
 

渉外（国際）分野への
弁護士の関与

今、ますます広がる弁護士の役割
～市民・社会のニーズにより広く深く応えるために～

弁護士　藤 本 一 郎
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はじめに
2012 年 5月、ある日本上場企業（の100％子会社で

ある香港法人）が、香港証券取引所メインボード上場
の中華系企業に対し公開買付 
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を行う旨を、日本及び香

港で開示した。日本上場企業による香港上場企業の買
収は、過去になかった訳ではないが、かなり珍しい。
この公開買付の日本側法律アドバイザーを務めてい
るのが、大阪弁護士会所属の僕である。
いま、日本企業は、生き残りをかけて、必死に世界

と戦おうとしている。我々も、そんな企業や、企業の
もとでかかわる様々な人のために、世界と、色々な意
味でボーダレスに戦わなきゃいけない。
また、渉外弁護士は、えてして超巨大企業のために
仕事をする「カネの亡者」のようなイメージで語られ
ることもあるように感じるが、実際はどうなのか、敢
えて整理しないまま、筆を執る次第である。

心構えについて（1） 
 ● 例えば、がれき広域処理と 
焼却に反対する。

まず、渉外弁護士業務とは直接関係ないことを暫く
書いてみたい。

1　1975年生まれ、修習54期　弁護士法人淀屋橋・山上合同所属

2　香港ではGeneral Offerという。

最近僕が、業務以外で力を入れているのは、京都市
民として、東日本大震災で発生したがれきを京都市の
一般廃棄物の焼却場で焼却処分することに反対する
各種の活動である。特に、がれきの京都での焼却に反
対する署名活動 

3
は、たった 2人で、京都河原町三条

で始めた活動を、少しずつであるが市内のあちこちに
広げつつあり、時間との戦いであって全く予断を許さ
ない状況ではあるが、なんとか京都市でのがれき焼却
を阻止し、日本中の広域処理をストップさせることが
できればという思いで頑張っている。
皆さんは「がれき」の広域処理は、被災地の復興支

援のために必要だと思っているかもしれない。しかし、
京都市が受け入れをしようとしているがれきの発生地
である宮城県で、既に発生したがれきの99％は、最終
処理されたか、又は仮置場に置かれており、がれきが
邪魔になって復興が進まないという状況にはない。原
子力発電所や研究施設から排出される低レベル性放
射性廃棄物 

4
であれば、決して焼却処理されず、青森

県六ヶ所村の施設で管理保管されるのに、放射性物質
による汚染度で言えば同レベルかより酷いものが、京
都や大阪をはじめとした全国の一般廃棄物の焼却場
で焼却処分されようとしている。がれき広域処理に要

3　当面、原則として街頭では毎週日曜日の午後3時～6時に実施。

4 　セシウムの場合、法令上は、100ベクレル／kgが下限であるが、実務
上、その数分の1から数十分の1まで、同様に処理される。

12　月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2012.6



渉
外（
国
際
）分
野

する費用の大半は輸送コストであるが、この受益者は
殆どが各地の廃棄物処理業者であって、被災地の復興
のための資金にはならない。そして、各地の試験焼却
では、「焼却したがれきに含まれる放射性物質の99％
は拡散しない」という環境省発表の内容が事実ではな
いことが各種民間調査で明らかになりつつあるが、報
道はされない。
僕らの先輩は、かつて水俣病を始めとした各種の公

害訴訟で、事件になってしまった後の「カネ」による
解決がいかに空しいものであるかを、知った筈だった。
しかし、いままた悲劇が繰り返されようとしているの
に、多くの弁護士が、不安を感じる市民の声に近寄ら
ずにいるままだ。市民の多くは、何をしたらいいか良
く分からないまま、抗議の電話をしたりするだけだ。
この声を聞いて、効果的な動きをしてあげる弁護士
が、もっといても良いと思うのに、僕は一連の活動の
中で、弁護士に会ったことはない。むしろ、市民の方
からは、「企業側の弁護士なのに、市民活動して大丈
夫かね？」と心配される。この認識が、真実を語って
いる。企業側の弁護士は、所詮カネのための弁護士で
あって、社会正義の実現に寄与していない、と思って
いるのだ。
僕は、いつも思う。弁護士というのは、国家から特

別に、資格を与えられている。これを自慢したりする
必要は全くないが、与えられている以上、活用しない
と勿体ないし社会の損失だ。弁護士資格のある人の活
躍を求めている場は、世界だって、地元だって、もっ
ともっとある筈なのに、いま弁護士は、業務外ではほ
とんど出てこない。そんなに閉じこもっていたら、本
来ある筈の仕事にも辿り着けない。何も、仕事は法律
上の争訟からのみ生まれる訳じゃない。もっと、色々
な人と業務外でも、つながれば良いのに。そして、そ
の中で、世の中を良くする力となること、それが「社
会正義の実現」なんじゃないだろうか。
つまり、僕がまず言いたいのは、渉外弁護士はこう

だ！と言う線はない、ということ。守備範囲という境界
が、日本と世界との間にない、ただそれだけであって、
何ら弁護士として目指すべき場所が違う訳じゃない。

求められていて、僕がやるべきモノであれば、市民運
動だって、渉外業務だって、僕は真剣にやりたいと思
うし、そういう気持ちがあれば、渉外業務は、最初困
難であっても、十分こなすことができるように思う。
逆に、所与のもの、与えられるもので満足する弁護士
には、市民運動も、渉外業務も、もっといえば、そも
そも社会正義の実現という弁護士法の理念の達成も、
やる資格がないと思う。ちょっと、渉外業務の話しか
ら遠いかもしれないけど、この点をはじめに強調して
おきたい。

心構えについて（2） 
●  留学前後の、留学する弁護士と 
事務所の、それぞれの心境。

少し渉外業務に話しを戻そう。次は、関西の弁護士
が留学する際の、ジレンマのようなものについて、書
いてみたい。
僕は、いまでこそ渉外業務が全業務の7割程度とな

っているけれども、留学前には1つたりとて英文契約
書や中文契約書を作成したことはなかった。僕には語
学能力がなかったことに加え、僕の所属事務所に、当
時（ごく一部のパートナーを除き）殆ど渉外業務がな
かったからだ。僕が留学前にやった業務は、国内業
務、特に、会社更生、民事再生、破産、特別清算とい
った、再建型を中心とする倒産業務であって、およそ
渉外とは縁がなかった。
それでも留学をしたいなあと思ったのは、色々事情
がある。1つは、倒産業務は、事務所の中で、他にや
ってくれる人が沢山いるなあと思ったこと。僕は倒産
業務、今でも大好きで、もっと6民も僕にくれたらい
いのにと思うけど（これをお読みの6民の方からの愛
情溢れるお電話を待ってます）、僕の事務所の他の弁
護士が一生懸命頑張っているのを見ていると、頑張っ
て「かぶる」必要はないなあ、と。他方、僕らの事務
所では、僕より前に留学した3名が、いずれも他事務
所に移籍して残らなかったという惨事が発生してい
た。戻っても事務所に渉外業務がないなら、渉外業務
がある東京の事務所に移籍しよう、このような思いが
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留学した弁護士側に発生するのは、僕もある意味やむ
を得ないように思ったが、これを放置したら事務所の
発展がないと思った。もし僕も同じことを繰り返した
ら、事務所の後輩は、益々留学しづらくなるだろう。
僕は、事務所のことが好きだったし、こういう事務所
の状況に鑑みて、戻ったら、苦しくても事務所の渉外
業務をリードするぞ！中興の祖になるぞ！という決意
で留学したのだった。
東京から留学してきていた仲間が、どちらかと言え

ばバカンス気分で留学していたように感じて、ちょっ
と羨ましかったけど、それを横目に、それなりに頑張
ったつもりだ。米国に2年弱、中国に1年弱留学し、
カリフォルニア州とニューヨーク州の司法試験に合格
し、米国と中国で実務経験を経て、中国語も実務レベ
ルまでマスターしてきたこと 

5
で、帰国後に渉外業務を

取り扱う能力の基礎を得ることができた。ただ、能力
があれば渉外業務ができる訳じゃない。僕に仕事を与
えてくれるクライアントがいる（来る）のか？正直と
ても不安になった。
実際戻った初年度は、いまタイムシート等を読み直

すと、業務のうち渉外と関係ありそうなのは、せいぜ
い1割程度だったと思う。しかし、時々ではあるが、
面白い案件に巡り会うことができ、事務所も、後述の
とおりすぐに中国律師を雇用しても良いということに
なったので、徐々に渉外業務は増えていった。帰国後
3年度目になる2010 年度に僕の売上で渉外が占める
比率が初めて4割を超え、4年度目になる2011 年度
で 7割程度になった。急がば回れ、とは良く言うが、
地味に頑張っていった結果、4年で、とても僕と現有
戦力では手が回らない位の状況になり、本当に忙しく
なった。
関西の法律事務所に勤務する弁護士で留学を検討

している者にとって、帰国後渉外業務があるのか？？
という悩みは、一部の大手事務所所属の者を除けば、

5 　2005年6月～UC Davisサマースクール留学、2005年8月～ UCLA 
Law School 留学、2006年7月 ニューヨーク州の司法試験受験、2006
年9月～Squire Sanders & Dempsey Los Angelesオフィス勤務、
2007年2月 カリフォルニア州司法試験受験、2007年4月 北京語言大学
留学、2007年8月 上海兆辰匯亜律師事務所勤務、2008年3月、日本復
帰。

共通する悩みだと思う。でも、本当に周囲の人はよく
見てくれている。やればできる、必ずできる、と思う。
積極的に頑張れば、自然と依頼がやってくる、僕の渉
外業務に関して言えば、本当にそういう状況であり、
留学時の不安は、結果として杞憂になった。

現地弁護士とのつながり
僕が相談を受ける内容は、いま本当に様々だ。う
ち、インバウンド（日本国内への投資等、日本国内
を主たる領域とする業務）であれば、日本の弁護士
として、良く分かる日本法が基本的なフィールドで
あり、新たに調べずとも分かることが多い。しかし、
アウトバウンド（日本国外への投資等、日本国外を
主たる領域とする業務）の場合は、自身で調べられ
ることには限界があるし、クライアントも現地弁護
士の関与・コメントを欲する。また、外国での交渉
や活動は、日本から行くと、コスト、移動時間の無
駄が生じやすい。結局、現地の弁護士に依頼しなけ
ればならない部分が大きい。
アウトバウンドの場合の渉外弁護士の見せ所は、
この現地弁護士として誰を選任し、どうコミュニケ
ーションしていくか、という点である。
しかし、上述のとおり、僕の場合、僕が日本に帰国
し渉外業務を開始した 2008 年当時、ごく一部のパー
トナーを除いて、渉外業務をメインとしている弁護士
はいなかったので、現地弁護士とのコネクションをど
のように築いていくかが課題であった。実際、当初
は、現地弁護士とのコネクションが十分ではないのに
事件を紹介してしまい、痛い思いをしたことがなくは
なかったことを正直に白状する。
この問題点を僕がどのように解消しつつあるか。答
えは単純で、嫌がらず、むしろ楽しんで、外国の様々
な人とのお付き合いを楽しむこと、これしかない。
例えば、先月は、ベトナムの弁護士と一緒にセミ
ナーを開催したが、まだ案件がそれ程多くない国の
弁護士との付き合いであれば、このような潜在的顧
客を開拓するような活動を共催して、つながりを深
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めるのは 1つの手であろう。また、弁護士会やその
他の団体での交流をうまく使う手はある。他人のつ
ながりでうまく現地弁護士とコネクションを作るこ
とも可能だ。IPBA（環太平洋法曹協会）の年次大会
の参加も、そのようなコネクション作りには役立つ。
他国の弁護士が日本に表敬訪問に来てくれるな

ら、喜んで会うし、チャンスがあれば、こちらも表
敬訪問に行く。この際、敢えて彼らの潜在的クライ
アントを連れて行ったりすると、彼らも喜ぶし、我々
も現地法人のある大企業の現地法務の依頼（例えば、
中国の細かい労働法に関する業務）を受けることは
殆どないので、実はコンピートしない。
そうやって、相手と接し、相手との交流・会話の

中で相手の能力をよく研究し、間違いのない相手に
事件をお願いする。現地弁護士も、良い仕事ができ
れば、また次の仕事を僕とやることに喜びを感じて
くれるし、逆に紹介してくれることもある。
とにかく、何でもつながりを持てることを色々や

ってきた 4年間であったが、それなりの成果を挙げ
ることができ、いまアジアを中心とする各地域の現
地弁護士さんと仲良くやれていることは、僕にとっ
て業務上も、人生上も、とても幸せなことだと感じ
る。渉外業務も、結局は国内業務同様、人とのつな
がり次第だ。

中国律師を雇用する
僕の現在の渉外業務のうち、中国と関係のある業

務が相当な割合を占める。その中で、中国律師の活
躍は不可欠であり、すぐ雇用しようと思うようにな
った。
しかし、僕らの事務所では、日本で育ったことの
ない外国人を以前に雇用したことはなかった。うま
く事務所に馴染むことができるのか、そういう人材
はどんな人なのか、正直迷った。
そんなとき、ある研究会で、京都大学の松岡久和
先生（私は、学部時代、松岡久和先生のゼミにオブ
ザーバー参加していた）の指導を受けておられる女

性の中国律師資格を有する方と出会う。日本の文化
に十分馴染んでいると思えたし、何より同じ教育を
受けた人ということで、縁を感じた。異文化である
故に、色々な縁があって、お互いを必要とする状況
でないと、うまくいかないと思った僕は、最初から
この方に狙いを定めて口説き、当事務所に就職して
貰うことができた。2009 年 4 月から働き始め、いま
4年目突入ということになる。
中国人律師の待遇や、所内での扱い、特に日本の

弁護士との扱いをどの程度にするか、については、
悩ましい問題がある。僕からすれば、全く同じ扱い
にして欲しいと思っているが、外国法事務弁護士で
はない中国人律師は、日本において何ら法律事務を
取り扱う資格がないのもまた事実であり、事務所の
他のパートナーとなかなか意見が合わなかった。た
だ、粘り強く事務所と、中国人律師と、それぞれ話
しをして、互いにちょっとずつ認めて貰うように努
力するしかない。
正直にいえば、色々問題もある。特に中国人から
すれば、待遇は能力に応じてどんどん上昇するのが
当たり前で、前年と大差ない待遇には納得しない。
しかし何とか 1つずつ山を登っているように思う。
4年目の中国人律師は、中国の法律事務所での経験
は乏しいが、粘り強い教育のため、正直かなり育っ
てきた。中国の法律事務所の新人の勤務状況を知っ
ている身としては、中国の法律事務所で勤務してい
た場合よりも良い教育を与えてやったという自負が
ある。
その後 2011 年には中国人の事務スタッフを雇用

し、今は中国留学中の日本弁護士の帰国が間近に迫
っていることもあり、2人目の中国人律師の雇用を
狙って物色中である。

クライアントを獲得する
僕の所属する事務所は、大阪では結構規模の大き
い事務所だ。故に、確かに、既存の、僕の留学前の
クライアントの渉外業務を取り扱うことも、決して

月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2012.6　15



少ないとは言わない。でも、僕の実際の業務の大半
は、帰国後に、新たに僕を気に入ってくれた、もと
もと事務所とは関係のない方がクライアントとなっ
ている。上場企業もあるし、変わった会社もある。
本当に、僕を選んで来てくれていると感じることが
できるのは、幸せなことだ。がぜんやる気が出る。
どうして僕は、そういう幸せな機会に恵まれてい
るのか、今回原稿を書く上で考えた。特に我々若い
者にとって、なかなか新しいクライアント、それも
上場会社や東京の企業を獲得するのは容易ではな
い。でも振り返ると、やっぱり人との縁だと思う。
何故クライアントになったかは、本当に様々で、他
の弁護士や専門職からの紹介というのもあれば、上
場会社なのに飛び込みというのもあった。講演を聞
いたり、論文を見たりしてくれたこと、大学での授
業 
6
がきっかけというのもあった。僕は決して、外向
的な人間だとは思わないけど、色々な人との出会い
は楽しい。そういう楽しいと思う気持ちが、次のク
ライアントとの出会いを運んでくれているように思
う。また、「良い子」ぶらず個性を遺憾なく？発揮で
きていることもあると思う。我々弁護士は、万人受
けを狙う必要がない。みな、自分の個性を遺憾なく
発揮すれば、その個性に惹かれてそれぞれクライア
ントがついてくるように思う。例えば、僕は米国や
中国に留学したので、狭い日本国内の移動は苦にし
ないし、距離があっても、様々なやり方でそれをク
ライアントに感じさせないフットワークの良さを発
揮できていると思う。おかげで東京にも、九州方面
にもクライアントができた。また、僕はクライアン
トに、単に法的にはダメだ、とばかり言わず、何か
しらの代替的解決策を示す。そういうスタイルを気
に入ってくれるクライアントには、欠かせない存在
だと言って頂いている。
AKBじゃないけど、クライアントと多種多様な接
点を持つことで、ファンであるクライアントに支え
られ、仕事を与えて貰ってる。売上的に見れば、ま

6  　同志社大学、京都大学及び神戸大学法科大学院で非常勤講師。京都
大学物質－細胞システム統合拠点客員准教授

だまだ事務所の諸先輩に追いついているとは言えな
いけど、この調子で僕が頑張り続けられれば、この
厳しい時代でも、先輩並かそれ以上（？）にやって
いけるような気がしている。だから、将来が暗いと
か、思わない。むしろ楽しみだ。

僕の業務
これをもっと書こうと思って考えたのだが、非常
に説明が難しい。一応、どんな仕事が多いか、と言
われたら、まず普通の、売買とかライセンスとかフ
ランチャイズとかの契約書を、色々な国の準拠法で、
色々な言語（日英中）で作成すること。あと、合弁
会社の設立や、株式買収、合弁や海外子会社の撤退
等、広義のM＆ A関係の業務の割合が比較的高いの
ではないかと思う。知財の割合も、中国を中心とし
て、低くないと思う。訴訟とかもある。渉外と一口
に言うけど、実際に出て来るのは、ある国の会社法
であったり、民事訴訟法であったり、特許法であっ
たり、様々な国の、様々な法律が登場する。そうい
う意味では、我々大阪の弁護士は、普通はジェネラ
ルに法律を勉強するから、実は渉外弁護士に向いて
いるかもしれない。比較法的視点から他国の様々な
法律を研究する必要があるため、日本法を広く知っ
ているということは、渉外弁護士の素養として、必
要なことだからだ。
最近やっている仕事の中で大きな比重を占めてい
る仕事の 1つが、冒頭に述べた香港の上場会社の買
収に関する業務だ。その詳細については、JCA ジャ
ーナルの本年 6月号・7月号に分けて掲載する予定
であるので、もし興味があればそちらをお読み頂き
たい。若干かいつまむと、香港上場会社の買収を、
交渉、DD、公開買付という一連の手続についてずっ
とやっている。公開買付は、日本にも香港にも存在
するが、香港のルールは日本と大きく違う部分があ
って、面白い。例えば、日本では、上場会社の株式
を、例えば、特定少数（10 名以内）の株主から、60
日以内に市場外で取得し、その結果、所有割合が三
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分の一を越えるような場合には、相対での SPA を締
結することはできず、公開買付によらなければなら
ない（金融商品取引法 27 条の 2 第 1 項第 2 号等）
が、香港では、SPA を締結して、大量の上場会社の
株式を相対で取得することができる。その代わり、
その相対取引が公開買付のトリガーとなり強制され
る（Article 26.1 of Code on Takeovers and Mergers）。
また、開示のタイミングやルールが異なるので、日
本と香港間での調整に頭を使う。特に、香港の人達
も、日本のルールとか知らないので、日本と香港と
の制度が違うことによる調整という点にはあまり頭
が回らない。こういう穴となる部分を、ちゃんと日
本側の代理人として考えてあげることができない
と、クライアントに迷惑をかけるので、香港法の問
題といっても、こちらが知らない訳にはいかない。
日々勉強である。
皆さんに身近に思ってもらえるのは、広義のインバ

ウンド業務だろうか。その中でやや異色なものとし
て、これは渉外業務と言うのかどうか分からないけ
ど、中国人実習生・研修生制度でやって来た中国人達
の、残業代等未払賃金の請求がある。日本人の中には
悪い奴もいて、我が国の最低賃金以下で、実質的に中
国人を働かせている奴がいる。実習生・研修生制度を
使えば、3年間、低賃金で働いてくれるから、特に単
純労働分野では貴重な戦力になっている。その雇う側
の事情もよく分かるが、結果として、日本に来たの
に、殆ど日本語が上達することなく、劣悪な条件で働
き、日本に対し悪い印象を抱いて帰っていく中国人が
多数いる。彼らは、日本語もできないから、未払残業
代があっても、請求する手段がない。また、帰国の際
に請求しても、ビザがないから、粘り強く自ら使用者
と交渉する時間もない。われわれのような代理人であ
れば、仮に帰国した後であっても、代理人が交渉し
て、得られた金員を後から中国に送金してあげること
もできる。僕自身は労働法の専門家ではないけれど
も、そういう中国人を代理して、3年間の苦しみに多
少でも報いてあげることができたのは、中国への恩返
しができたようで、嬉しかった。

将来像
そんな僕が、今度どのように業務をやっていくのだろ

うか。僕にも良く分からない。しかし、確実に言えること
は、企業の国際化が益々活発になっている以上、僕の国
際化も、きっと衰えることはないだろうということだ。海
外事務所との合併や、海外支店の設立等もあるだろう
し、外国の有資格者が北浜さん 

7
のようにパートナーとな

るようなことも、あるだろう。大阪にも西村あさひ法律事
務所が、一部弁護士法人化して進出してくる等、渉外業
務をやる大阪の弁護士には厳しい状況もあるようだし、
他に負けないスピード感のある行動が必要かもしれない。
でも、こういう国際化を進めていく上での僕の課題は、

むしろウチ内部にあると思っている。第1には、ちゃんと
これに耐えられる後輩を育てるということ。第2には、そ
ういう渉外業務を取り扱わないパートナーも含めて、所内
の弁護士のコンセンサスを取り付けること。僕は、前者は
比較的得意だと思うけど、後者が苦手だ。IPBAで一人
でガンガン意思決定をしているみなと国際の玄弁護士 

8

に出会ったときはものすごい衝撃を受け、率直に言って
羨ましかったが、しかし自分の置かれている状況にも利点
もある訳だから、なんとか我慢してちゃんと内部折衝すれ
ば、きっと僕と僕の事務所の可能性は、もっともっと大き
くなるし、市民・社会のニーズにも、益々応えていくこと
が出来るようになるのではないかと、思っている。
　結局僕が言いたかったのは、渉外に限らず、僕ら

弁護士の可能性は、かなりでかい、まだまだ僕らが気
付いていない領域が広く存在しているのではないか、と
いうこと。特に若い弁護士は、色々悩んでいる人もいる
と思うけど、あまり悩むより、まず行動した方が良いよ！
一生懸命頑張れば、他人は関係無く色々得られるし、
直接業務に結びつくか否かを問わず、委員会活動であ
れ、業務外の市民生活上の活動であれ、ちゃんと頑張
っていれば、誰かが評価してくれると思う。その努力を
する前に悩むのは、勿体ない気がする。

7　北浜法律事務所・外国法共同事業

8　弁護士法人港国際グループの玄君先弁護士
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