
　2013年4月15日、弁護士会講堂「クレオ」において、
AIJA（International Association of Young Lawyers:
若手法曹国際協会）と共催で、若手弁護士のキャリ
ア形成及び業務拡大の展望等をテーマとした国際セ
ミナー「世界に広がる若手弁護士の活躍の場〜業務
拡大のチャンスとヒント〜」を開催しました。同セ
ミナーには、 スピーカー兼パネリストとして、
AIJAから、インド弁護士の Ramesh Vaidyanathan氏、
ブラジル弁護士の Leopoldo Pagotto氏、ドイツ弁護
士の Justus Junsen氏並びに日本の弁護士として廣
岡健司氏及び多田光毅氏にご参加いただきました。
司会兼モデレーターは、当委員会の樋口一磨幹事が
務めました。また、セミナー後には、カクテルパー
ティーを実施しました。
　本セミナーを開催するきっかけは、2013年1月に、
ヤングロイヤーズグループが当連合会国際交流委員
会内に立ち上げられたことでした。同グループは、
弁護士経験が15年目までの若手弁護士によって構
成され、世界の若手弁護士との交流、イベント、司
法支援協力等、国際的な交流を活発化することを目
指しております。そして、同グループの最初の企画
であったのが、世界中の45歳未満の弁護士によって
構成され、幅広いネットワークを持つ AIJAとの共
催の本セミナーでした。
　本セミナーは、各国の弁護士のキャリア形成を
テーマにした質問形式のスピーチと、アジア、ヨー
ロッパ、ラテンアメリカにおける国際交渉について

の比較検討をテーマとしたパネルディスカッション
の二部構成で行いました。第一部においては、各ス
ピーカー自身のキャリア形成における経験から、
キャリア開拓のヒントを得ることができ、第二部の
ディスカッションにおいては、交渉に対するアプ
ローチ方法が、時には正反対になるほど異なること
もあり、文化の違いがビジネス面でも如実に現れる
ことを感じました。
　いずれの部においても、各スピーカーによって活
発な議論が交わされるだけではなく、一般参加者か
らも積極的に質問が上がり、スピーカーと一般参加
者が一体となったセミナーになりました。また、セ
ミ ナ ー 後 の カ ク テ ル
パーティーにおいても、
若手弁護士を中心とし
た参加者とスピーカー
の間で親睦が深められ
ました。
　本セミナーは、月曜
日という週明け最初の
平日にもかかわらず、
総 勢109名 も の 方 に ご
参加いただきました。
また、福岡県弁護士会
においても本セミナー
の様子が中継されまし
た（英語のみ）。 この

ように本セミナーを盛況のうちに終えることができ
たことは、日本語と英語の同時通訳が行われたこと
によって、気軽な参加を促せたことによるところが
あることはさることながら、日本法を取扱う弁護士
業においても、国際的な舞台での活躍というテーマ
が非常に注目されていることを物語るものだと思い
ます。
　今後も、このようなセミナーを始め、ヤングロイ
ヤーズグループとして様々な国際交流活動を行い、
当連合会全体の国際活動の更なる活性化を図ってま
いりたいと考えております。

（幹事・春日　舞）

AIJA（若手法曹国際協会）との
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　9　●2013年（平成25年）6 月 1 日発行 � 国際交流委員会ニュース（お問い合わせは各委員会へお願いいたします）　

No.25
❖AIJA（若手法曹国際協会）との共同セミナーを開催
❖米国法曹協会（ABA）国際法セレクション（SIL）
　の若手弁護士支援のセッションに参加して
❖移動法律相談会をラオス弁護士会と共催
❖長期専門家現地だより（カンボジア・中国）
❖発展途上国に対する国際司法支援に参加しませんか！
❖「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」に御登録下さい

主な内容

パネルディスカッションの様子

　去る4月23日から米国ワシントン DCで開催さ
れた米国法曹協会（ABA）国際法セクションの
春季大会に参加した。今回は、日弁連と同セクショ
ンが「弁護士の将来：世界における若手弁護士支
援」と題するセッションを共催し、私はそのスピー
カーを務めた。
　米国法曹協会は、弁護士約40万人が加入してい
る弁護士の任意団体であり、世界の主要な弁護士
会の一つである。国際法セクションは、ABAの
中で、国際法律実務の研修、法の支配の推進を目
的としたセクションで、約90カ国、23000人ほど
の会員がいる。春季大会は、同セクションの年次
大会で、約1500人の登録があり、熱気に溢れる
討議が行われていた。
　私が参加したセッションでは、米国（SIL担当

者）、英国（ローソサエティ会長）、フランス（AIJA
会長）、ブラジル（IABA前会長）が参加し、各国
の若手の現状と弁護士会による支援について討論
した。印象に残ったのは、各国とも弁護士の数が
増加し、若手を中心に仕事が十分にない弁護士も
多いという共通点があったこと、司法試験がない
国を含めて OJTによる義務研修が弁護士となる
資格要件となっている国が多いこと、研修をする
法律事務所が足りておらず、その結果弁護士とな
ることに限界が生じていることであった。市民の
権利義務を扱う弁護士にとって、座学の勉学を経
た後の充実した実務研修が必須であるという共通
認識があった。弁護士会が組織的に取り組む課題
だと感じた。
　SILは、法の支配、国際司法支援関係の活動が

活発であり、また国際仲裁や国際取引等の研修も
実施しており、また若手弁護士の参加も多いこと
から、当委員会のカウンターパートとして今後も
継続して交流を続けていきたいと考えている。特
に、SIL春季大会を本年から当委員会に組織した
ヤングローイヤーズグループの交流の場とするこ
とを検討したい。

米国法曹協会（ABA）国際法セクション（SIL）
の若手弁護士支援のセッションに参加して

国際交流委員会　委員長　矢吹　公敏

一番左　セッションで発表をする矢吹委員長



　当連合会は、ラオス弁護士会（LBA）と共同で、4
月28日、ラオスの首都ビエンチャン市郊外にあるビ
エンサワン村において、移動法律相談会を開催しま
した。
　ラオスは、弁護士の数が150名強と少なく、また法
的紛争も司法機関外で解決されることが多く、法の
支配確立のためにも、人々の弁護士へのアクセスを
向上することが求められています。
　当初開催が予定されていた4月26日の夜は、突然
のスコールで参加者が現れず、やむを得ず翌々日に
延期するというハプニングもありましたが、4月28
日午前中は晴れ渡り、150名以上の村人が集まり、会
場となった村役場の集会場の外に人があふれるほど
でした。
　相談会は、冒頭、LBAのウンフアン会長から、「法
律を知り、法律に基づいて紛争を解決することが重
要である。」との挨拶がありました。その後、ラオス弁
護士会の弁護士から、弁護士法と弁護士の役割、最近
の法改正について、ラオス弁護士会による法律扶助
についてなどの説明が行われました。参加者は、メモ

を取りながら、皆、熱心に説明に耳を傾けていました。
　その後、参加者との質疑応答が行われました。参加
者からは、国際結婚と子どもの国籍、法律扶助制度、
ラオス弁護士会の独立性、相続と土地登記、時間外労
働、工場排水の汚染被害、事実婚の法的位置づけなど、
活発な質問がなされました。これらの多様な問題に、
LBAの弁護士は、時にユーモアを交え、時に条文を
紹介しながら、一つひとつ丁寧に回答していました。
　相談会の終了後には、私たちは、参加者に対し、司
法アクセスに関する個別インタビューも行いました。
この中では、法的な側面を有している紛争
でも、弁護士など法曹関係者ではなく地元
の行政機関との協議によって処理されて
しまっており、人々が弁護士にアクセスす
るための方法を十分に持たないラオスの
司法アクセスの現状が浮かび上がってき
ました。法的助言を得るための手段につい
て、情報を十分に持たない国民が多いラオ
スの現状において、実際に村に赴き、弁護
士が法律問題を解説し、弁護士への連絡方

法を普及することによって、弁護士をより身近なも
のとする移動法律相談会の意義は、とても高いもの
であることを確認することができました。
　なお、この事業は、東芝国際交流財団の支援を受け
て実現したものです。今後も、より弁護士へのアクセ
スに乏しい過疎地域において移動法律相談会を行う
など、ラオスにおける司法アクセス向上のためのプ
ロジェクトを、LBAと共同で継続的に行っていく予
定です。

（委員・福田　健治、幹事・新井　理栄）

移動法律相談会をラオス弁護士会と共催
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　 中 国 で は 経
済・社会の急激
な発展に伴う事
件の増加、特に
新類型事件も増
えており、訴訟
法が一定分野で
は 人 民 の 司 法

ニーズを満たすことも困難となり、これまで刑事、
民事、行政の三大訴訟法改正が進められている。
これに対応し2007年「中国民事訴訟法・仲裁法
改善プロジェクト」及び2010年国別研修「民事
訴訟法及び民事関連法」が、また昨年4月から国
別研修「行政訴訟法及び行政関連法」が開始され、
当職は現在この2つに関与している。
　前者については、これまでの支援が昨年8月遂
に改正民訴法として結実した（改正は計60項目、
旧条文の修正追加は80カ所以上に上る。論究ジュ
リスト2013年春号「中国への法整備支援事業の
現状と課題―民事訴訟法の全面改正」ご参照）。
また2012年7月に訪日研修を実施した行訴法は、
本年夏以降第1回改正審議が行われる見込みであ
る。
　中国の経済・社会の急激な発展に伴う新類型事
件の典型が、環境汚染と消費者被害である。年初
から PM2.5等の深刻な被害が中国全土において
注目され、直近の全人民代表大会でも基本法たる
環境保護法だけでなく、大気、水、土壌、生態系
保護に関わる個別規制強化が建議され、食品・薬
品の安全性やインターネット取引トラブル等の消
費者権益保護も喫緊の課題とされている。これら
に対応すべく改正民訴法は公益訴訟制度を新設し、
その具体化を環境保護法（89年）、消費者権益保
護法（93年）改正に委ねている。現在これら二法
の手続（公益訴訟特則）・実体規定のリニューア
ルを目指した日本法の知見・経験の提供に重点を
置 き、 本 年1月・
5月（ 消 費 者 法 ）、
4月（環境法）に
訪 日 研 修 を 実 施
し た と こ ろ で あ
る。

　2011年3月より2013年3月まで、JICAの長期
専門家としてカンボジアに赴任した田宮彩子
（54期、第一東京弁護士会所属）と申します。
　2年間の赴任期間のうち、プロジェクトに絡
む最大のニュースは、日本が起草支援した新民
法が2011年12月21日に適用されたことです。
当職は1年目は、普及セミナー等で講師となる
ことが予定されている司法省職員に対し、新民
法の講義を中心に行いました。2年目は、裁判官、
弁護士、大学教授、司法省職員といった多方面
の法律関係者に対し、共に日本が起草支援した
民法、民事訴訟法の普及を目指す新プロジェク
トがスタートし、当職は弁護士会と司法省の
ワーキンググループ（WG、各20名のメンバー）
を担当しました。弁護士会では、WGで得た知
識を会員に広めようと、メンバーが講師となっ
たセミナーが2013年1月（抵当権）と3月（法
定相続）に開催され、それぞれ約130名の弁護
士が参加しました。1970年代後半、極端な共
産主義社会を目指したポルポト政権により大量
の文献が破棄され、日本のような豊富な入門書、
文献が存在しないカンボジアでは、WGやセミ
ナーは実務家が正しい法律知識、解釈を学ぶ貴
重な機会であり、彼らの熱意、積極性にはこち
らもやりがいと責任の重さを感じました。また、
彼らが新しい上記2法を自分たちの法律として
少しずつ受け入れ、カンボジアの実務、文化に
合ったカンボジアならではの解釈を模索する姿
は嬉しくも頼もしくもありました。
　弁護士の能力向上はその国の司法制度の発展
に不可欠であり、我が身を振り返りつつ、今後
も彼らが牽引役となって新しい法律を適切に運
用していってくれることを願っております。

　日本弁護士連合会では、「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。本制度は、海外で国際司法支援活
動に従事するものとして当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。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

「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」に御登録下さい！

WGメンバーによる第2回弁護士会セミナー

　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、当連合会国際課
（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

発展途上国に対する
国際司法支援に
参加しませんか !

発展途上国に対する
国際司法支援に
参加しませんか !

カンボジア長期専門家
現地だより 田宮　彩子幹事

中　国
白出　博之中国長期派遣専門家

あおぞら財団を研修団が視察

大阪弁護士会公害環境委員会の
先生方からのご講義

ラオス弁護士会からの説明に耳を傾ける村人達

長期専門家
現地だより


