を過御しました。
　最後に、國谷史朗国際交流委員会委員長の閉会の
挨拶がありました。
　本交流会は、外国法事務弁護士及び弁護士の参加
者を得て、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。さらに、
参加会員同士の交流の機会を確実に提供するものと
なって来ています。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。（国際交流委員会委員　平田　大器）

　2011年12月1日、当連合会において、国際協
力機構 (JICA)との共催で、ベトナム、モンゴル、
カンボジア、ラオス、ネパール、インドネシア、
マレーシア、東ティモール等アジア各国の法曹
関係者総勢約15名を東京に招聘し、大韓民国弁
護士会等の参加も得て、弁護士過疎地その他に
おける法律相談実施等リーガルサービスを中心
テーマとする、アジアにおける司法アクセス問
題に関する国際会議を開催しました。
　この会議は同日単発のものではなく、JICA
との共同実施による3日間に亘るプログラムの
一貫として実施されたものです。前日11月30
日には、各国から招聘された皆様に日本の司法
アクセスの現状・取組を知って頂くべく、東京
パブリック法律事務所による講義や、四ツ谷法
テラスの見学などを実施し、また翌12月2日に

は、JICA国際会議場において、リーガルエン
パワーメントを中心テーマとして議論を行いま
した。
　当連合会は近年、司法アクセスの問題につい
ては、アジア諸国においては弁護士不足、弁護
士過疎等の問題が深刻であり協力・支援の必要
性が高いものとして、2008年にマレーシアで会
議を共催し、2010年にはブリズベンの会議に会
員を派遣する等、国際司法支援活動の中心テー
マの一つに据えて積極的に取り組んで参りまし
た。これらの経験蓄積を踏まえ、今回 JICAとの
共催により、アジアの多くの国から日本に有識
者を一堂に集めての会議が実現したものです。
当連合会とアジア諸国間での意見交換はもとよ
り、アジア諸国間で互いの知見・経験を参考に
する貴重な機会となりました。
　各国招聘者により作成された司法アクセスに
関する最新の国別情報等は、当連合会の英文HP
上に近く掲載いたしますので、是非御覧下さい。
（国際交流委員会幹事　
国際司法支援センター事務局長　鈴木　多恵子）

日本弁護士連合会では、国際交流委員会に「国際司法支援
活動に従事する弁護士のバックアップ事務所登録制度」を
創設いたしました。本登録制度は、海外で国際司法支援
活動に従事するものとして日本弁護士連合会の推薦を受
けた会員が、海外赴任前、海外赴任中及び海外赴任を終
えて帰国後の一定期間所属することができる法律事務所
（弁護士法人の法律事務所を含む。）のリストを設け、会員
の海外赴任の前後を通じての職務設計をバックアップで
きるように便宜をはかることを目指しております。会員
のアジアにおける赴任、活動経験が、登録いただいた「バッ
クアップ事務所」にとっても意義がある場合も少なくあり
ません。つきましては、是非とも御登録・御協力下さい
ますようお願い申し上げます。御登録にあたっては、下
記の会員専用ホームページに掲載の御案内、実施要領を
御確認いただき、申込書に必要事項を御記入の上、日弁
連国際課（電話03-3580-9741、電子メール international@
nichibenren.or.jp）までお送り下さい。
会員専用ホームページ
https://w3.nichibenren.or.jp/member/index.cgi
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◆現地だより（ネパール・ベトナム・モンゴル）

◆発展途上国に対する国際司法支援に参加しませんか !

主な内容

　平成22年7月13日開催の仙台弁護士会常議員会に
おいて、国際交流検討プロジェクトチーム（以下、「当
PT」という。）の設置が承認された。
　これまでの活動状況は、次のとおりである。
1　台湾・桃園律師公会訪問団との懇談会
　平成22年12月、桃園律師公会（台湾・桃園県）の
賴彌鼎理事長を団長とする台湾の弁護士7名からな
る訪問団が当会を訪問し、当会執行部および当PT
が出席して懇談会を開催した。
　今次の桃園律師公会からの訪問は、当会会員の有
志が平成22年3月に桃園を訪問し、同公会理事者を
はじめ会員の方々との知遇を得たことを契機とする
ものであるが、宮城県と桃園県は、人口、自然環境

等の諸条件がよく似ており、相互の関心領域にも共
通するものが窺われたことから、当PTとしては桃
園律師公会との継続的な交流を推進していきたいと
考えている。
2　地元法学部・大学院留学生との懇談、アンケー
トの実施・法廷傍聴の案内
　これまで数回、東北大学大学院法学研究科所属の
留学生を招き、勉学や生活の状況、地元弁護士（会）
との交流に望むことなどについて率直な話を聞いた。
　そこで、さらに法学留学生の意向を知るため、東
北大学の協力を得て法学留学生を対象とするアン
ケートを実施した。
　また、留学生の要望により、法廷傍聴を案内した。

3　震災後の支援
　宮城県国際交流協会の呼びかけに応じ、「東日本
大震災をふりかえる会」を開催し、被災した外国人
相互やこれを支える日本人との交流の場を作った
（写真参照）。　（国際交流委員会委員　藤田　紀子）
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　先日、JICAの電力の専門家の方と話をさせてい
ただいていた時、その方から「トニーハーゲン（スイ
スの地質学者で、1950年ころからヒマラヤの調査
を行ったヒマラヤ研究の第一人者であり、その著書
「ネパール」は名著として知られています。）がネ
パールを訪れた時にネパールを『アジアのスイス』と
表現した。」旨のお話を伺いました。
　ところで、話は変わりますが、ワールドエコノミッ
クフォーラムが発行した「The Global Competitiveness 
Report 2010-2011」において、ネパールの国際競争力
は142カ国中、125位と評価をされました。同レポー
トによりますと、日本は9位、そして、栄えある1位
は…「スイス」です。トニーハーゲンが、初めてヒマ
ラヤの調査を行った1950年代にこのような国際競
争力ランキングがあったかどうかは分かりませんが、
それからはや60年余りが過ぎ、現在「アジアの」とい
う枕詞がつくかつかないかの違いで、恐ろしいこと

に、国の競争力は124番も違うことになります。
　しかし、ネパールにもヒマラヤだけでなく世界に
誇る資源があります。それは、水資源です。ネパー
ルは世界有数の水資源を有しており、それを利用し
た水力発電のポテンシャルには大変なものがありま
す（これは前記「ネパール」でトニーハーゲンも述べて
いましたし、国際協力のためにこの国に
いる人々には結構有名な話です。）。
　そこで、電力の視点から、先ほどのレ
ポート（特に電力分野）を再び確認したと
ころ、有りました、「電力供給」の項目、
そしてネパールは142カ国中…142位 !な
んと、ネパールは世界有数の水力発電の
ポテンシャルを有していながら、世界一
電気のない国なのです。私には、この事
がネパールの現状を端的に表しているよ
うに思えてなりません。
　私は、法整備支援のためにネパールに
赴任していますが、法整備支援も国際協
力の一環として行われている以上、それ
は究極的にはその国の発展に寄与するこ
とを目的としています。私の任期中にネ

パールの国際競争力の順位が劇的に上がることはな
いと思いますが、法整備支援を通じて、5年後、10
年後、この国の国際競争力ランキングが少しでも上
がるための種をまくことができないか日々考えなが
ら活動をしています。

ベトナムにおける法整備支援について
　今年の3月末から、私は、ベトナムにおける法・司
法制度改革支援プロジェクト　フェーズ2の長期専門
家として、首都のハノイに赴任しております。プロ
ジェクトの相手先機関は、司法省（MOJ）、最高人民
裁判所（SPC）、最高人民検察院（SPP）、ベトナム弁
護士連合会（VBF）であり、プロジェクトでは、法律
の制定、改正の起草支援、法律の運用・裁判・執行
実務の改善、人材育成支援、VBFの能力強化支援な
どに取り組んでおります。日本から派遣されて現地
に赴任しているのは、現在、裁判官、検察官、弁護
士、業務調整の専門家の4名です。

ベトナム弁護士連合会（VBF）との活動
　ベトナムでは、弁護士がハノイなどの大都市に集
中し、地方での弁護士過疎が問題となっております。
VBFは、2009年5月の設立からまだ2年半程度です。
そこで、今後の地方弁護士会支援のため、まずは、
弁護士過疎地である、ベトナム北部4省（ソンラ、ディ

エンビエン、ライチャウ、ラオカイ。ただし、調査
の実施されたライチャウでは弁護士会未設立）、中部
4省（ダクノン、ダクラック、ザーライ、コントゥム）
の弁護士会、弁護士の実情調査を行うことになり、
JICAは、実情調査の実施に協力することになりまし
た。私も、調査に同行いたしました。今回調査の実
施された省のうち、北部の省では登録弁護士数が十
名にみたない状況であり、最も登録弁護士数の多い
中部の省でも二十数名という状況です。弁護士数は
多くはないですが、調査でお会いした弁護士
の方たちは、生き生きと、権利擁護に対する
高い使命感を持ちながら、仕事をされている
と感じました。
　私は日本では、岡山の都市型公設事務所に
所属しており、事務所出身の弁護士が弁護士
過疎、偏在地域に派遣されていっておりまし
た。そういった背景がありますので、ベトナ
ムでも、弁護士過疎の問題に関わることがで
き、大変感謝しております。

各支援機関との連携
　現地では、相手先機関との活動のほかに、
ベトナムの各相手先機関を支援している、
様々な機関（ドナー）との情報交流を行ってお

ります。定期的にドナー間での意見交換会を行って
おります。その交換会で9月には、JICAのプロジェ
クトについて現地専門家で発表を行いました。ド
ナーの方たちのなかには、司法アクセスの改善に関
わっている方もおり、前述の調査に関心を持ってい
ただけました。
　現地では様々なことに遭遇いたしますが、これか
らも、相手先機関に役立てるように微力ながら、努
めていきたいと思っております。

　モンゴルでは、2011年5月から、首都ウランバー
トルにある裁判所と第2の都市ダルハンの裁判所の
合計2つの裁判所で、実験的に調停がはじまってい
ます。事件記録を読んでいるのですが、モンゴルら
しさが表れており、興味深いです。
　たとえば、ダルハンの裁判所に申し立てられた調
停事件から。
　（手書きの申立書）「私は、2010年9月から10月にか
けて秋草を取る仕事に、相手方が1日10,000トグルグ
（約650円）の賃金を支払ってくれるということだった
ので、1か月一緒に働いてあげました。しかしいまだ
に賃金をもらっていないのでここに来ました。2～3
か月待ったし、毎回25,000 ～ 30,000トグルグ（約
1,600円～2,000円）を使って何度か自分の実兄と一緒
に彼のところに行ったのですが、喧嘩になり、最終
的には、『今、私はあなたたちにあげるものはなにも
ない。頭も痛いし体も痛い。脳出血になって食べも
のや薬などをやっと買えているのだ。』ということで
した。正式な契約書もあります。1か月前に相手方
に会ったところ、その兄がいました。『裁判所に行け
るものなら行きなさい。私はマンションも車もある
し知り合いが多いよ。』と暴言をはきました。警察に

行くと『調停部に行きなさい。』と言われました。こ
の紛争を正式に法律に基づいて解決してください。
サイン」
　（添付されている手書きの雇用契約書）「セレンゲ県
ホシャトの住民（相手方）は（申立人）に対し、非金銭
的方法でお正月の3日に草の塊を80個、金銭的方法と
して3月10日に30万トグルグを差し上げることを約束
します。この期間を過ぎたら障害者保健の保険証を
交付されて10月に56万トグルグをもらうのでそれで
支払います。サイン」
　抽象的に紛争の種類で区分すると、この事例は「未
払賃金の請求」という日本でもありふれた調停事件
なのですが、具体的な内容は、ご覧のとおり日本と
は大分違っています。　

ネ パ ー ル現地だより
平井　克宗幹事

ベ ト ナ ム現地だより
水内　麻起子幹事

モ ン ゴ ル現地だより
岡　英男幹事

トレッキングでの写真、奥の左の山がエベレスト

ベトナム山間部の風景

　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。
　当連合会では、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等で行っています。御
登録にあたっては、下記の会員専用ホーム
ページに掲載の御案内、国際司法支援活動弁
護士登録制度規則を御確認いただき、申込書
に必要事項を御記入の上、
日弁連国際課（電話03-3580-9741、電子メール
international@nichibenren.or.jp）までお送り
下さい。
会員専用ホームページ
https://w3.nichibenren.or.jp/member/index.cgi

ダルハンの調停室で議論する調停人の様子
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