
　国際業務というと、国内
法務の業務のみを扱う弁護
士はどう感じるのでしょ
うか。「無理」「関係ない」

「英語が…」なんてネガテ
ィブな反応を持つとした
ら、当会会員であれば「ち
ょっと違いますよ」と言い
たいです。

　かくいう私も国内業務中心の事務所でキャ
リアをスタートしたので、国際業務は全く遠
い世界でした。しかし、1984年に出会った基
礎工事会社の倒産事件が私の弁護士人生の運
命を変えました。その会社はマレーシアに現
地法人を持ち、大量のクレーンを現地に送り
込んでいました。初めての海外出張と、関係
者との英語による折衝（通じない、聞き取れ
ない）は得難い体験でした。この案件の処理
をきっかけに国際業務に興味を持つようにな
り、32歳で自費留学、以後12年、米国に根を
生やして実務をしたことから、クロスボーダ

ー案件にずっと関わることになりました。
　当会の国際委員会は、国際交流の成果を会
員に還元し、業務を拡張する方向の活動に力
を入れています。当会は、米国や中国のロー
スクールとの提携による留学制度を備え、公
益関連法からビジネスローに至るまで、若手
会員を積極的に支援する体制を年々拡充して
います。
　今回は、主に国際委員会で活躍している若
手弁護士達が、その体験をシェアする機会を
いただきました。さあ、今度はあなたの番で
す。�

はじめに

喰うや喰わざるや！？
国際業務

（初級編）
「国際」「渉外」と聞くだけで、「自分は渉外事務所に勤
めてないから関係ないや」「帰国子女でもないし、英語
も苦手だからな」と“喰わず嫌い”になっていませんか？

本当は、国際案件や海外の弁護士との交流にちょっと興
味がありませんか？この特集を読めば、国際業務への入
り口がきっと見つかるはずです。

特 集

池永�朝昭�（33期）
●Tomoaki Ikenaga

国際委員会 委員長

【特にこんな方に読んでいただきたいです】
 国際業務に関心はあるが、まだほとんど経験がない
 若手にとって国際業務がひとつの重要分野になる
と思う
 渉外事務所ではないが、海外の弁護士と交流して
みたい
 国内案件や公益活動などで、海外の情報が欲しい
 海外に留学したり、働いたりしてみたい
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1 私の業務の紹介

　弁護士3年目になります、
永田洋子と申します。私は
下記のグラフのとおり、現
在取り扱っている案件のほ
とんどが外国人案件（特に
中国人案件）という国際業

務一色の毎日を過ごしております。

　私は弁護士登録当初より独立志向が強かっ
たため、3年以内に卒業して独立するという目
標を定めて、俗にいう“ノキ弁”として法律
事務所に入所しました。独立をするために入
所前から常に考えていたことは、どんな業務
で生きていくかということでした。
　この点、私は幼い頃、両親の仕事の関係で
中国に住んでおり中国語を得意としていたの

で、これを活かそうと考えました。また、司
法試験浪人中に行政書士として活動していた
ため、中国語＋行政書士業務＝入管案件を専
門にしよう、と考えました。ただし、活かそ
う、専門にしようと思っても、誰も私を知ら
ない…。まずは私自身を宣伝しないと！と思
い、ホームページを作成して集客に力を注ぎ、
現在の業務体系となりました。

2 実際の事例の紹介

　（写真含め、依頼者のご了承をいただいてい
ます）
　今回ご紹介する事案は、オーバーステイ中
のベトナム人女性（仮名：ハナさん）からご
依頼を受けた案件です。ハナさんはオーバー
ステイ中に日本人（仮名：田中さん）と結婚
し、田中さんとの日本での生活を望み在留資
格の取得をしたいとのことで、ホームページ
を見て相談に来所されました。相談時には既
に籍を入れ、入国管理局にも出頭し、在宅案
件として必要書類の案内を受けていました。
　お二人の仲睦まじい様子から本件を受任す
るに至りましたので、私はまず、仮放免許可
を取得すべく、必要書類の収集及び理由書の
作成に取りかかりました。そして、当該書類

中国 80％

その他
（イタリア、スリランカ、
 シンガポール等） 5％

ベトナム 10％

日本 5％

依頼者国別割合図表1

行政事件
70％

民事事件
15％

刑事事件
15％

行政事件 刑事事件 民事事件

受任事件別割合図表2

国際業務で生きていく（逮捕されても在留資格を諦めない！！）
―若手弁護士の取組事例Vol.1―

永田�洋子�（68期）
●Yoko Nagata
国際委員会 幹事

ハナさんご夫妻と（左が筆者）

特集：喰うや喰わざるや！？国際業務（初級編）
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一式を入管へ送付し、そこまではよかったの
ですが…。
　私が、書類を提出した2日後、警察を通して
ハナさんからの接見要請が入りました。慌て
て会いに行くと、オーバーステイを理由に警
察に逮捕されたハナさんがいました。ハナさ
んから事情を聞いたところ、どうやら不法就
労をしている友達のところに遊びに行った際
に、その場で一緒に逮捕されてしまったとの
こと。そこで、早期の身柄解放を目指し、刑
事事件についても受任をしました。
　その後、刑事事件については10日間の勾留
満期日に処分保留にて釈放、そのまま入国管
理局へ移送され、収容令書による身柄拘束の
うえで、退去強制手続が開始されました。
　退去強制手続中、口頭審理において在留特
別許可を申し出ることができます（正確には
法務大臣への異議の申出）。ハナさんについて
もこの申出を行い、結果的に日本人配偶者等
の在留資格が付与され、ハナさんは無事日本
で田中さんと夫婦として生活できることとな
りました。申出の際に提出した意見書の中で
は、二人の婚姻の真実性について立証するこ
とはもちろんですが、特に重きを置いたのは、
刑事事件の開始がハナさんに不利に働かない
よう、刑事手続への移行の経緯を丁寧に説明
すること、また、不法就労について無関係で
あることの説明でした。

3 国際業務から得られるもの

　私は、早期独立、という目標から逆算して、
若手が個人の力で集客しやすく、個性を出すこ
とのできる外国人の個人案件を多く取り扱うこ
とにしました。この分野の業務は、負担感が大
きいと想像される皆様が多いでしょう。確かに
そのとおりです。ただそれは、依頼者との距離
が近いことが大きな理由だと感じます。個人案
件自体がそうだと言えますが、特に外国人は、
異国の地で困難な状況に立たされているため、

自身の全てを私に懸けてきます。好き嫌いはあ
ると思いますが、私はこのことが、業務の大変
さでもあり、一方でやりがいでもあると感じて
います。例えば、前述のハナさんご夫妻とはそ
の後も関係が続いており、先日もホームパーテ
ィーにご招待いただき、ベトナム料理をごちそ
うになりました。
　依頼者との距離が近いというのは外国人案
件の特徴であり、それゆえ、ご紹介が非常に多
い、というのも特徴のひとつです。実は、ハナ
さんからもお友達のご夫婦をご紹介いただき、
現在、在留資格取得に向けてなお奮闘中です。
　それから、言語が話せなければ受任できな
い、ということはありません。事実私は、英
語を含めて中国語以外の言語は全く話せませ
んが、他国からのご依頼も受けています。大
事なのは、親身になって活動をすること、と
考えています。それでも、困ったとき、判断
に迷ったときには、所属していた事務所や国
際委員会を通じて知り合った先輩先生方に助
けを求めます！幸い、私が所属していた事務
所は若手の教育に力を入れており、現在でも
親身に相談に乗ってくれます。また、国際委
員会の先生方も、国際業務に興味のある若手
を全力でサポートしてくださいます。
　まだまだ、皆様にお伝えできることも少な
い若輩者ですが、日頃の業務の中で感じてい
ることをありのままにお伝えさせていただき
ました。今後も私は国際業務にまい進してい
く所存です！！�

ホームパーティーにて（左から二人目が筆者）
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1 はじめに

　まず本論に入る前に私の
略歴を申し上げますと、私
は弁護士登録後約5年半の
実務経験を経てアメリカの
ロースクールに留学し、そ
の後、アメリカの法律事務

所で研修を行い、アメリカの依頼者の対日投
資に関する業務に従事しました。また、インド
への出向により日本企業の対印投資に関する
業務に従事した経験があります。今は、東京
に本拠を置き、外国の依頼者の中では欧米を
中心とした依頼者に日本法のアドバイスを行
うとともに、インドその他アジア諸国への投資
に関連した日本企業を依頼者とするアドバイ
スを行っています。
　今回は、こうした経験を踏まえて、若手の
先生方がいわゆる国際業務に取り組むにあた
って基本的なことであろうと思われる点につ
いて述べていきたいと思います。

2 国際業務の基本

　まず、基本的な点を3つ挙げるとすれば、①
依頼者の話をよく聞き依頼の趣旨を正確に把

握すること、②適切な専門家とのネットワー
ク、信頼関係の構築、③言語や法文化の理解、
といったものが挙げられます。

　①依頼の趣旨の把握が重要であることは国
内業務と何ら変わるところはありません。この
点は法曹教育を受けた法律家として依頼者視
点では非常に重要な要素です。もっとも、海
外の依頼者の場合、日本の制度や日本の弁護
士の役割を十分に理解していないことが多い
ので、依頼の趣旨を明確化するために何度か
コミュニケーションをとる必要があります。そ
の過程で自国の制度を前提に依頼しているで
あろう依頼者に対して、前提となる日本の制
度を説明する必要が出てくることもあるでしょ
う。また、②にも関連しますが、日本の弁護
士の業務ではないけれど、例えば、公認会計
士、税理士や司法書士等の隣接分野の専門家
と連携を取って対応すべき点を説明する必要
のある場合もあるでしょう。
　他方、日本の依頼者から外国法に関するア
ドバイスを求められる場合はどうでしょうか。
日本語で依頼内容を聴き取ることができる点
では容易かもしれませんが、依頼者が外国の
ビジネスに精通しているわけではなく、資格
の問題もさることながら自身が外国法に通じ
てないと、直ちにアドバイスができるわけでは
ありません。しかし、ここで必要なことは、そ
の依頼者が本当に何をしたいのかを丁寧に聴
き取ることです。これができれば外国の弁護
士に繋げてからも適切なアドバイスを受ける
ことができます。逆にここが疎かであると外
国の弁護士から適切なアドバイスを受けるこ
とができず、欲しいアドバイスを受けるまで
に時間がかかります。例えば、単純化すると

①依頼の趣旨の把握
②�適切な専門家とのネットワーク、信頼関係の構築
③言語や法文化の理解

国際業務のポイント図表3

2018年6月ノースカロライナ州弁護士会訪問時（中央が筆者）

国際業務の“いろは”

桑形�直邦�（57期）
●Naokuni Kuwagata

国際委員会 副委員長

特集：喰うや喰わざるや！？国際業務（初級編）
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現地法人を設立したいという場合、現地法人
の設立登記をして終わりではなく、その先に
どのようなビジネスを予定しているのかによっ
て、現地での許認可、現地従業員の雇用の問
題、現地での取引先との契約の問題が並行し
て生じます。特に新興国の場合は情報が乏し
く依頼者もそこまで気が回らないことがありま
すが、そうした論点の交通整理を行うことが、
聴取能力と論点抽出能力に長けた日本の弁護
士が能力を発揮する場面でもあります。
　このように国内業務で普段当たり前のよう
に行っていることは、国際業務でも同様に重
要であり、日本の弁護士が価値を示すことが
できる点であることは改めて認識いただくべ
き点であると思います。
　次に、②適切な専門家とのネットワーク、
信頼関係の構築については、自分が外国の弁
護士に依頼する立場に立つとよく分かること
ですが、海外の依頼者にとっては、日本の弁
護士に対する限られたアクセスの中で自身に
コンタクトを取っていると考えてください。そ
の場合、依頼の内容が仮に自身の対応業務で
はないと思われる場合でもそこから適切な専
門家に繋ぐコーディネートの能力が期待され
ています。その場合は正直に、自分では対応
できないけれど信頼できる専門家を紹介する
と説明して対応すればその依頼者にとっては
日本のことはまずこの人に相談すれば大丈夫
であるという信頼を得られます。法律業務で
あっても同じ事務所内の他の弁護士又は事務
所外の他の弁護士に案件を紹介することもあ
るでしょうし、公認会計士や税理士、司法書
士等の専門家の協力を得る場合もあるでしょ
う。日頃からそうした専門家とのネットワーク
を構築しておく必要があることは国内業務と
何ら変わることはありません。
　また、外国法に関する相談を受ける場合に
は、それぞれの国の弁護士やそうした国の弁
護士事情に詳しい日本の弁護士とのネットワ
ークが重要です。中には情報が乏しく弁護士
へのアクセスが難しい国もあるかもしれませ
ん。しかし、法律家の国際会議に出席すれば、
そこで同じ法分野に関心を持つ弁護士とコネ

クションを持つ機会を得ることができますし、
最近は外国の弁護士も日本で投資セミナーを
行うこともあるのでそうした機会を活用するこ
ともできます。特に当会では若手会員の国際
会議参加に対する支援制度を設けており、国
際委員会では複数の国の弁護士会等と友好協
定を締結して交流関係を持ったり、弁護士紹
介制度を導入したりしている国もあるので、会
内のツールを活用することもご検討ください。
　最後に③言語や法文化の理解については、
前述の①及び②に比べて最も難度が高いと思
いますが、場数、経験を積めば着実に向上し
ていく能力であると思います。①の依頼内容
の聴取の場面においても関連する点ではあり
ますが、ここではアドバイスの場面を念頭に
置きます。つまり、海外の依頼者へのアドバイ
スにあたっては、日本語でアドバイスするよう
な内容をそのまま英語にするだけでは依頼者
の理解が得られない場合があります。例えば、
日本語であればある程度精緻な内容でも正確
に表現することができると思いますが、英語
その他の外国語で同様の水準で表現すること
ができるわけではないと思いますので、率直
に言ってより結論の明瞭な簡潔なアドバイス
を心がける必要があります。他方、運用の柔
軟性を通達やガイドラインで補完することに
特徴のある日本の制度においては、通達やガ
イドラインの実務上の位置付けなどの説明を
敢えて行うことが親切である場合もあります。
　外国法について日本の依頼者にアドバイス
をする際も、外国の弁護士の回答をそのまま
日本語に訳して伝えることでは十分ではあり
ません。そのアドバイスではどこまで明らかで
どこからは実務上グレーであるのか、前提と
して日本の制度とどのように異なると考えられ
るのか、日本の依頼者としてどのように判断
すべきなのか、などのアドバイスまで期待さ
れていると考えると良いと思います。
　しかし、以上の点は最初から一回でできる
わけではありません。実際には依頼者から追
加の質問を何度も受けて自ら考えたり外国の
弁護士と議論を重ねたりして、ようやくどうい
うことがアドバイスの要点であるのかが分か
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るようになっていきます。
　当会では、こうした言語能力の向上の機会
として米国・中国のロースクールと連携して留
学支援制度を設けており、その他、今後外国
の弁護士会を通じてインターンシップの機会
を設けられるよう取り組んでいるところです。
委員会内部でも、頻繁に交流の機会を作って
います。

3 おわりに

　以上のように、国際業務では、日本法の弁護
士であっても、日本で培った法律家としての能
力が大いに期待されるところであり、少しずつ
でも経験を積み重ねていけば専門家としての仕
事の幅が非常に広がる分野です。当会でも国際
委員会が中心となって国際業務に携わる会員を
サポートする取り組みを行っているので、広く
活用していただければ幸いです。�

1 はじめに

　私は、大規模な企業法務
系の事務所と外資系の法律
事務所に勤務し、当会国際
委員会にも関与してきた立
場から、事例紹介をさせて
いただきたいと思います。

2 なぜ国際業務か

　私は、中学3年生のときに中学校のプログラ
ムで参加したイギリスでの語学研修で、大陸
ヨーロッパを中心とする各国の同年代の学生
と交流した経験から、是非とも将来は国際的
な仕事をしたいと考えるようになりました。
そのときの希望は漠然としたものでしたが、
大学時代からフランス語を勉強し、フランス
で語学研修やディスカッション・プログラム
に参加した経験から、仕事の進め方や私生活
とのバランスも含め、日本と異なる考え方や
文化を有する外国の方と一緒に仕事をする機

会を得て、仕事の進め方、付加価値の付け方
など、様々な側面を学んでみたいとより具体
的に考えるようになりました。
　国際業務と一口に言っても多義的ですが、
ここでは、外国企業や外国の法律事務所と協
働しながら案件を前に進める業務を前提とし
てお話ししたいと思います。

3 大規模法律事務所での業務内容

　私は、弁護士登録後、大規模法律事務所に
所属し、特に知的財産や競争法、一般企業法
務などを取り扱いました。
　この事務所は、設立の経緯から外国企業の
クライアントが多い事務所でした。海外旅行
に行ったときにその国の文化に驚くことがあ
るように、自国と言語や法制が異なり、必ず
しも自力では容易ではない日本への進出や日
本企業との取引が円滑に進むよう、外国企業
にアドバイスを行う機会が多くなりました。
　この事務所での業務を少しご紹介します。
例えば、知的財産の分野では知的財産権の登
録の効力範囲が原則として国単位であること

国際業務で世界へ！
―若手弁護士の取組事例Vol.2―

吉村�充弘�（68期）
●Mitsuhiro Yoshimura

国際委員会 委員

特集：喰うや喰わざるや！？国際業務（初級編）
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が、事務所内にも外国法事務弁護士が多くい
るため、外国法事務弁護士に対して日本の法
制度を説明しながら仕事を進めていくことが
多くなったように感じます。
　また、前の事務所に在籍中も関与していまし
たが、難民認定支援の業務も、直に外国人の
方と接し、その考え方や母国の状況等を理解
しながら、外国語を使って進めていく仕事とし
て非常に興味深く、現在も取り組んでいます。

5 弁護士会等での活動

　上記のような日常業務と並行して、私は当
会国際委員会の委員として活動しています。
国際委員会では、外国の弁護士会との友好協
定の締結や友好協定に基づく協力関係の検
討、日本で国際会議が開催される際の当会主
催のイベントの企画等を行っています。また、
様々な法律事務所の先生が参加されているた
め、参加してお話しするだけでも国際業務に
関連した刺激を得ることができます。
　昨年は、AIJA（若手国際法曹協会）及び
LAWASIAの各年次大会がともに東京で行わ
れました。当会国際委員会とAIJAを繋ぐ役割
として、私はAIJA東京大会の組織委員会の一
員として活動しました。ヨーロッパが中心と
なる国際会議であったため、非常にヨーロッ
パ的な雰囲気の中、多くの外国の弁護士をお
迎えして、盛況に開催することができたと考
えています。会場や移動のバスの中などで出
会った外国の弁護士とは、親交を深めること
ができ、今でも連絡を取っています。
　また、LAWASIA東京大会に際しては、当
会国際委員会を中心として、理事者レベルの
ネットワーキングを目的とするレセプション
を行い、大学時代に少し習っていた三味線
のパフォーマンスを行う等で外国の弁護士の
方々にも東京での思い出をご提供できたので
はないかと考えています。
　このような場で出会った外国の弁護士の方
と将来、ともに仕事をすることを、私はひと
つの目標にしています。

を踏まえて、複数の国で同じような内容の知
的財産権が登録されていることが多くありま
す。そして、各国内の知的財産権は、それぞ
れの国の法律に基づいてその有効性や権利範
囲が判断されます。また、例えば、ある国で
製造された物品が世界中に輸出されているな
ど、知的財産権の侵害が疑われる物品の取引
が国際的なものとなっているため、外国での
製造、販売、輸入等の差止めを請求したり、
あるいはある取引を行うときに複数の国で当
該取引が知的財産権の侵害に該当しないかの
法律意見を取得するなど、外国の法律事務所
との連携が必要となります。
　外国の法律事務所や外国のクライアントと
の連携に際しては、それぞれの国における審
査や訴訟の速度、法制や実務の違い（例えば、
解雇や代理店の解約の際の法的保護の有無な
ど）、更に取引文化の違いを感じました。この
ような違いに対して時には対応に苦心すること
もなくはありませんが、いかに相手のニーズを
理解して、そのニーズに寄り添った解決を提案
していくかといったところが醍醐味でした。
　また、日本国内における歴史の長い事務所
であるがゆえに色々な案件が集まってくる状
況にあり、フランス語でフランス語圏の相手
方と交渉するなど、多様な業務分野を経験で
きる環境にあったと思います。

4 外資系法律事務所での業務内容

　大規模法律事務所に2年間勤務した後、私は
外資系法律事務所に転職しました。
　外資系法律事務所は、大規模法律事務所と
は大きく環境が異なり、採用過程から事務所
内のイベントまで外国らしい雰囲気を感じまし
た。また、仕事に関しても、システムやフォー
マットが全世界共通であったり、大規模法律
事務所では外部の事務所を起用していた外国
での業務が同じ事務所の支店間でシームレス
に行われたりなどといった違いを感じました。
　仕事の内容自体は、あくまで日本法を取り
扱う以上、大きく変わるものではありません
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6 国際業務の魅力

　国際業務の魅力は、何より、外国のクライ
アントや弁護士と出会い、その経済的な背景、
文化、仕事の進め方などを理解しながら、お

互いに最良の結果が出せるように協力し努力
していくことだと思います。
　確かに、意思疎通に英語その他の外国語が
必要となる、時差のため会議の時間帯が夜間
や早朝になることもあるなど、国内案件には
ないハードルがあることも事実です。しかし、
国際業務には、一度体験してみると、苦労を
乗り越えるくらいの魅力があると思います。
それは、異文化の体験であることはもちろん、
案件自体のダイナミズムや経験したことのな
い問題の解決であったりもします。
　入り口は、国際委員会での弁護士会同士の
交流、国際会議への参加、難民認定支援など、
あちこちにあると思います。是非、国際業務
の魅力を一度味わってみることをおすすめし
ます。�

神 庭 　今回モデレーターを務めさせていた
だく58期で国際委員会副委員長の神庭豊久で
す。国際業務に関与していない人にも、国際
業務が何かを知っていただきたいという趣旨
のもと、今回の座談会を開催させていただき
ました。私は10年超ほど外資系法律事務所に
所属し、現在は国内法律事務所にて各種国内
外案件業務を行っています。
川 上 　61期の川上愛です。弁護士になった

後、8年間は国内業務を中心に行っておりまし
たが、2016年からベトナムの法律事務所に勤
務して、日系企業のベトナムにおける新規会
社設立やM&A、ベトナム企業と日本企業との
ジョイントベンチャー、コンプライアンスに
関する法務サポートを行っております。また、
日系企業による債権回収や取引先との契約ト
ラブルの訴訟対応など、紛争解決業務も行っ
ております。

2017年9月LAWASIA東京大会当会レセプションで（右が筆者）

「喰うや喰わざるや！？国際業務」 若手座談会

菅原�隼人�（69期）
●Hayato Sugahara

国際委員会 幹事

竹内�千春�（62期）
●Chiharu Takeuchi

ハーグ条約に関するPT座長
日弁連国際室 嘱託

川上�愛�（61期）
●Ai Kawakami
国際委員会 幹事

神庭�豊久�（58期）
●Toyohisa Kaminiwa

モデレーター　
国際委員会 副委員長

特集：喰うや喰わざるや！？国際業務（初級編）
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竹 内 　62期の竹内千春です。弁護士になっ
た後、日弁連の客員研究留学プログラムで米
国イリノイ大学のロースクールに客員研究員
として留学しました。業務としては国内案件
と海外案件が、概ね40：60くらいです。海外
案件としては、日本企業の海外取引における
英文契約書のチェック、日本企業が海外にお
いて独禁法事件に巻き込まれた場合における
海外弁護士と提携した日本企業への法的アド
バイスの提供、日本に関連する渉外家事事件
やハーグ条約に関連した子の面会交流事案な
どを業務として扱っております。
菅 原 　69期の菅原隼人です。芸能事務所と
タレント間の紛争等のエンターテインメント
に関わる紛争対応やインターネット関連法務、
更に刑事事件等を業務の中心としています。
日常的に海外業務を行っているわけではあり
ませんが、外国人の方が法律相談に来たこと
や、先輩弁護士が受けた海外の記者による日
本法に関するインタビューのサポートなどで
関与させていただいたことがあります。まだ2
年目の弁護士であるため、業務経験は先輩弁
護士と比べると多くはなく、また業務の中心
は国内案件にはなりますが、それでも海外が
関係する業務が全くないということではない
かなという印象です。

1 国際委員会等での活動のきっかけ

神 庭 　皆さんの国際的な活動について、日
弁連や当会での国際委員会等の活動内容や、
それらに所属するきっかけなどをお教えいた
だけますでしょうか？
川 上 　6、7年前に国際委員会の外国人人権
や入管・難民問題を取り扱う部会に入り、外
国人事件を扱うようになりました。2014年に
互助会旅行に参加し、現地の弁護士と交流す
ることがとても楽しく、それもひとつのきっ
かけとして海外での勤務に興味を持ちました。
ベトナムに移籍後の2017年度からも国際委員
会に所属し、昨年はJETROと当会共催の国際
セミナーのサポートをしました。今年は互助
会旅行がベトナム・ホーチミンに来るとのこ
とで、ホーチミン弁護士会と連携し、受け入
れ準備のお手伝いをしております。
竹 内 　日弁連国際室の嘱託として活動して
います。また日弁連の家事法制委員会渉外家
事部会及びハーグワーキンググループに所属
し、かつ当会のハーグPTでは座長を務めてお
ります。元々弁護士になってすぐの頃に、世
界のハーグ条約に関連する裁判例を調べて欲
しいという話があり、その際にハーグ条約に
興味を持ち、さらなる研究目的で前述の留学

をしました。帰国す
るタイミングで先輩
の弁護士から日弁連
国際室を紹介された
のがきっかけになり
ます。
菅 原 　2017年度か
ら国際委員会に所属
しています。大学時
代に国際学部だった
ことから、国際的な
関わりに興味を持っ
ていました。昨年
は、AIJA東京大会
やLAWASIA東京大
会に際したディナー
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やレセプションなどを国際委員会メンバーと
一緒に準備・実施し、海外の弁護士と交流す
ることができました。これらの経験はとても
楽しいものであり、今後とも関与したいと考
えています。

2 国際案件獲得のスタイル

神 庭 　国際業務案件を獲得するのはなかな
かハードルが高いように思われる弁護士もい
るように思いますが、国際業務案件の獲得は
どのように行っているのでしょうか？
竹 内 　国内業務が多い法律事務所の場合で
すと、自分がある程度英語を使って業務を行
うことができれば、事務所に依頼がきた国際
案件が自分の担当となることもあります。ま
た、以前に所属していた事務所や日弁連・当
会の委員会で知り合った弁護士などに国際案
件を紹介していただくこともあります。
川 上 　私の場合は、日本での国際案件獲得
の方法が分からなかったということもあり、
それならばとベトナムに移住してみたという
側面もあります。業務として国際案件を行う
場合、英語で法律を説明・アドバイスするた
めの相応の英語力が必要となるため、まずは
そのような国際案件を行っている弁護士と一
度でも一緒に国際案件に関与し、その経験を
経て感覚と自信をつけていくのが良いかと思
います。
神 庭 　他方でそこまで英語力に自信がなか
ったり、積極的な行動に二の足を踏んでいた
りするような方に対するアドバイスはあるで
しょうか？
川 上 　現地国で英語で業務を行っている人
達全員が必ずしも英語力が完璧というわけで
はないにもかかわらず、皆さん割と堂々とや
っているので、英語を使うことを恐れずに国
際案件に飛び込んでいただきたいと思います。
LAWASIAなどのアジアを中心とした国際会
議に出て積極的に交流するとか、話すのが苦
手であればまずはEメールなどで英文を書いて
慣れていくのも手だと思います。

3 国際会議では・・・

竹 内 　日本で開催される国際会議であれば、
そもそも参加者も日本に興味がある方が多い
でしょうし、こちらも日本を紹介できるとい
う取っつきやすい面もあるので、国際的な活
動として始めるには非常に良い機会になると
思います。
神 庭 　菅原先生は、昨年AIJAのホスピタリ
ティーディナー（グループに分かれての会食）
やLAWASIA期間の当会レセプションなどへ
の参加が海外の弁護士らとの国際活動への初
めての参加だったのでしょうか？どういう感
想を持ちましたか？
菅 原 　はい、初めてでした。特にAIJAの方
は若手の団体ということもあり、皆さんフレ
ンドリーでフランクな感じで、かつ日本にも
興味がある方々でしたので、英語があまり得
意ではなくても、うまくコミュニケーション
を取れたり、二次会も盛り上がったりして予
想以上に楽しむことができました。もっとそ
のような方々とのコミュニケーションの機会
を増やして経験を高め、業務にも活かしてい
きたいと思っています。

4 国際業務のメリット

神 庭 　実際に国際業務を行うメリットはど
のような点になりますでしょうか？
竹 内 　価値観やバックグラウンドの違う海
外の人達とうまく合わせてコミュニケーショ

特集：喰うや喰わざるや！？国際業務（初級編）

NIBEN Frontier●2018年10月号 33



ンをとっていくことが面白いと感じますし、
文字どおり世界が広がるという充実感もあり
ます。世界の法制度との比較法的な面を知る
ことができるという点も有意義です。
川 上 　新しい世界なのでわくわくするとい
う思いは常にあります。二国間の架け橋にな
っているという実感や、国際化に貢献してい
るという満足感もあります。
神 庭 　日本人の弁護士として業務の拡大を
目指すうえで、国際業務に喰いついていくと
いうのは良い目の付け所だと思いますか？
川 上 　私は良い視点だと思います。私の場
合はベトナムに直接来ているということもあ
りますが、日常的に国際分野に携わることや、
他の人ができない業務を開拓することができ、
人脈も広げてスキルアップも図れていると思
います。
竹 内 　高い英語力でなくても、海外の人との
コミュニケーションを積極的に行おうという意
識があれば、国際分野の業務を広げていくこと
が可能だと思います。また、まだまだ国際業務
のできる日本人弁護士は少ないため、国際業務
を扱えれば様々な分野の依頼が来ることもあ
り、自分の業務を広げていくという意味では良
いチャレンジの場になると思います。

5 最後にメッセージ

神 庭 　国際業務や国際的な活動を行ってい
る側として、国際業務や国際的に興味がある
会員の方への助言等がありましたらお願いい
たします。

川 上 　国際
業務を獲得す
るための確立
されたルート
があるわけで
はないので、
何でも挑戦し
てみることに
意義があると
思います。興
味がある方が
いらっしゃい
ましたら実際にベトナムに来ていただければ、
裁判所や現地事務所の見学なども予定が合え
ば調整しますのでお知らせいただければと思
います。
竹 内 　日弁連でも国際的な活動を後押しする
様々なプログラムがあります。例えば、国際的
な舞台で活躍したい方のためのキャリアセミナ
ーがありますし、私自身が参加した客員研究員
としての留学プログラムやLL.M.プログラムも
あります。その他にも国際会議への若手弁護士
に対する費用補助があったりしますので、それ
らを是非活用していただければと思います。
菅 原 　昨年度から国際委員会に参加させて
いただいておりますが、当会の国際委員会は
とても温かく親しみやすく、国際業務に初心
者の若手であっても快く迎え入れていただけ
る委員会であるうえ、色々な先輩弁護士から
国際的な活動の話を聞くことができます。ま
た、AIJAやLAWASIAのレセプションなどで
海外の弁護士とも出会う機会を得ることもで
きます。実際にそのときに出会ったドイツの
弁護士から、私の所属事務所にドイツのお菓
子が段ボールで届いたことがあり、これはと
ても嬉しい出来事でした。
神 庭 　国際委員会としても、日本に来る外
国弁護士などと協力して、日本において英語
での講演や海外法・国際実務に触れることが
できる機会をもっと増やしていけたらいいな
と考えておりますし、実際に色々と企画・準
備しているところです。皆さん、本日は長時
間ありがとうございました。�
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　ここまで読んでいただき、「国際案件を扱う
のは面白そうだけれど、どこから取りかかれ
ばいいの？」「語学の勉強をしたいけど、どう
すればいいの？」「留学してみたいが、どうや
って準備するものなの？」など、様々な“？”
が浮かんでいるかもしれません。既に留学や
海外研修を経験した中堅、現在留学中の若手、
これから国際案件を強化していきたい若手が、
これらの疑問に答えます。

1 こんな書籍やセミナーがオススメ！

澤 口 　留学準備のための書籍は、主にTOEFL
対策の書籍で、問題の傾向に慣れる上で、公式問
題集がよいと思います（「The�Official�Guide�to�
the�TOEFL®Test�4th�Edition」（McGraw-Hill出
版、2012年）、「Official�TOEFL�iBT®Tests�Vol.�1�
2nd�Edition」（McGraw-Hill出版、2015年）、「Official�
TOEFL�iBT®Tests�Vol.�2」（McGraw-Hill出版、
2016年）など）。英単語は、「TOEFL®テスト英単
語3800（4訂版）」（旺文社、2014年）、語源などが
記載されている「完全攻略！TOEFL®テスト英
単語4000」（アルク、2014年）が参考になりました。

結 城 　留学や国際案件を意識してすぐ手に
取って愛読していたのが、長谷川俊明先生の

「新・法律英語のカギ―契約・文書―（全訂版）」
（レクシスネクシス・ジャパン（株）、2009年）で
す。基礎から分かる上、コラムが面白く、国内
案件ばかりの自分にも読みやすい内容でした。
　また、例えば米国ローファームのウェブサ
イトには、無料ウェビナー（オンラインセミ
ナー）やブログが沢山あります。分かりやす
いので、自分の関心がある分野についての情
報収集にオススメです。

2 語学はどうすれば？

澤 口 　英語を聴き取る上では、英語の音声
変化（単語と単語が繋がって別の発音になる
ことや、音の一部が発音されなくなることな
ど）を意識することが大事だと思いますので、
そういった書籍やウェブサイトに目を通した
り、英語発音矯正の予備校に通ったりするの
もよいと思います。
結 城 　委員会や国際会議でなるべく外国人
との接点を持つことが、「下手でもよいからし

国際案件へのとっかかり
～書籍、セミナー、語学、留学など～

結城�大輔�（50期）
●Daisuke Yuki

国際委員会 副委員長

国内案件を約10年経験し
た後、米国ロースクール

（LL.M.）に1年留学、韓国・
米国法律事務所に合計約
5年出向。現在、業務の半
分が国際関係。平成29年
度国際委員会委員長。

澤口�鉄馬�（65期）
●Tetsuma Sawaguchi

国際委員会 委員

国内案件を約5年経験した
後、米国ロースクール（LL.
M.）に1年留学。米国法律
事務所にて研修予定。弁
護士2年目から国際委員会
に所属。

森田�裕子�（66期）
●Yuko Morita

国際委員会 委員・嘱託

司法修習後、ミャンマーに
て会社員として勤務。帰国
後、2015年1月に弁護士登
録したが、就職先がなく即
独。同年8月より国際委員
会嘱託。今年7月、国際委
員会の先輩らの新事務所
に参画。
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ゃべろう」と、マインドセットを切り替える
助けになると思います。
　できるならサマースクールや語学のクラス

（私の場合、韓国語は約9か月ソウル大学校で学
び、ビジネスレベルまで習得しました。）に参
加して、その国の文化も含め体験するのもよい
と思います。また、語学というとすぐに英語と
考えがちですが、関心のある国の言語を勉強し
て、仕事もできたらとてもやりがいがあると思
います。なお、海外に行かずとも、例えばテン
プル大学ジャパンキャンパスの生涯教育プログ
ラムには、法律関係の講座もあります。
森 田 　私は、いわゆる「町弁」の業務がほと
んどですが、ごくまれに、国際っぽい案件が回
ってきます。チャンスは少なくても、そのよう
な案件を地道にこなすことで、それなりに国際
案件の対応力が伸びるのではと考えます。
　例えば、登録2年目に英語を話す被疑者の刑
事事件を担当した際、通訳費用や接見時間節約
のために、通訳を使わずに接見や打合せを重ね
たことはとても勉強になりました。限られた接
見時間で日本の刑事制度や被疑者の置かれた状
況を英語で説明するために、必死で調べまし
た。被疑者は初訪日の旅行者だったにもかかわ
らず、母国の家族や友人らとも英文メールで連
絡をとりつつ協力を得て、起訴後まもなく保釈
を獲得し、さらに打合せを重ねた結果、即日判
決で終了させて速やかに母国に帰国することが
できたのは、大きな自信になりました。

3 留学準備

澤 口 　米国ロースクールLL.M.（1年間の修
士コース）への出願には、Personal�Statement

（志望動機書）、推薦状、履歴書を始めとして、
様々な書類や手続が必要になります。最新の
情報に対応するため、予備校等が提供してい
るLL.M.向けの留学カウンセリングを受講する
こともよいと思います。
結 城 　私は事務所初の留学だったので、別
の事務所や出向先の日本銀行で先に留学して
いた友人から出願準備などについて基本情報

を収集しました。事務所に留学経験者がいな
い方にとっては、国際委員会も情報収集によ
い場だと思います。当会では、米国・中国のロ
ースクールとの留学支援制度も設けています。

4 最後に一言！

森 田 　国際案件のきっかけを探している方
は、セミナーでも宴会でも日本で行われる国際
会議でも何でもいいので、「国際っぽいもの」
に参加することから始めてみてはいかがでしょ
うか？私は今年、ロシアで開催された国際会議
に興味があって参加したのですが、首都圏以外
で活躍されている「国際派町弁」のお手本のよ
うな日本の先生方と出会い、専門分野やネット
ワークの作り方等、多くのことを学びました。
澤 口 　国際委員会は、様々な行事を通じて
結束が強いので、是非ご参加いただければと
思います。留学においては、日本の法制度・
実務との違い、州ごとの多様性を深く学ぶこ
とができた上、様々な国から来た同期や現地
の方々との交流を通じて、多様な文化や価値
観に触れることができ、大変勉強になり、ま
た刺激になりました。
結 城 　国際委員会では、国際業務や国際交
流、海外留学や実務経験に関心のある会員

（特に若手！）の皆さんに様々な機会や情報を
提供すべく取り組んでいます。英文契約や海
外進出支援のセミナーや、国・地域ごとのチ
ーム活動への参加、海外弁護士会との意見交
換・交流会や国際会議等への参加など、様々
な形でのご参加をお待ちしています！�

　「喰うや喰わざるや�!?�国際業務」特集。様々な
観点や立場から国際的な業務や活動を取り上げ
てみました。まずは、かじってみませんか？�
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