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IBAウィーン年次大会

に、ひたすら圧倒され続けた6日間であった。
まず初日に行われたオープニング・セレモ

IBA（International Bar Association）は、約

ニーでは、第11代欧州委員会委員長であるジ

3万人の世界各国の法曹、195以上の法曹団体

ョゼ・マヌエル・バローゾ氏が基調講演を行

が加盟する世界最大の法律家の団体である。

った。中東から欧州に殺到する難民への対応

その活動・発言は国際社会に大きな影響力を

が課題となっていた最中、バローゾ氏は、難

持っており、当会も2011年に加盟した。

民の人権保護のため、また欧州の成長のため

今年度のIBA年次大会は、10月4日〜 9日に
オーストリアウィーンで開催された。
本大会に参加した当会会員の参加報告と、
本大会期間中に当会とパリ弁護士会の間で開
催したバイラテラル会合について紹介する。

にも難民を積極的に受け入れるべき、と強調
していた（皮肉にも、その後発生したパリで
のテロ事件が難民受け入れに水を差す形とな
り非常に残念である）。
本大会のハイライトの1つとなったのが、元
国連事務総長コフィ・アナン氏をスピーカー

赤羽根 大輝（61期）

●Daiki Akahane

に迎えた2日目の国連「ビジネスと人権に関
する指導原則」に関するセッションであろう。

当会会員

私のIBA年次大会への参加は、昨年の東京

「ビジネスと人権に関する指導原則」は、ビジ

大会に引き続き2回目であるが、今回はIBAの

ネス活動が人権に対し与えうる弊害を防止す

本場・欧州での開催とあって、東京大会以上

るための国際基準であるが、セッションでは、

に充実したセッションや社交イベントの数々

国連事務総長在任中に同原則の制定に尽力し
たアナン氏と、同原則の原案を作成したハー
バード大学教授ジョン・マギー氏が、人権に
配慮したビジネス行動、またそれを促すため
の法律家の役割について、各々の識見を披露
した。同原則の制定過程での裏話も含め興味
深い内容が満載であったが、企業法務を手掛
ける一弁護士としては、法的拘束力を持たな
いソフト・ローである同原則に対する企業の
協力を確保する上で、顧客企業に助言を行う
ビジネス・ロイヤーの役割は非常に重要であ

「ビジネスと人権に関する指導原則」
セッション
(右端：David Rivkin IBA会長、左端：Koﬁ Annan氏）

るというアナン氏のメッセージが強く印象に
残った。
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これまで、日本からは日弁連および日本法
律家協会が団体会員として加盟しており、今
年の年次大会までは当会の鈴木五十三会員が
会長を務めていた。
今年度の年次大会は11月6日〜 9日までシド
ニーで開催された。
年次大会前に開催されたCouncil Meetingに
おいて、当会の団体加盟が正式に承認された。
ここでは、当会団体加盟を承認したCouncil
Meetingの模様、本大会に参加した当会会員の
パリ弁護士会Jacques Bouyssou理事
（左）
と三宅会長

参加報告、および大会期間中に三宅会長が行
ったバイラテラル会合等の模様を紹介する。

ほかにも、改正航空法により日本でも規制
の対象となるドローンに関するセッションや、
事務所の大規模化の流れの中で小規模事務所
のこれからを議論するセッションなど、数多
くの興味深いセッションに参加することがで
きた。
また大会3日目の10月6日には、当会の三宅
弘会長とパリ弁護士会Jacques Bouyssou理事
とのバイラテラル会合が行われ、フランスに
おいて導入されている預り金管理制度CARPA
など、情報共有を行った。
最後に、オープニング・セレモニーで披露

開会式で挨拶する鈴木五十三LAWASIA会長
（当時）

されたウィーン少年合唱団の美声や、ウェル
カムパーティー会場の各フロアに配されたオ
ーケストラ・弦楽四重奏団などによる中世の
舞踏会のような華やかな生演奏など、社交イ
ベントも楽都ウィーンならではの充実した内
容であったことにも触れつつ本稿を締めくく
りたい。

森田 裕子

（66期） ●Yuko Morita
当会会員、業務支援室嘱託 国際担当

Council Meeting報告
Council MeetingはNew South Wales法律協
会の会議室で行われた。日本、ホスト国のオ
ーストラリアを含む15の国・地域の法律団体

LAWASIAシドニー年次大会

トップが集まり、各種の報告や決議事項の検
討がなされた。開始1時間後くらいに、二弁

LAWASIA（The Law Association for Asia

および台湾弁護士会の新規加盟申請について

and the Paciﬁc、ローエイシア）は、アジア・

採決が行われ、承認された。採決に先立つ代

太平洋地域の法曹団体および法律家の団体で

表挨拶において、三宅会長が、二弁が「魁の

あり、1966年にオーストラリアのキャンベラ

二弁」として、全国にさきがけて女性副会長

で設立された。その目的とするところは、相

のクォータ制度、専門分野の弁護士を紹介す

互の交流を通じて、各国の司法制度、法律制

る弁護士アポ制度などの先進的制度を導入し

度、法学教育制度が適切に整備・運用される

てきた実績を紹介した。さらに、2017年の年

ように協力し合い、地域社会の発展と国際交

次大会が東京で開催される予定であることか

流を深めることにある。

ら、ホスト国の加盟団体として大会の成功に
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Council Meetingでスピーチをする三宅会長

三宅会長のスピーチに耳を傾けるCouncil Member

貢献したいという決意表明も行った。和やか

重要であることを知った。そして、その実践

なトップ外交の時間でもあるティータイムを

のために様々な具体的な方策（規約の整備、

はさみ、後半では各加盟団体からの近況報告、

ガイダンスやトレーニングの実施）が検討、

「安全への脅威への立法的対応に関する決議」、

実施されていることを学んだ。

「弁護士と依頼者の通信秘密保護特権の侵害に

私は、このような国際的イベントに初めて

関する決議」の検討等が行われ、約3時間半の

参加をしたが、LAWASIAはフレンドリーな

meetingが終わった。

感じで、初心者でもなじみやすいと感じた。
この経験を再来年の日本での年次大会につな

セッション報告
各時間帯につき3つのセッションが開催さ
れた。私は、3日間で合計5つのセッションに
出席した。その中で、特に印象に残ったのは
「Business & Human Rights」であった。そこ
では、人権を尊重した業務遂行のために法律
家や弁護士会は何をどのようにすべきかにつ

げていきたいと考える。

西 理広（58期）

●Michihiro Nishi

当会会員

受講セッション：
Personal Data and Privacy Issues in
Cross-Border M&A Transactions

いて、日本、アメリカ、イギリスのスピーカ

本セッションでは、インド、スイス、ドイ

ーから発表があった。発表を通じて、この分

ツおよび日本の各国の個人情報保護制度の概

野では、UN Guiding Principlesの実践が特に

要が説明された後、クロスボーダー M&A取
引において、個人情報保護にどのような配慮
をすべきかが議論された。日本からは高谷智
佐子会員（48期）がパネリストとして登壇し
た。
日本では2015年9月に個人情報保護法の抜本
的な改正がなされ、個人情報の取扱いのグロ
ーバル化に関する規定が整備された。本セッ
ションとの関係で特筆すべき改正は、外国事
業者への第三者提供であり、国外の第三者へ
の個人情報の提供には、外国にある第三者へ
の提供を認める旨の本人の同意が必要で、オ

Business & Human Rightsのセッションの模様

プトアウトは不可とされている。同意がない
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場合には、①日本と同等の水準の個人情報保

星 大介（58期）

護制度を有すると認められる国として規則で

当会会員

定める国にある第三者、または②規則に定め
る基準に適合する体制を整備している第三者
に限って、国内における第三者提供と同様の
フレームワークの下で第三者提供が認められ

参加報告

●Daisuke Hoshi

受講セッション：Intellectual Property
3日目に開催された知的財産に関するセッシ
ョンに参加した。

る（第24条）。こうした改正は、個人情報保護

本セッションにおいては、オーストラリア、

に厳格な姿勢をとるEUと同等の個人情報保護

日本（二名）、米国からスピーカーが登壇し、

レベルに引き上げることを意識したものであ

それぞれ異なるトピックについてプレゼンテ

る。

ーションがなされた。オーストラリアのスピ

EU域内の企業がEU/EEA域外の国に個人情

ーカーからは、複数のメディアが統合される

報を移転する場合は、原則として、移転先の

現代におけるメディア規制と知的財産権の位

国が欧州委員会の定める「adequate level of

置付けに関する講演がなされた。日本のスピ

protection」を確保していなければならない。

ーカーからは、職務発明に関する特許法改正

現時点でこうした十分性の認定を得ている国・

や、知財紛争処理システムの活性化に関する

法域はわずかで、日本は十分性を認められて

検討状況が紹介され、また、2015年4月から出

おらず、日本企業の欧州での事業活動に支障

願受付が開始された新しい商標の概要等が紹

が生じていることが問題視されてきた。そこ

介された。そして、米国のスピーカーからは、

で、会場からは「個人情報保護法の改正に伴

クロスボーダーでの知的財産権の侵害に関す

い、日本の十分性が認められるか」との質問

る同国と中国の紛争解決手続（制裁措置）の

があり、ドイツのパネリストからはおそらく

相違点等が紹介された。その後のディスカッ

そうなるのではないかとの私見が述べられた。

ションでは、我が国で知財紛争処理システム

奇しくも、EUの司法裁判所は、いわゆる

の活性化が議論されていることについて、香

Scherems事件において、2015年10月、米企業

港の弁護士から「なぜ日本で知財訴訟が少な

がEU/EEA域内の個人情報を米国へ移転する

いことが問題なのか。」といった鋭い指摘がな

ことを認める米欧間のセーフハーバー協定を

され、日本の弁護士として改めて考えさせら

無効とする判決を下した。同協定は同事件に

れた。

おいて問題となったfacebookのほか、Google
やAmazon等の米インターネット関連企業が幅
広く活用してきた仕組みで2000年の締結以来、
約4400社の米企業が利用してきたとされ、米
国企業への影響は甚大であり、本セッション
のテーマに対する会場の関心は高かった。

New South Wales弁護士会主催の
ランチクルーズ
2日目には、New South Wales弁護士会主催
のランチクルーズが開催された。これは、招

クロスボーダー M&Aとの関係では、クロ

待を受けた各弁護士会の代表者のみ参加でき

ージング前までは、個人を識別できるような

るもので、当会では三宅会長が招待を受けた

形での従業員情報の提供は原則として行わな

が、私はその通訳として参加させていただい

いことが、いずれの国でも概ね確立したプラ

た（実際には三宅会長に通訳は不要であり、

クティスであると確認された。もっとも、経

私は会長のご厚意により参加させていただい

営陣や上級役員の報酬その他の待遇について

たのであった）。

は、クロージング前に一定の情報の授受がな
されるといった指摘もあった。

天気はあいにく曇りであったものの、ラン
チクルーズでは、三宅会長も、シドニーの心
地よい風に吹かれながら翌日にバイラテラル
会合を予定していたシンガポール弁護士会や、
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状況が紹介された。それによれば、ともすれ
ば各国の司法ひいては主権を侵害しかねない
ISDS条項は、オーストラリアのGillard政権下
における同条項の不採用路線など、各国の政
治・司法の場において激しい論争の種となっ
てきたとのことである。このような背景もあ
り、TPPのISDS条項では、投資仲裁手続の透
明性（公開）・投資仲裁にアクセスするための
ダミー会社の利用の禁止・投資仲裁と国内裁
判所に並行して同一の請求を行うことの禁止
New South Wales弁護士会の会長
（左）
と交流する三宅会長

といった濫用防止のための工夫がなされてい
ることが紹介された。

イ ン ド、 そ し て、 ク ル ー ズ を 主 催 し たNew

また最終日、日本の最高裁から寺田逸郎長

South Wales弁護士会の会長などと交流をされ

官も聴講に訪れる中で行われた、裁判官と弁

ていた。

護士の相互交流にまつわる倫理問題のセッシ

LAWASIAは初めての参加であったが、ア

ョンでは、日本以上に法曹一元が徹底され裁

ジア・パシフィックにフォーカスした団体で

判官と弁護士の日常的交流も密になりがちな

あり、スリランカやネパール、フィジーなど

オーストラリア・アメリカ・マレーシアとい

普段知り合うことが難しい国の弁護士と交流

った国々からのスピーカー・参加者が、適切

することもでき、また、IBAに比べて規模も

な交流と不適切な交流を分ける「一線」はど

小さいため、よりアットホームな雰囲気を楽

こかにつき、具体的な判例・事例に触れつつ

しむことができた。2017年には東京で年次大

意見交換を行った。アメリカの裁判官経験者

会が開催されることが予定されているが、こ

いわく「公正さの外観」が損なわれないか、

の経験を活かして、少しでもその盛会に貢献

より具体的には例えばその交流がNYタイムズ

できれば幸いである。

で報じられた場合、人々の目にどのように映
るのかが、1つの基準となるのではないかとの

赤羽根 大輝（61期）

●Daiki Akahane

ことであった。日本においても弁護士任官が

当会会員

さらに促進されれば同様の問題が切実になる

LAWASIA年次大会へは今回が初参加とな

ことも考えられ、その意味で一歩先を行くこ

ったが、会合に臨む前は、アジア地域の法曹

れらの法域から学ぶところは多いのではない

団体という性質上、参加者も基本的にアジア

かと感じた。

から集まるのだろうと予想していた。しかし、
初日のウェルカム・レセプションでは、英国、
スイス、米国などアジア地域以外からの参加
者も少なくなく、そのことにまず驚かされた。
さて、私が参加したセッションの中で、ひ
と際タイムリーな話題を扱っていたのが、10
月に大筋合意されたTPPにも関連する、投資
家対国家の紛争解決条項（ISDS条項）のセッ
ションであった。3日目に開催された同セッ
ションでは、鈴木五十三会長（当時）を司会
に迎え、多くの二国間協定や地域協定に含ま
れているISDS条項をめぐる各国の近時の議論

「Intellectual Property」
セッションの模様
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シンガポール弁護士会とのバイ会合
シンガポール弁護士会とのバイ会合は、当
会 の 三 宅 会 長、 シ ン ガ ポ ー ル 弁 護 士 会 の
Kelvin Wong副 会 長、 赤 羽 根 大 輝 会 員（ 通
訳）、当職（議事録）が出席し、友好協定に基
づくインターンシップ交換制度の構築につい
て主に議論が行われた。この点、日弁連と香
港律師会との間で、弁護士を2週間派遣するイ
ンターンシップ交換制度が既に構築されてお
シンガポール弁護士会のKelvin Wong副会長
（右）
と三宅会長

り、同制度を利用した赤羽根大輝会員から、
同制度の概要や有益な経験について報告が行

最後に大会3日目である11月8日には、当会

われた。その上で、三宅会長が、シンガポー

の三宅会長がシンガポール弁護士会のKelvin

ル弁護士会に対して、同制度と同じスタイル

Wong副会長との間でバイラテラル会合を行

で当会とのインターンシップ交換制度を行う

い、法曹人材の育成における両国間の協力の

ことは可能かと質問した。しかし、今回明ら

あり方などにつき和やかな雰囲気の中懇談し

かになったシンガポール弁護士会の意図は、2

たことを、あわせてご報告させていただきた

か月間〜 6か月間、学生を日本の法律事務所

い。

に派遣して、（費用は学生の自己負担という形
で）経験を積ませたいというものであり、2週

澤口 鉄馬（65期）

●Tetsuma Sawaguchi

当会会員

Real estate and transactions law：
cross-border considerations
このセクションでは、香港、オーストラリ

間では短いとの回答であった。
今回が初めての国際会議への参加であった
が、各セクションにて様々な知識を得るとと
もに、各国の弁護士と知り合い、4日間にわた
って、交流を深めることができ、大変貴重な
経験となった。

ア、インド、タイ、スリランカ、インドネシ
アの各弁護士が、不動産取引のクロスボーダ
ーで考慮すべき点を紹介した。香港では本国
である中国との関係で一国二制度となる特殊
性があること、オーストラリアではFIRB（海
外投資審査委員会）が海外からの投資が国益
に反しないか判断し規制を行っていること、
インドでは土地収用法の問題があること、タ
イではBOI（投資委員会）が規制を行っている
こと、スリランカでは外国人および外国企業
に対する土地譲渡が禁止されていること、イ
ンドネシアでは外国人などが不動産の所有者
になることが禁止されていることなど、多岐
にわたる事項について紹介がなされた。
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