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地方企業の国際法務戦略� �
―情報収集・予算確保・人材育成・ネットワーキング

弁護士・弁理士（ユアサハラ法律特許事務所）　　　　　　　

矢　部　耕　三

１．はじめに
こちらの岡山大学法科大学院とは随分色々とご縁がございます。こんな感じで皆様にお話しさせて

いただくのは、２回目ということになります。４年ぐらい前に一回、お話しをさせていただいたこと
がございます。その時も聞かれた方がいらっしゃるかもしれません。

今回のテーマは地方企業の国際法務戦略ということです。これを具体的にどうやったらいいのかと
いうことを、情報収集や予算の確保や人材育成、ネットワークから考えようということであります。
話の内容としては、私の経験的なものの積み重ねでございますので、どちらかと言いますと、それほ
ど知識的に高度なものではございません。私が日々、地方企業の面倒を見させていただく立場からみ
て、上手くいくことはそれなりに上手くいき、そうでもないことにはそうではなくなる理由があると
感じているところについて、皆様と共有させていただこうというところです。

２．国際化に向かう気持ちとは？
国際化というと、皆様、非常に構えて考えられる方が多いと思います。弁護士でもそういうところ

があると思います。何せ日本全体で英語学習に必死な状態でございまして、東京オリンピック前、或
いはワールドカップラグビーなどがあるということで、やたらとあちこちで英語を勉強しましょうと
いうことにはなっております。最近、家内が見ていた女性誌の一部をちらっと見たのですが、２ペー
ジぐらいにかけて英語やり直し講座のようなことを書いてありました。二次元コードも付けてあり、
ここに行けば練習台が色々とあるのでどうぞみたいなことも書いてありました。そういったところが
本当に普通にはなって、皆さんが英語に興味を持ちはじめ、そういう意味での国際的な話に関わるこ
とが避けて通れないと思われるところではあります。しかし、それでもやはり気後れするなとか、少
しプレッシャーを感じるなとか、色々あると思います。

そう思ったところで、今朝ニュース番組を見ていたら、最近有名な関西系の女性コメディアンの方
のことが報道されていました。彼女は結構、英語が達者なのです。その成果がアメリカの人気芸能
オーディション番組への出演でした。まあ、英語が達者といえども、普通に日常会話がこなせる程度
なのですが、それでも堂々と舞台に立って、審査員からも笑いをとるわけです。衣装がなかなか奇抜
でしたから、その効果も無きにしもあらずですが、それなりに笑いはとれたものの最終的には不合格
になります。そうしましたら、彼女はそのまますたすたっと審査員のところへ寄って行って、「どうし
て私が不合格なのか理由を教えて下さい。説明して下さい。」と審査員に迫ったのです。これが一番大
爆笑を獲りました。実は、なんてことはないこれが米国人の普通の会話なのです。自分が不合格にな
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ると、すごすごと引き下がることはあまりない。何で俺がだめなんだ！何で私がだめなの！というパ
ターンの方が結構多いわけです。そこを堂々と外国人としてやって見せたところが、すごくおかし
かったのだろうと私は思います。

そういったところ、言葉はそこそこ話せるとすれば、現地へ行った時に、そこの人達がこういう思
考パターンのどんな感じで行動しているかというのをすぐにキャッチして、自分のものにして使うと
いうのが、一番手っ取り早い「国際化」と言ってもよいのではないかと思っております。実際、私が
留学経験をした時も、学生として一生懸命毎日英語で勉強している旦那様よりも、奥様の方の現地適
応が早いことがよくありました。ここでもキーポイントは、その方の性格というかキャラクターです。
どんどん現地の人達とコミュニケーションをして、そのスタイルを身に付けてしまうと、当然、話し
がし易い人だと現地の人からもみられるために、その先は現地の方の助けも得て、日常生活は順調に
進んでいくわけです。逆に、スーパーマーケットへ行っても店員が何をいっているかよくわからない
と毎日悩んでいるというような方もおられました。慎重に現地の情報をきっちり収集しようとされて
いるのはわかるのですが、リスクを全部考えないと何もできないというのでは、現地の人との意思疎
通もままならなくなります。ということで、言葉やリスクのことばかりを心配するよりも、腹の据わっ
たところでやっていただくという気持ちの問題も結構重要かなという風にも思っています。

３．地方企業における国際法務ニーズ①―データでみる現状
今日ご参加の方々を拝見しまして、やはり製造業のインハウスの方が多いなという感じがいたしま

すが、製造業以外の方っておられますか？宿泊業の方もおられますか。なるほど。色々な方がいらっ
しゃいますね。小売の方もおられますね。小売業も大変です。お客様の国籍を選べばせんので。恐ら
く、宿泊の方も小売の方も顧客だけでなく、サービスの為の供給ラインも、ある意味色んなところか
ら来ますし、自分のサービス自体を出す先もまた色んな方々に展開してしまうので、本当に国境がな
いというような感じです。それは法的に見れば、どこかにリスクが転がっているということにはなり
ます。本日お話しますように、そういう意味では、地方企業においてかかる法的リスクへの対応ニー
ズが増えています。まずはその、現状認識ということでやらせて頂きますが、これはいくつか公表さ
れているウェブサイト等にあるものをご紹介して、お話したいと思います。

レジュメの中で紹介した最初のものは某保険会社のアナリストが分析した資料であります。この資
料としては、国際化というのがどこの企業でも待ったなしだというものです1。それから、少し古い資
料ではありますがグローバル化ということで2016年時点での話を紹介していきます2。

実際のところ、日本の地域別のデータを見ても、海外に進出する又は進出することに興味を持つ企
業の数は、年々大きく増えてきています。日本の企業は調子が悪いといわれていても、このような
ニーズはどんどん増えてきています。2016年ですが、基本的に国際化の進出先としては、日本人に

1	 「海外事業におけるリスクマネジメントの重要性」深津嘉成（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社、2018年）
http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/201804113.pdf

2	 『「科学技術・イノベーション政策の展開にあたっての課題等に関する懇談会」これまでの議論の取りまとめ　第３章	
我が国の現状と課題』（文部科学省　科学技術・イノベーション政策の展開にあたっての課題等に関する懇談会、平
成27年６月１日）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/014/attach/1283148.htm
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とって親しみ易いという意味でアジア・欧州と北米が多いところです。ところが最近は、アフリカも
出てきています。日本企業が実際に現地で何らかのビジネスをしなければいけないというシチュエー
ションにまで至った場合の代表例ですが、一つはＭ＆Ａをするということです。現地企業を買収して、
自分の拠点にする。そのようなことが盛んに行われておりまして、2017年の時点で、672件もありま
す。1,000件まではいかないのですが、10年ぐらい前と比べると、３割から４割増しぐらいの勢いに
なっております。また、金額的には非常に大きくなってくる傾向があります。このような形で、外に
出て行くという形でのグローバル化というのは、結構それなりの覚悟と準備が必要で、日本の場合、
そこまでやるということになると、相応の体力がないとなかなかできないというところはあります。

客観的な数字として、こういうレポートの中で出てきたのは、いわゆるビジネスのグローバル化と
いうことですが、グローバル化といいましても本当に世界中のリソースを集めてやっていますといえ
る理想的な意味でのグローバル化をしている企業というのは、実は、それ程ありません。例えば、自
分の本拠がある土地以外の大陸で、自分の本国以外の売上の四分の一近くを稼ぎ出しているというレ
ベルの日本系企業というのは、それ程多くはありません。多くの国際化している日本企業での現状で
も、７割近くの売上をやはりまだ自分のホーム、即ち本国国内で稼いでいるといえるでしょう。残り
の売上の３割ぐらいが、少しずつヨーロッパや北米等からということで散らばっているような状況です。

また、海外進出先としても安定的なインフラがあるにせよ、北米が中心で85％ぐらい。ヨーロッパ
が10％いくかいかないかぐらいの状況というような感じです。先ほど触れたように何故かこれらの地
域に続いてアフリカが入ってくるのか知りませんけれども、日本企業としては、先ずはホームできち
んと稼いだ上で、ニーズに応じて外に行くという感じですね。

外国に行くパターンとしては、大体二つあって、日本から輸出をするというパターンが一つ。そこ
で行った先で製品を販売したり、サービスをする。もう一つは、先ほど申し上げたように、現地でビ
ジネスを動かさなくてはいけないということで、現地に拠点を作る。或いは、現地でパートナー企業
を選んで、独自にビジネスをやる。このパターン。これら二つのパターンで、概ねの海外展開は進行
していくということになります。

その時のリスクとして、一番大きいものは何かということですが、このレポートによれば、トップ
３が全部法律関係のリスクなのです。第一位は労働・雇用法の問題。確かに労働や雇用の問題は重要
で、法律の話ばかりではないのですが、当然、法律を知っていないと対応できないことが多いわけで
す。二番目が現地の法律や規制についてのコンプライアンス違反です。これは、やはり現地でのビジ
ネスオペレーションのために必要な規制に上手く対応できているのかということです。現地ビジネス
についての適正なガバナンスということでもあります。三番目が取引の中で生じるような債権回収問
題などのリスクです。この三つぐらいが海外に出ている、どちらかといえば拠点を作る方向でやって
いる日本の国際化をしている企業さん達の三大リスクという形になります。これらは、ほぼ全て法務
と切っては切れない話題ばかりです。

勿論、政治状況とか、テロとか、経済環境の変化は大体27％ぐらいの重さでの海外進出の不安要因
といわれています。特にテロに関しては16％ぐらいかと懸念されているのですが、法務に関係するリ
スクをカウントすると、純粋な法務リスクそのものは1.3％くらいではあるものの、既に述べたように
法規制の変更やＭ＆Ａなどのためのコンプライアンスなども考えれば、10％ぐらいを軽く超えます。
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ところが、これだけ大きなリスクを法務リスクや法務に関連するリスクとして日本企業は感じてい
るのに、そのリスク管理方法には、結構、心もとないものであることが分かります。皆様、頑張って
おられますけど、結局、海外進出先の拠点ごとに、行った先に任せてやっていますというのが現状の
ようです。海外拠点との情報共有やリスクの認識共有が、事前に出来ればまだ良い方かなという感じ
です。こういったところに、例えば、現地専門家をどう使うのか。細かく見ていくとそういった話し
が入っているのかもしれませんけれども、ただ表向き、あんまりそういうところは出てこないで、ど
ちらかというと何となく現地に任せるかなという感じになっているように思われます。現地のことは
現地がよく知っているのではないか、という考え方のようです。

そうなっている理由というのは、いくつかあげられるわけですが、結局は現地に行けるような本社
における人の訓練、教育ができていないということが出てきます。また、そもそも、情報収集がきち
んとできていないのではという話もあります。そして、恐らく根本的な問題であって、私などは実は
最大の理由ではないかと思っているのは、このレポートの４番目ぐらいに出て来る日本本社と海外拠
点リスク認識のズレです。日本のオフィスで感じられる姿と現地で感じられる姿とが結構違うという
ようなことがあるような気がいたします。こういう現状ということで見ていただくと、何となく日々
の皆様の業務自体に関しても、少し似たようなことを思い出されるかもしれません。

一方、もう一つご紹介しているデータとしては、日本はどれだけグローバル化、国際化についていっ
ているのかということを調査した文科省のレポートです。

産業構造審議会という経産省系列の審議会がありまして、知的財産権や産業振興を考えている審議
会なのですが、ここの分析結果に文科省は着目しています。日本の企業が競争力を保っているのは、
すりあわせ型産業や、素材・部品・製造業の分布するあたりとされています。このあたりは日本企業
の国際的な力が優れているということです。まさしく物作りというようなことなのでしょうね。お客
さまに優れたスペックのものを出来るだけ沢山供給するとか、個別にニーズのあるお客さまが喜びそ
うなものを作るというようなことが日本企業は海外進出としても得意ということです。

これに対して、モノを必要とするような消費者ニーズの接点を掘り起こすような情報のやりとり等
は、一体、誰がやっているのか、或いは得意にしているのかということですが、このあたりは、まさ
しく米国企業やヨーロッパの企業が強く、既に市場を持って行ってしまっています。所謂、社会の変
化を先取りするような技術開発とか、科学の知見で何かを研究をし、大きくこれから社会がこう変わ
るかもしれないから、それに合わせて色んな製品やサービスを出せるようにしよう、そのためには、
こういうものが必要だとか、ああいうものが必要だとかという発想自体を膨らませていくところに、
どうも日本企業は付いて行けないようです。いつも、後追いなのではないかということであります。
これが文科省のレポート曰く、日本の国際競争力を低下させているのではないかということです。

そうなりますと、日本企業は一生懸命、技術開発をして、知的財産権を守ってきたというわけです
けれども、考えてみると、いつの間にか他の企業と繋がりの少ない特に国の外の企業との繋がりの少
ないことばかりをしていて、国の外のユーザーとのニーズに関する確認すら遅れているのではないか
という問題を指摘されることになります。そうであれば、いろいろな研究開発などもオープンソース
方式にして、国際的にもっとみんなで一緒に研究して、共有できるものは共有してやっていってもい
いのではないかということになるでしょう。但し、こういうことをやろうとすると当然、色々なお約
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束事を協力する企業や人間同士でしなければなりません。また、オープンなところとクローズなとこ
ろのラインも約束事として、当事者で決めていかなければならないことになります。これは、まさし
く契約の世界です。

また、それぞれの国にはそれぞれの国での産業育成方針がありますから、それに沿った色んな立法
ができているのは当然で、これらを上手く利用すれば補助金をもらえることもあったり、うまく遵守
できなければペナルティーが来るというリスクが出るわけです。またここでも法務リスクが出るわけ
です。

従来、ともすれば日本の企業は、技術開発の話があれば、担当するのは技術の人にということにな
りがちでした。後でお話ししますが、中小企業の場合は、人のリソースとしてどうしても現場にいる
人が足りませんから、技術開発のようなことなら開発の人にやらせておこうみたいな話になってしま
います。しかし、技術開発の人は技術のことはわかっても、法律の話とか、制度の話とかはフォロー
しきれない。そういった時は、やはり法務的な、或いは、そういったことを扱える経験的な知識を持っ
た人材が必要になってきます。

あと、少し象徴的な傾向があるので、知的財産権を対象においてこれを見ておきたいと思うのです
が、特許というのは、皆様、どこかでご存知だとは思いますけれども、新しい発明に対してでなけれ
ば取れないのです。どこの国に行っても、新しい技術による発明でなければ特許は取れません。その
ために必ず特許出願をする時は、先行した技術・古い技術がどれくらいのレベルにいっているのかな
と必ず調べるわけです。これは、各国、洋の東西を問いません。今、世界中どこの国でも、このよう
な新規性の問題については、世界標準ということを考えますので、日本で出願するか、アメリカで出
願するか、どこで出願しても、必ず世界のどこかで、他の人が同じことをやっていて既に特許出願し
ていたら、それはもう新しくない。そうなると、これはアウトで、もう特許がそこでそのまま取れる
見込みはありません。

このような世界的に比較的共通した枠組みを尊重しようという知的財産権の世界においても、どう
いう技術について最終的に新規であり、進歩した発明と認めていくかは産業先進国と発展途上国で考
え方が相当違います。また、発展途上国では仮に新規性・進歩性がある発明であってもそれに特許権
を与えるようなことをしなかったり、或いは特許権を与えても独占させず、強制実施権のような制度
を導入して一定の種類の薬品については自国内の同業者に積極的にライセンスして使わせろと迫って
くる場合もあります。そのため、例えば、このような規制があることを知らずに日本の会社が現地で
薬品の技術開発をして、発明が出たら特許権を取りたいし、行使したいと思っても、なかなか難しい
ことになることもありうることはよく承知しておかねばなりません。

４．地方企業における国際法務ニーズの拡大②―地方企業での外国人材
さて、以上のようなデータを見ながら、いくつかお話しをしてきましたけれども、日本の企業全体

に国際化のニーズがあるわけであり、地方企業も例外ではありません。
一つはやはり労働力の問題。或いは、労働力という問題ばかりではなく、ある意味、会社のビジネ

スを進めるために必要な人材になるという意味でも、色んな国籍や人種の人々が我々の仲間になると
いう状況を避けて通れない。地方企業の方がより強いニーズにさらされていると言っても良いでしょう。
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もう一つは、川上産業である大手企業、特に日本の工業製品売上の上位を占める自動車であるとか、
コンピュータであるとかいうようなところの企業がグローバル化して、安い労働力と共に高い能力を
求めて、他の国に大きく工場や生産拠点を移してしまうような場合です。

さらに別の場合としては、顧客の市場自体が既に国内から外国へそもそも移してしまっているので、
外国を中心としてものを作りますということもあるでしょう。そうなれば、当然、そこと一緒にお仕
事をしている地方企業はどうしても仕事を失わないためには同行して海外へ出ていかざるをえませ
ん。これは、岡山でもそうでしょうし、広島などでも自動車部品産業などでは顕著なことでしょう。

あと、最近、少しずつ増えているかもしれませんが、地方ならではの色々なニッチなビジネスを
やっている企業が東京や大阪に出るよりも、いきなり国際的な市場に行ってしまうような事例があり
ます。こういう企業は、自分の地方拠点で確立したビジネスモデルや生産技術の水準について、国内
の大都市を飛び越えて世界的な水準を目指すわけです。

ここで、日本政策金融公庫が３、４年ぐらい前に出したレポートを見てみますと、なかなか面白い
ことがわかります3。このレポートは外国人人材の活用というテーマで出しておられるものなのです
が、正社員レベルでも外国人を採用することが普通になってきていて、中小企業においても日常的で
あるということです。地方企業でも同じ状況が十分あり得るということだと思います。ニュースでは、
外国人技能実習生の問題において規制違反の話がよく取り上げられていますが、現実の社会はより進
んでいるわけです。本当の問題は正社員として入って来てくれた人が、会社にとってしっかり働いて
くれるようになることが一番であることは間違いありません。但し、そこで起きることといえば、こ
ういった外国人社員に対する採用条件に関する問題、社内での処遇に関する問題など、他の日本人社
員と同様に起きうる問題がありつつ、彼ら外国人が日本人と同じように行動するとは限らないという
こともあるわけです。

例えば、終身雇用というような安定した雇用が欲しいというような外国人ばかりではないと思いま
す。給与の金額が大事で、それに不満があるならば転職も辞さず、しかもそれを頻繁に行っても意に
介さないということが当たり前である場合もあります。その時に、彼らの行動を非難しても、何も始
まりません。日本人的な発想ではないことを考えなければならない。そういう時代になっています。
そういう問題それぞれについての意味をきちんと外国人の従業員さん達と話し合いながら、自分達の
会社の中のルールとして作ってやらなくてはいけないということになります。このレポートはなかな
かよくまとまっております。業種構成も出ていまして、製造業での外国人雇用の比率が高いという感
じが如実に現れておりますけれども、飲食業、宿泊業でも多いようです。今、まさしくコンビニエン
スストアなどでも顕著ですね。最近も私の家の近くのコンビニエンスストアに行くと、スタッフの皆
さんの名札にはカタカナ、ひらがな書きになっていて外国人の方が多いことがよくわかります。日本
語は皆様、勿論達者ですね。

3	 「中小企業における外国人労働者の役割～「外国人材の活用に関するアンケート」から～」（日本政策金融公庫総合研究
所、平成28年12月14日）https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/sme_findings161214.pdf
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５．地方企業の悩み①―経産省中小企業庁の調査から
さて、さらにもう一つ資料をみてみましょう。こちらは経産省・中小企業庁における中小企業調査

の一部でして、国際化、特に海外を相手にしてのビジネスの実行や海外拠点を作ったりしての海外投
資を含む進出活動を課題4だと感じているけれども、そこで抱えている多くの悩み事について、中小企
業を対象にして行った2017年の調査の結果です。これも中小企業対象ですが、地方企業にとっても同
様な状況があることは予想されるだけに、参考になると思います。

ここから課題のみをピックアップしてみると、次のような感じです。
海外への投資の仕方の問題は色々とあるのですが、すごく生産性が高いと思われる産業が意外に外

国に行かない、或いは、外国を相手にするビジネスに積極的ではないというのはどうしてだろうかと
いう問題意識から行われたのがこの調査です。その時に何が問題で国際化という対応をしないのかと
いう理由として、必要性を感じないということが一つの大きな論点として出てきました。その一方で、
機会があればとは思うものの、結局、国内業務対応に精一杯で国際化まで考えられていないというこ
とも分かってきました。特に、国際交流に必要な知識がない、資金繰りが難しい、現地の人材を確保
できないなどの問題で止まっているということが明らかになりました。このあたりの条件が整えば、
国際化対応をしてみようという前向きなところもあるのかもしれませんが。

問題の本質を考えていくと、法制度や会計制度、行政手続等、或いは、技術流出対策・知的財産権
保護、人材確保・労務管理なんていうところにあることは間違いないといえるでしょう。勿論、品質
管理や技術指導などもビジネスを円滑に進めるために重要なことであるですが、思っている以上にや
はり法的リスクのマネジメントが必要であるということが、大きな障害であり、ここがもっと出来た
ら、より先に行ける、というところはあると思います。

６．地方企業の悩み②―事前予測か、事後対応か
今までに話したことを振り返っていただくと、弁護士として或いは企業内法務部門スタッフとして、

会社のビジネスに利益をもたらすという意味での働き方をすることは相当に出来そうな部分はあると
も思えるわけです。

ところが実際には、なかなかそうなっていない現実があると聞くことが多いのですが、その理由の
一つは、やはり事前予防なのか、事後対応なのかによる違いの大きさが、未だに企業内で整理がつい
ていないからであるように感じています。

従来、標準的な日本人の感覚からすると法の問題は、ビジネスの取引を行っていく過程では最後に
回る話であり、処理しないといけなくなったら、外部から専門家を呼んでやろうという感じがまだあ
ると思います。そうすると多少何か法的リスクがありそうでも、ビジネスとして利益を出せそうであ
ればそちらの判断だけ先行して、法的リスクがあるのか否か、それに対してどう処理していくのかと
いうことに対する作業の優先順位が下がってしまっているために、企業内弁護士に早期のビジネス判
断の段階でお呼びがかかりにくいということがあるように推察されます。しかし、実際にそういう法

4	 「2010年版中小企業白書　第２章　国外の成長機会の取り込み　４中小企業が国際化にあたって直面する課題」（平成
22年）https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h22/h22/html/k221400.html
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的リスクが現在化して、紛争になって損害賠償が請求されるとか、従業員が営業秘密を持って逃げて
しまった、という話に具体化してから漸く対応に取り掛かると、ようやく企業内弁護士にも声がかか
るということになるのでしょう。私が、実際にアドバイスをしてきた企業でも、問題発生の手前で何
とかしたかったというようなことが結構あります。

７．地方企業の悩み③―法務リスク把握自体の難しさ
更に、ビジネスの問題であれば外国のことであってもそれなりの損得は取引そのものとしてはわか

るとして、それの実現に関わる制度や法律については、日本での常識的な想像だけでは予想しないも
ののあるのが、外国です。或いは、外国と取引して輸入するという取引は国境を超える取引ですから、
いつもの国内でやっている売買による取引だけでは分からないこともあるのが普通です。例えば、関
税、或いは国際貿易に関連する輸出入規制やそれに伴うコストの分配や取引対象に起きうる損害につ
いての危険負担をどういう風にカバーするのかという話などは、損害保険でカバーすることも考える
こと等も含め、須らく法的問題ではありますが、外国でのビジネスに関する情報の話ともとらえられ
ます。

そうするとその外国の情報をどのようにして得るのか、生かすのかといえば、現地の情報を教えて
くれるビジネスコンサルタントに頼るというのも自然なことではあります。現地のビジネスとの人的
繋がりも多いビジネスコンサルタントであれば、一種のビジネスコーディネーターとして非常に有能
な方々もおられます。こういう方々のバックグラウンドは、元商社マンだったりします。

そういう方から色々な外国情報を得られることは有り難いことはありますし、その結果として、全
く何も情報がないよりは、ある程度ビジネスのための準備ができるわけですけれども、ただ、彼らも
法務ということに関して専門家とまではいえないことが多いでしょう。現場での知識や経験は持って
いらっしゃるから、会社の設立形式がこうです、税金はこうすれば安くなるのですというような実務
的情報は沢山お持ちの場合もあります。しかし、場合によってはある税務処理のやり方が実は脱税な
のですという話になってしまうリスクがあれば、どうでしょうか。そこはやはり法律家として企業内
弁護士が関わるようになるか或いは少なくとも当該外国情報を法務的にチェックできる社内スタッフ
が居れば、「大丈夫ですか？危なくないですか？」ということに気が付く可能性はあるでしょうし、そ
れだけでも、将来外国との間でのビジネスが滞るかもしれないリスクの芽を未然に摘み取るという意
味ではかなり違うはずなのです。

私は日弁連知的財産センターの副委員長をやっているのですが、そこでは毎年一回、国際プロジェ
クトチームが海外知財事情を視察しています。一昨年はベトナムに参りました。ベトナムでは何かも
のを買ったり、サービスを受けたりすると、三連式のレシートの中から赤い部分のコピーをくれるの
です。これは売る側やサービス提供する側にとっての義務になっています。これを客に渡す一方で、
その上に乗っかっている２枚のうち１枚が税務署に行って、最後の１枚は店に残るという仕組みです。
これをきちっとやれば脱税はできないということになっているようです。ところが、店によってはこ
の赤いレシートコピーをくれないところがあるのです。そこら辺の道端の市場で少し何か買う場合で
もなく、普通に高いシルク製品とかを売っているところがあっても、店が赤いコピーを渡してくれな
いとこもあるようです。そういったところと同じやり方を、実務的と言ってやってしまってよいのか
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どうか、外国におけるビジネスに関するリスク管理という意味では、慎重に判断すべき問題であり、
法的な精査をするべきではないかと思います。

そしてまた、外国での法的リスクの管理に関して、避けられない問題として日本語で外国の情報を
わかるようにする必要がどうしても出てきますが、外国語を日本語に翻訳するということに伴うリス
クは、法律文書においては一般の文書以上にあるということも意識しておかねばなりません。

日本人にとっては、共通言語ですから日本語にすれば社内での理解には助かります。但し、翻訳に
は完全に外国語から日本語にできるのかという問題が付きまといます。また、逆に社内において日本
語で考えて書いて整理したこと、例えば、社内教育という基盤を経営会議で決めたりして社内やグルー
プ会社で展開する際にこれを外国語に翻訳して文書化しても、日本語の通りに伝わっているのかはわ
かりません。私の経験からして100％趣旨やニュアンスまで伝わるというようなことは難しいです。結
構、怪しいところがあるぐらいに思っていた方がよいと思います。違う言葉や違う思考回路で言葉を
使っているという前提で、これを乗り越えて話しをする為には、翻訳にばかり頼っていることはでき
ません。

法務リスクとしてよく問題になるのは契約書です。日本企業の側からは、外国語ではわからないの
で全部日本語で作って、これを正文にしたいということがあります。外国語の翻訳は後で当事者の理
解をサポートするために資料としてつくればよいとされる場合もあります。しかし、これでは、外国
企業である相手方と十分にコミュニケーションがとれ、かつ法的にも双方当事者が同じ程度の理解に
まで行き着いているのかどうかは分かりません。

逆の場合もあります。契約書が英語を正文として書いてある場合、分からないからと日本語に翻訳
して日本企業が理解するということもあります。ここでも、日本語の翻訳が100％外国語の契約書を正
確にかつ文化的・言語的な制約も乗り越えて翻訳できているかどうかは分かりません。このあたり
は、弁護士であっても日本人だと外国留学経験者で当該外国語、特に法的な外国語について習熟した
人でないと、なかなか全部は分かりません。日本語の翻訳があることで唯一良いことは、外国語がで
きなくても少なくとも弁護士であれば、法律家という立場から見たら、こういう契約条項のロジック
はおかしいのではないか、或いはどうしてこういう危険負担の分配になっているのか等、法律家とし
ての専門的な疑問を持つことができるということはあります。

ある時、地方都市で弁護士をしている私の親しい友人から、英語原文の契約書の条項とそれに対応
するものとして契約締結後に作成された日本語訳での同じ条項部分の内容の整合性について質問され
たことがありました。日本企業の側で理解していた表明保証条項の内容と英語原文での該当部分につ
いての相手方米国企業の理解が食い違っているので、どちらが正しいのか判定して欲しいというもの
でした。この先生は大変な努力家で、英文契約が依頼者から持ち込まれると、顧問弁護士として責任
があるからと、まずは自ら英語の辞書を引きながらもきちんと原文を読むということをされていて、
その彼の努力の結果としては残念ながら、顧問先の日本企業が日本語訳で理解している内容と異なっ
ているという印象を持ったということだったと記憶しています。そこで、私が英語と日本語の両方を
拝見したみたところ、彼の顧問先の理解も日本語訳を基礎にすれば十分論理的であるものの、英語で
読むと一部の関係代名詞を使った修飾節のかかり方が明らかに日本語訳でのかかり方と違っており、
相手方の米国企業と理解にズレが出たのはそれが理由であったということが分かりました。
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８．地方企業の悩み④―国際法務人材へのアクセス障害
最近の翻訳アプリや AI 翻訳は非常に優秀なのでかなり頼れるところもありますが、でも100％とい

うことはなかなかないというぐらいのことで考えないといけないと思います。こういうところでは、
企業内弁護士の方にも外国語能力が求められたり、自ら実務的な外国語能力がないとしても、そうい
うことに対応できる外部弁護士を探し出すことが期待されていると言ってもよいでしょう。しかし、
それでは、そのような外部弁護士に行き着くにはどうしたらよいかということが、次の課題です。

このあたりは、歴史の結果なのでやむを得ないところがあるのですが、所謂国際業務をやる弁護士、
特に日本語で日本人としてやっているという人が、日本ではどうしても地域的に偏在しています。都
心部にしかいないという状況が事実として存在するので、そうすると何とかそういったところまでア
クセスしなければならないわけです。

この時に誰にどう行き着くと一番、皆さんの面倒をみている依頼者や働いている企業のニーズに
合った人に行き着くのかというのが分からない。最近、インターネットの情報検索で探し物はしやす
くなったと思いますけれども、それでも、本当に今自分のニーズをこちらの思っている予算感でやっ
てくれそうな人はどこにいるのかなというのは、いろいろなキーワード検索などを駆使しても、それ
だけでは見つからないことが多いでしょう。そうすると、このあたりはどうしても人脈を辿っていか
なくてはいけないことになります。その時に残念ながら先ほど申し上げたように、国際業務に経験の
ある弁護士が地域的に偏在しているために、岡山におられる外部弁護士ではやや難しいかもしれませ
んが、企業内弁護士であれば司法修習や法科大学院での縁から探してみるということもありうるで
しょう。

９．地方企業の悩み⑤―国際法務対応のための予算とその管理
先ほど、少し挙げましたけれども、地方企業にしてみれば、課題に気が付いたし、事実と法律に関

する関連情報もある程度集めた結果、ビジネス上の法的リスクがありそうだと気が付いているものの、
判断に自信が持てないので、弁護士にアドバイスをもらいたいといった場合に、実際それにかかる時
間とコストはどうなるのかということです。特に費用ですね。これに関しては、国際業務をやってい
る先生方が少数であり、地域的のみ偏在していることから専門性を高く評価するという形での費用設
定が定着してしまっています。そのため、そういう弁護士を使える企業といえば、結局日本でも上場
企業や外資系大手企業ばかりになってしまっているという現状の中で、地方企業の目からみると金額
に「０が一つ多いかな？」みたいな感じになるということがどうしてもあります。

10．地方企業の悩み⑥―国際法務人材集積の不足
もう一つの問題は、何とか上手く国際性・専門性のある弁護士に繋がることができ、そういった話

を社外につなげる人脈を持てるような人が社内に随分育ってきましたということになったとして、ど
うやって彼らを社内に残していけるかです。ここには、当該企業内弁護士が法務部門にいる場合とそ
うではない場合があると思いますが、企業内法務として蓄積した知識や情報を次の世代に伝え、更新
していくかについてシステムとして、あるいは制度として組織化する努力が必要になってきます。誰
か能力のある人に任すということは良いのですが、それが個人芸になっては企業としては意味があり
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ません。その人が退職した際に全部回らなくなってしまいましたということでは一番困るわけです。
また、こういう人的リソースの集中が権限の集中を生むこともありますが、ここには腐敗が生まれる
危険も出てきます。

実際にあった事例ですが、ある欧州の会社で製薬関連の企業でしたが、日本の同業他社に対してラ
イセンス契約を結んで日本で取得した当該欧州企業の特許を使った技術を導入してもらって、実施料
収入を得ていました。しかしある時、本社の側で把握していた実施料収入の情報について、相手方で
ある日本企業の関係者と情報を突き合わせてみたら、お金の支払い方が契約書通りになっておらず、
売上は伸びており、ランニングロイヤリティとしてはもっと支払われるはずのところがどうも比例し
て伸びていないということに気が付いたわけです。これに気が付いた欧州企業側としては、当然調査
を開始します。社内だけでなく、相手方の日本企業にも協力を求めました。結論としては、日本企業
側で国際分野の業務を集中させられていた役員と彼のお仲間社内グループや社外のコンサルタントも
巻き込んだ汚職事件だったということがわかりました。この日本企業側役員は同社の中で最も英語が
できる人ということで国際業務を任されて出世してきた人だったのですが、他の役員や企業としての
監査機能が十分に働かなかった結果、欧州企業側からの指摘がされるまで、腐敗が隠蔽されていたと
いうことです。企業ガバナンスの問題として違法行為にまで至ってしまっていたということですね。

11．地方企業の悩み⑦―国際法務対応頻度の少なさ
以上のような次第で、地方企業が国際法務に関するサービスを確実に得ていくためには、社外・社

内のいずれにおいても頭の痛いことは沢山あるのが現状なのかと思います。
しかし、英語の契約書や、或いは英語化しなくてはいけない文章などは、皆様の手元にはどれくら

いの頻度できますか。例えば、一週間に一回、一ヶ月に一回、半年に一回、一年に一回ぐらい、どれ
くらいでしょうか。外国を相手に取引をするというのは、そもそもあまりないのでしょうか。あるい
は、うちの会社で採用している外国人社員教育をどうしたらいいのかということの方がより身近で
しょうか。

この国際法務対応頻度が低い場合には、会社として、その部門に必要な人材やインフラについての
先行投資についても躊躇するという悩みもありますね。

12．国際法務対応のための情報収集とは
地方企業にとって国際法務に関しては色々な困難があるわけですが、最初の課題は情報収集、特に

ご自身の会社のニーズを把握することでしょう。色々な情報が国際法務というだけでも世の中には沢
山あるわけですけれども、全部を何でもかんでも集めてもしょうがないわけです。やはり目的意識を
もって、何を調べるかというように調査計画を立てる必要があります。そのためには最初に自分の会
社として、今、何が国際法務的なトピックとして必要なものなのかをよく考えることになります。

⑴　国際法務の総合性と専門分化
例えば、国際的売買の話なのか又は施設を借りるための建物リースの話なのか、或いは株式取得に

よる現地会社の買収なのか、実際そこで行われるビジネスに則したものとして法律問題のトピックを
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明確にする必要があります。例えば外国人労働者の雇用問題といったところで色々な形の就労状態が
ありますから、その問題に関わっている上司や従業員が一体何を考えていて、どうして法律的問題が
起きたのかという分析をすることを始めにやらなければなりません。

先ずはそういう基礎情報を把握、整理することが、企業内弁護士としての仕事の出発点として一番
大変だし、一番重要になってくるかと思います。ここで単純に現場の人の話しを聞いてくるのではお
そらく十分ではないでしょう。そうではなくて、事実を整理した上で法的リスク、しかもそれが複雑
なものから容易なものでありうる法的リスクを法的にロジカルな形で整理することが必要です。こう
いう前捌きの作業がありませんと、企業自身の国際法務ニーズがどういう形で目の前に存在している
のかを把握することができません。

よくひとくくりで国際法務といわれてしまうのですが、国を超えてやる法務を全て国際法務であり
うるとして、そのうちのかなり多数は企業の取引に関する法務でありますし、そうなってくるとそれ
ぞれの企業が持っているビジネスニーズに応じて専門的に関わりやすい法律分野というのが、色々と
あるということになります。そうするとそのニーズを先ずは企業内弁護士としてしっかり把握・整理
した上で適切な外部の国際法務人材を探すことになります。

企業の資金調達のために日本だけでなく海外の市場での株式上場ということもあるでしょう。或い
は、飽和した日本市場では売り上げが頭打ちの製品でも、海外市場では需要があるということならば、
外国企業との貿易取引・国際売買は必要でしょう。そして、その取引条件は、当然ながら当事者が契
約で決定すればそれで良いということにはならないのが現代であります。市場における占有率や取引
条件決定における優越的地位の影響があるようならば、当事者の契約についても競争法・独占禁止法
の規制に服することになるのは、どこの国に行っても同じでしょう。技術導入や共同開発がうまく行
くかとおもっていたら、どこかでの行き違いで契約上の義務履行に問題が生じ、訴訟、仲裁、調停と
いうような紛争解決手続を日本で外国当事者を迎える場合もあれば、外国へ行って国際的に行う場合
もありえます。

その意味では、国際法務もいろいろな専門分野においてそれぞれに異なりがありますし、弁護士と
して国際法務ができる人でもそれぞれに得手・不得手がありますので、企業内弁護士としては、どの
弁護士の、何の専門分野に関わる問題なのかをよく事前整理すべきでしょう。ここでは、専門化が深
化して、産業別の他社事例にも詳しいことなども入ってきているのが、より最近の傾向といえるかも
しれません。

さて、皆さんへの質問ですが、国際法務における頻回ユーザーである産業はどこでしょうか。特に
契約上の支払で国際的紛争に関わりそうな産業です。今、商社というお答えがありましたね。勿論、
商社はありえます。国を超えて毎日取引行為や企業への出資をしているでしょうからね。商社以外で、
このような外国との間で紛争を抱え込みそうなのが、実は建設業です。特に大きなプラントや建造物
のプロジェクトに対して、彼らは共同事業体として加わっていくわけです。今、大手の建設業社で日
本の中だけで食べていっている会社は少ないのではないかと思います。どんどん他の国の現場に行っ
て、ものを作っています。代表的なところでは、シンガポールの仲裁協会などを舞台に日本の企業も
盛んに当事者として国際仲裁や調停に絡んでおり、日本の弁護士の中でもこういう紛争への代理人や
仲裁人として登場される方は出てきています。



組織内弁護士研修講義録

－13－

こういうより詳しい専門性についても地方企業の企業内弁護士としては、よく情報収集をしていか
ないと、自社の法務ニーズに合った人材に辿り着けないということになるでしょう。

⑵　紛争か、取引か
企業の生理として、法務というのが、異常な事態が始まってから対応するのであれば、それは紛争

処理という事後的な形で対応します。いわば「火消し」の役目です。「火消し」のために必要な情報を
事前に整理をしておいて、その火消しに必要なところで、自社の利益や社会的評価を保全することを
訴訟の中でどう実現できるか考えつつ、時間やコストについてコントロールすることにも気を遣うと
いうのが通常企業内法務が負わねばならない役目といえるでしょう。場合によれば名誉ある敗訴もあ
るのでしょうが、基本的には勝ちきるための能力ある外部弁護士を探してくるというのも企業内法務
担当者に期待される役割といえるでしょう。

一方で、この場面では、紛争処理ですから「後ろ向き」な作業です。地方企業の場合、私、思うの
ですが、こういう火消しのために企業としての全精力を投入することはそんなにないと思います。専
門分野として火消しのためだけに働くというのは、ある意味、紛争処理を専門とするという意味で言
えば外部の弁護士の役割といえるでしょう。では、企業内で紛争処理に関わる人達がどういう人たち
かといえば、資格を持つ企業内弁護士も含めて、日常の業務として企業取引の話をやっている人たち
です。前向きなビジネスの話のためにも働いてくれる人達が、「後ろ向き」の問題に勢力を多大に費や
さなければならないということでは、結果として社内の人的リソースの有効活用という意味からも難
しいことになります。そうすると、企業内法務の容量が比較的小さな地方企業にとっては、まず日常
からの法的リスクコントロールをどうしたらよいのかが課題となります。営業現場や販売等をやって
いる人達が、定型的な契約を使って行っている取引に、実は個別の取引条件に当て嵌まらないところ
があるかもしれませんし、そもそも契約というのがカスタムメイドだということをよくわかっておら
れないところもあるでしょう。このようなレベルで法務リスクが累積して、最後に紛争化した時に初
めて企業内弁護士のところに持ってこられても、それは時すでに遅しというところで、それから紛争
解決や処理のために費やされる時間、労力、費用などが、明らかに「前向き」には使われなくなって
しまうことの企業にとっての損失を、企業経営陣としてもよく理解してもらう必要があります。

知的財産権を例に取ると、その傾向が物凄く顕著です。地方企業だと、企業内弁護士も含めて知的
財産権の法務リスクを予め気づけるスタッフが少ないので、知財権の話も紛争化して初めて企業経営
の前面の問題として浮上してくることがよくあります。ライセンス契約の実施でもちょっとした違反
が放置されたために、契約違反のペナルティでライセンスロイヤリティが上がってしまって開発・製
造のコストが高くなってしまうとか、ロイヤリティの計算方法や書類の報告や検査においてより厳し
い支払い条件での新ライセンス契約を契約更新時にライセンサーである知的財産の権利保有者から求
められたりするなどということもあります。本当は、そういうことのないように、日ごろから契約書
に潜んでいる法務リスクを知った人と技術開発を担当する人たちの間で相互の意思疎通とサポートが
あれば、会社にとっては技術開発を真に会社が儲けられる種としていくことができるかもしれないの
です。しかし、そういう日常的ケアがないと、常に法務リスクは「発火」してから顕在化し、それに
対する「火消し」に終始してしまうことになります。これが繰り返されていては、企業、殊に地方企



「臨床法務研究」第23号

－14－

業にとってはその企業としての発展を大きく妨げる爆弾を抱えているようなものだともいえるでしょう。

⑶　産業の在り方自体の変化
最近では、産業の在り方や分野そのものがどんどん変わってきていることにも注意が必要です。色々

な分野の多様なニーズが出て来ます。
皆さんよくご存じのインターネット自体に関わる知的財産権やセキュリティの問題もあれば、イン

ターネットの上での商取引における消費者保護、独禁法や競争法との関係に関わる法的リスクという
のは、今や我々の社会に存在する普通のことになっていますね。例えば、データ処理の問題、これも
個人データもあれば、そうではない非個人データみたいな関連の話しが知的資産として焦点になって
きたりしています。限定提供データみたいな話が、伝統的な知的財産法の領域では捕まえきれないも
のですから、結局、不正競争法防止法でなんとかしようという話も出てきたりしています。ビジネス
がおかれている状態がどんどん変化していって、今まで考えつかなかったような問題も生まれてくる
ということです。このあたりは、実をいうと、地方企業だと追いかけにくいものです。なかなか気が
付かないということがよく起きます。都市部でもわかっている弁護士は居てもそんなに多くはないの
で、そういう人を探すのは少し大変です。

⑷　隣接士業やコンサルタント
他方、定型化しそうな話、或いは典型的な例が予測可能な範囲で今後積み重ねられて行きそうな問

題に関しては、今は、弁護士ではない人達も沢山専門業務としてサービスを提供しているということ
も出てきています。隣接士業といわれる人たちも一生懸命努力しておられるので、非常に専門性は高
くなってきています。行政書士であれ、司法書士であれ、あるいは弁理士であれ、専門的書面作成や
限定的な紛争処理という場面ではありますが、依頼者のニーズとコスト感にあったものを業務として
提供してくれることはあるわけです。そういう場面では、弁護士、特に企業内弁護士が一般的法律専
門職として、いわばリード役のコンシェルジュやコンサルタントみたいな役割を果たしながら、依頼
者の要望に合った業務成果をタイムリーに一つずつ作り上げるという形でも私はいいのではないかと
いう風に思ってはいます。

⑸　公的サービスの利用
ただ、現実に情報収集や準備の方法として地方企業の場合に多いのは、公的なサービスによる地方

拠点へのアクセスでしょう。国際的情報であれば、これはかなり一般的であると思います。
皆さんの会社なんかでも恐らくご存知ではないかと思いますけれども、経産省の地方経済産業局が

国際的な情報についてはいろいろな資料を公表していますし、各地方の商工会議所には国際化支援
チームがあって、国際化に対するニーズを集約して、地元企業への相談業務を提供したり、場合によっ
ては地元企業の外国での現地サポートをするために、外国に支援オフィスを作りに行かれたりという
ようなことが、ここ10年ぐらい盛んに行われています。
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今回ご紹介した情報としては、少し古いですが平成24年のもので、まさしく中国地域でのものです5。	
岡山から広島、このあたりに関する海外展開支援会議というところから発信されたものです。この会
議の基点はやはり中国経済産業局でありまして、そこに元々は日本の輸出をサポートして、今は輸入
の方もやってますが、JETRO が情報提供や公的アドバイスを提供したり、或いは海外からのサポー
ト情報を中小機構とかと繋がる地方の企業関連団体に提供しているという仕組みでした。岡山商工会
議所なんかも当然ここには入っていますし、岡山県産業振興財団も関与しています。

こういう官のものではありますけれども、組織的にある程度日常的に地方企業に提供しようという
仕組みはかなり各地方で出来上がってきているので、国際的情報について全くアイディアがないと思
われるような時には役に立つことはあるでしょう。

皆さん、JETRO のサイトをご覧になったことはありますか。あれは結構役に立ちます。外国情報
は、翻訳調で変な日本語で書かれているともよくいわれるのですが、最初の情報取得元としては相当
役に立ちます。勿論、詳細を読んでいると、法律家である私なんかの目から見ると本当かなと思うこ
ともあったりして、現実はもっと調べてみないとわからないねと思うこともあるものの、先ずはきっ
かけの情報として、JETRO の情報は、非常によく纏まっているといえるでしょう。その JETRO は、
最近活動のシフトをアメリカ、ヨーロッパ、中国から変えてきていて、中東やアフリカを狙っている
ようです。そのせいでしょうか、最近ドバイにもその支所を増設しました。どうしてドバイなのかと
思われるかもしれませんが、実はドバイは欧州やアフリカへの商流の中継点であり人やビジネスが行
き来する交差点なのです。元々、歴史的に古くからの関係があるわけですけれども、ドバイに対して
法務やビジネスコンサルティング業を多く提供しているのは英国の法律事務所や会社です。ドバイの
法律に関するサービス提供でも、アラブ首長国連邦のドバイ資格の弁護士がやるというよりも、英国
人のコンサルティングサービスや英国資格のソリシターである弁護士が提供するということが相当多
いのが現状です。

あと、もう一つ JETRO が力を入れているのは改めて南アジア、東南アジアです。シンガポールの
支所は東南アジアだけではなくて、インドやオーストラリアまで範疇に入れて業務を考えておられる
ようです。その意味で JETRO サイトは、結構、注意してみていただくと色々と役に立つと思います。

以上ご紹介したような公的な情報源では各種セミナー等をやっておられるので、こういう企画に法
務部の方が行くというのも一つの考え方なのですが、企業の経営幹部の方に行っていただくと経営陣
自身の意識覚醒や気付きになるかなという感じもします。ここでご紹介した事例は広島や鳥取の例ば
かりで、あまり岡山の例がないので、もう岡山はこういったところに頼らなくてもいい状況まできて
いるのかなということもありますが、さて、どうでしょうか。

この後は少々シビアな話しですが、予算と人材育成という話です。その後で、簡単ですけれどもい
くつかのシミュレーションを考えてみたいと思います。

【休憩】

5	 「平成23年度実施事業の報告（中間とりまとめ）」（中国地域中小企業海外展開支援会議、平成24年３月１日）
	 https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/kokusai/pdf/meeting/04_h240301_1-04.pdf
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13．地方企業のための国際法務と法務予算コントロール
法務予算は、会社の外のサービスを雇うということであれば、常に出て来る問題です。当然、安い

方が良いということになるわけですけれども、ただ、お値段というのは、それはそれに見合ったもの
であるということで初めて需要と供給が成立するのでありまして、そうでなければなかなか中身と値
段が一致しないわけです。一致しないものを取引するという市場はないでしょう。そうすると今まで、
司法改革以前の日本の法務市場がどういう状況だったか、率直に申し上げれば、私としては、完全に
売り手市場だったと思います。サービスプロバイダーである側が、主導権を握る市場という感じだっ
たと思います。その意味において、法務サービスに関する費用、端的にいえば弁護士の費用、或いは
そこに必要な費用に関していえば、基本的には弁護士が提示する価額について、それを少し安くする
ことが出来るか、出来ないかというぐらいしかなかったと思います。伝統的にはそういう状態だった
と思います。

そのあたりが、司法改革の一環として法科大学院導入があった結果、弁護士の全体的な人口が増え
たことで大きく変化したことは間違いないと理解しています。従来からの弁護士業務である訴訟をす
るとか、事後的な火消しをやるというような形での業務に関しては、市場はある意味多様になり、
段々と供給者側中心の理屈で報酬の決定が出来なくなってきたというところがあります。弁護士会自
身による弁護士報酬規則があった時代を我々は知っているわけですが、あれも競争法的には問題であ
るということで廃止されているのが現状です。

⑴　着手成功報酬方式と国際法務
では、今はどうなのかということですが、今は弁護士としては弁護士職務規程などでは、一般規定

ですが、依頼者から案件を受任するにあたり委任契約を作成して受任内容と共に「適正」で「妥当」	
な弁護士報酬についても、その定め方を明らかにしておかなければならないということが書かれてい
るわけです。それ以外はある意味、自由に決めて良いのですよということにはなっています6。ただ、
自由に決めて良いのですということになると、これはこれで依頼者、ここで言えば地方企業としては
困ってしまうわけです。どういう風にしたら、案件ごとにどれ位の費用がかかるのかという予算を立
てなければならないのですが、依頼者側においてこれについての情報が多いとは言えません。こうい
うところを慮って、最近は予め委任契約書の基本条件や弁護士報酬の定め方の基本を事務所ウェブサ
イトで明示する法律事務所も増えてきました。

しかしそれでも、地方企業が国際法務について外部弁護士について依頼しようという場合などに
は、困難性を感じるかもしれません。特に、今までのやり方で、どちらかどいえば売り手市場、即ち
サービスプロバイダー側が主導権をとって決めていたという時代に定着していた着手・成功報酬型の
ものは、今のような企業のニーズに応じた契約審査や制度調査というような弁護士の業務について考
えるとすると、うまく合わなくなってきていると私としては思っています。そもそも着手・成功報酬
というやり方自体が、最初はよく結果が予測できないけれども、そういう性質の作業を弁護士に委任

6	 弁護士職務基本規程・第24条及び第30条。
	 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf



組織内弁護士研修講義録

－17－

して、委任した結果が依頼者にとって成功と評価できる結果となったら成功報酬が払われるというも
のです。紛争処理、特に訴訟のような弁護士業務への報酬の決め方としては適していたと言えるでしょ
う。なぜなら、訴訟手続そのものについては、結果は裁判官次第かもしれないが、その手続の中でやっ
ている弁護士の業務のプロセスは依頼者側としても大体何をやっているのか予測は付きますから、後
は中身の法的議論や立証の作業を専門家の弁護士に任せて、その指導に従っていれば良いという感じ
であったと思われるからです。そういう意味では、弁護士報酬の決め方としてある意味で透明性があ
る方法ともいえます。

しかし、企業内ニーズに応える法務、国際法務のようなものに至っては、そういう意味での透明性
はないかもしれません。特に依頼者側から見ると、個別の企業ニーズに応じた国際法務を取り扱う能
力も含めた専門性というものは、企業として十分な知見や知識、あるいはそれを目利きできる人材が
少ないという方が、従来は多かったのではないかと思います。先にも触れた通り、特に国際法務につ
いては、地方企業の場合、情報収集がうまくできていないことが多いでしょうから、尚更であったと
思います。こういう弁護士業務では、依頼者からみると透明性が乏しいものについて透明性を求めて
いく作業が必要だということになります。即ち、依頼者としても国際法務を弁護士に依頼するならば、
現地の情報を先ず集めて、自分達にとってのリスクが何か見極めなければならないということになる
でしょう。それに応じた形で、どんな作業結果が欲しいという風に決めていかないと、弁護士に依頼
すべき業務内容すらなかなか決まっていかないのではないかと思います。それを社内的に決めたとこ
ろでこれに見合ったサービスを出してくれる専門性を持った弁護士がどこにいるのか、という風に探
していかないと、弁護士報酬そのものを決めることすら覚束ないということにもなりかねません。こ
うなると、やはり着手・成功報酬というやり方では、なかなか弁護士報酬を決められないとうことに
なるでしょう。もちろん、上手く交渉ができたとか取引条件として依頼者に有利な契約が出来上がっ
たというような弁護士業務による成功の結果が生じた場合に、そこにおいて成功報酬を加算しますと
いう方法もあるかもしれません。しかし、国際法務を必要とする国際取引や国際的紛争においては、
弁護士の業務の内容や結果が主となって大きなビジネスの結果が出るわけではないので、弁護士の業
務部分の貢献度だけを評価するのであれば、成功報酬というのはなかなか難しい報酬決定方式だと思
います。

国際法務の中でも現地の行政的規制に対する対応などでは、成功報酬方式というのも適するかもし
れません。例えば、行政庁への手続を代理しますという業務であると、それに対する審査や許可とい
う手続というところが基本的に行う業務ですから、各国においてその行政的手続は法律上決まってお
り、どんな作業を行うかという業務の「形」はもう分かっているので、代理人として行う業務として
専門家の能力を発揮してもらうのはそれぞれの手続で必要とする書類の内容やその書き方においただ
けだということで、ある意味作業内容が明確になり易いといえます。そうであれば、着手・成功報酬
方式というのも、予測の確かさがそれなりにある「費用」として依頼者である企業としてもしょうが
ないかなと受け入れ易いとはいえるかもしれません。

⑵　顧問料方式の良し悪し
それでは日本では普通に多い顧問料という報酬決定の在り方はどうでしょうか。個別案件として着
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手・成功報酬方式で業務を受けないような日常的相談業務のようなものは、何時、どういう風に依頼
者ニーズが起きるかもわからないので、取り敢えず一種の保険の掛け金のようなものだと思って、顧
問料という形で弁護士報酬を予め設定して払いますので、その範囲で基本的には個別訴訟や紛争案件
にならない弁護士の業務は全部カバーして下さいということになります。

外国でもこういうことはあります。リテイナー・フィーというような呼び方をして、米国なんかで
も一定の分野での法律相談や企業取引に関する法律アドバイスが反復的に発生しうるような弁護士の
使い方をする依頼者企業、例えば大手の金融機関などは、金融規制専門の法律事務所を年間いくらと
いうようなリテイナー・フィーで使う一方で、特別な大型取引案件や紛争処理になった場合には、別
途に時間制報酬を決めて、タイム・チャージ方式で弁護士報酬を決めていこうというやり方をしてい
るところもあります。

ただ、弁護士人口が総人口比において少ない日本だけでなく米国のような弁護士社会の国において
も、顧問料という先払い方式で弁護士報酬を決めてしまっているのなら、かなり広汎に弁護士業務を
その顧問料の範囲内で全部やって下さいというパターンも出てきているようです。依頼者としては弁
護士報酬が予測し易く、それをコントロールするには便利なわけですが、サービスプロバイダーであ
る弁護士が顧問料の範囲で受けられる業務についてはどこまで入るべきなのかについて強いプレッ
シャーが弁護士の側には生じることになります。弁護士の立場から、もっと専門的なサービスも提供
できなくはないが、顧問料に指定されたような定額の範囲内ではできませんよということになると、
弁護士の専門的能力を十分に引き出せなくなる可能性もあります。

もう一つ依頼者企業の視点からみて、顧問料方式で弁護士報酬を支払っているとなった時に、実際
に依頼者側からのニーズがなかった時、その顧問料の支払いに合理性があるのかという疑問が出ると
いうこともあります。ある程度、漠然としたニーズはあると思いつつ、国際法務の場合なんかでも、
顧問料を支払う程に当該範囲のニーズは頻繁ではないということもあるでしょう。また、国際法務と
言っても企業統治・不祥事問題なのか、独禁法なのか、破産なのかなど専門性ごとに顧問料を支払っ
ている先の弁護士の能力とミスマッチが出るというようなこともあるでしょう。そうすると、この顧
問料という弁護士報酬の決め方で良いのかなということも社内から疑問が出て来ることも十分有り得
るわけです。

以上のようにみる限り、顧問料方式には、色々と工夫しないといけないところがあるように思われ
ます。

⑶　定額制の長短
定額制というのは、一定の手続や業務提供にはこれだけの報酬と定額を決めてしまう方式です。知

的財産権の出願手続など行政手続的な代理業務だと、先にも触れましたがわりとこのパターンが多い
と思います。ただ、これは、ユーザー側としたら非常に楽なのですが、サービスプロバイダー側であ
る弁護士としては、恐らく顧問料方式以上に、その後に相当色々な努力、例えば当該業務に関わる人
件費や事務運営費用を相当抑え込んでいかないとやっていけない感じになりがちでしょう。こういう
固定報酬方式は、固定点が非常に寛容に高いポイントに止まってくれれば弁護士としては良いので
しょうが、なかなかそういう風にはいかないのが現実かなと思います。
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既にいろいろ弁護士報酬の方式をみてきましたが、それではどうするかということになると、やは
り弁護士がどういう形で働いているのか、どう評価するのかに関して、内実をみていくことはなかな
か大変でしょう。そうなると、依頼者と弁護士の双方が合意しやすく、かつ数字に出せるものとして
時間を単位にして弁護士報酬を決定しようということになってしまうのです。時間制報酬方式が生ま
れた起源を詳らかに調べたことはないのですが、少なくとも米国においてこれが多用され、これを日
本の弁護士も学んで受け入れてきたことは確かなことであると思います。

⑷　時間制報酬方式
時間制報酬方式においては、依頼者と弁護士が委任契約を締結する過程の中で、弁護士の側が事務

所運営や当該案件にかかる事務的コストや人件費などを考慮して、時間あたりの基準報酬金額を設定
しているのかという情報は依頼者に当然開示しなければなりません。依頼者としてもその基準報酬金
額自体についてどう考えるかということと共に、見込みとしてその基準報酬金額をベースにして総額
としてどの程度になるのかという見積についても関心を示すことになります。こうなりますと、弁護
士も自分の基準報酬金額や案件ごとの総額見積の理由（専門的知識、経験、案件の性質など）につい
て真剣に考えなければなりませんし、依頼者の方も単なる金額の多寡だけを問題にするだけでなく、
その金額について納得できるかどうかを自らのビジネス費用の判断として決断していかねばならなく
なります。さはさりながら、色々な工夫をしながら時間制報酬方式を応用して、弁護士の仕事がなさ
れ、依頼者もそれを考慮しながら依頼をしているというのが世界的にはほぼ普通のこととなってきて
おり、日本でも企業法務の領域ではかなり受け入れられております。国際法務ではよりそうであると
思います。日本の弁護士職務規定でも時間制による弁護士報酬の計算というものは受け入れられてい
ます。

そしてこの時間制報酬方式においても、各国の司法のあり方や法務という業務に対する社会的価値
の見出し方、或いは経済的状況によってその金額の水準も随分と違ってきます。

ちなみに時間制報酬の基準報酬金額に関しての各国の相場感はどうだと思われますか。日本、米国、
英国、東南アジア、南米など、みなそれぞれです。さて、英米、南米、ヨーロッパ、日本。どこの弁
護士の相場が一番高いと思われますか。あて推量で結構ですよ。日本だと思う人。一人ですか。米国
だと思われる方。かなりいますね。英国を除いたヨーロッパはどうでしょうか。あまり手が上がりま
せんね。英国はどうでしょう。お二人いますね。

私が弁護士生活30年で経験したところからいえば、１時間当たり基準報酬金額が最も高めなのは英
国でしょうか。また、英国の旧植民地の経験がある他の国でも、英国程ではないにしても割合高めで
す。英国の制度を受け継いで法廷弁護士と事務弁護士（バリスターとソリシター）の制度を受け継い
でいるところが多いのですが、そういうところではやはり法廷弁護士の基準報酬金額は事務弁護士の
それ以上に高額になる傾向はあります。米国系の弁護士も平均的金額の水準は日本と比べると３倍く
らいの高水準であることも多いですが、その一方ですごくリーズナブルな基準報酬金額を示す弁護士
もいます。この辺りは、それぞれの弁護士が当該法律業務を提供するにあたりどれだけのコストをか
けているかによってはっきりと違っていますので、ある意味、本当に自由な市場なのだともいえるか
もしれません。ニューヨーク市のマンハッタンに本部を構える巨大法律事務所の経営者弁護士レベル
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の基準報酬金額はかなり高いです。そういうところから見ると、東京の法律事務所の弁護士の場合、
私の目からみてという割引条件付きですが、大分合理的な金額であるように思います。

先ほど申し上げましたが、国際法務に関していえば、国内法務にプラスして国際事情や外国制度に
ついての知識や経験からの業務提供をするというところで、付加価値が高いとされてきましたから、
時間制報酬方式での基準報酬金額も一般的には「高い」ということになります。これは、どの国にお
いても、傾向としては同じようです。例えば、マレーシアの弁護士だから安く済むだろうと予想して
いると必ずしもそうではないのです。マレーシアは英国系の司法制度や法曹制度を受け継いでいて、
法廷弁護士・事務弁護士がいるという世界です。そうなると、やはり英国的な単価の高い弁護士報酬
がありうる訳であり、特にマレーシアでも国際的な案件を出来るだけの知識や経験を有するとされる
弁護士については、相当高額な報酬を請求されることを予想しておいた方がよいということになります。

このように時間制報酬方式で弁護士に依頼をするということになると、依頼者としては、本当に何
を頼みたいのか自分自身でよく考えて依頼をしないと、自らの予想を超える範囲で時間制報酬が総額
として高騰してしまうという危険もあります。となると、依頼者としても、どこまでのことを弁護士
にやってもらいたいのかちゃんと考え、整理した事前情報を弁護士に提供することが必要です。一方
で、弁護士もサプライヤーの立場だけで報酬をもらえるわけではないので、自分の力の何をどう活用
をして、依頼者の期待に沿ったところにどれだけ寄せた結果が出せるのかを考えながら自らの報酬見
積をしなければならないということにもなります。ここには、委任契約の時から既に依頼者と弁護士
の間で、よい意味での緊張感が生まれると思います。

先日偶々、一緒に仕事をした香港の法律事務所の弁護士（ソリシター）と私が案件についての会議
を終えた後で雑談になりました。何が一番、きちんと依頼者から弁護士報酬をもらえる根拠なのかと
いう話で、ひとしきり意見交換をしました。そこで彼は依頼者のビジネスで必要とされている「ビ
ジョン」を満たし、依頼者の期待に応えてあげることではないのかと言っていました。ここでの依頼
者の「期待に応える」というのは、単に依頼者に言われたことを言われたままに代理するというよう
なことだけではなくて、その代理業務やアドバイスを依頼者に提供するにあたって、依頼者への適
時・適切なコミュニケーションを欠かさず、依頼者が案件の進行について相応な理解を積み重ねって
いってくれているどうかにまで気を遣うということが、プロフェッショナル・サービスとして、不可
欠だろうということでした。これには私も全く同感で、やはりプロである以上そこまでやれないとね、
という結論になりました。予め委任契約書で決めてあるにしても基準報酬金額掛ける時間で出てきた
金額を、どれくらい依頼者が気持ちよく払ってくれるのかというところは、世の中の通常のサービス
業とあまり変わらないのかもしれません。

⑸　委任契約と見積
法務予算の話の後半は、既に指摘していることとも重なっていますが、委任契約締結の際の協議の

重要性ということです。依頼者と弁護士との交渉とレジュメには書きましたけれど、要はフェアな意
味での依頼者と弁護士の間における意思疎通です。依頼者としては目に見えない法務、特に地方企業
としては自らの力でなかなか細かい想像のできない業務を弁護士から提供してもらうわけですから。
どういうサービスをどういう形で、どういう風にやるかということを、弁護士側はサービスプロバイ
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ダーとして説明しなくてはいけませんし、期待に沿った結果というような形を最終的には見せられる
ようにやらなければいけない。それは、ある意味、依頼者側からの都合からすれば、どれくらいの経
済的な投資に対してどの程度の解決なり結論が予測されるのかということを依頼者自身もよく理解し
て、弁護士と共に結果に向かって共同作業をするという感覚が必要なのかなと思います。弁護士が専
門家としてオファーしている報酬金額だから鵜呑みにしましょうでもなければ、依頼を一旦出してし
まったら途中の過程は弁護士に一任しておけば足りるということでもないということかと考えます。
委任関係において、弁護士が専門家としてある程度の裁量や判断を担う余地があるとしても、依頼者
と雇われる専門家としての弁護士という両者がフェアな交渉のうえで成り立った「共同作業」をした
その結果が報酬という形になるのではないでしょうか。特に時間制報酬方式をとった場合、依頼者側
と依頼される側で、始終その「共同作業」の内容について調整していくという作業になるということ
なのだろうと思います。

ただ、そうすると地方企業にとって、必ずしも容易い作業ではないかもしれません。自らが必要と
する国際法務関の関係する地域の情報や案件の背景になる関連情報の収集を一生懸命して、そのよう
な国際法務を提供してもらえそうな弁護士のうち、どういう専門性がどの人にあって、その人に上手
く繋がるためにどういうルートがあるのかみたいなことについて、始終注意を働かせていた上で、そ
の情報を企業内で共有しなければいけないということになるでしょう。

また私の経験で恐縮ですが、私の事務所に初めて来られた某地方金融機関の方がおられました。地
元の弁護士さんに相談したところで、その弁護士さんから私へ紹介があって来られたという経緯でし
た。案件としては、ごく一般的な国際取引の契約書とそれに関する秘密保持契約を検討して欲しいと
いうものでした。利益相反関係はクリアできることは確認できましたので、私としては、今までの私
の知識と経験に照らして、概ねの作業時間を見積もって報酬としての概算見積を委任契約締結前に提
示しました。その後、この依頼者の担当者が紹介元である弁護士に対して書いているメールの cc が私
にも入ってしまいました。そこには「○○先生、矢部先生が出した弁護士報酬見積りは適正価格なの
でしょうか。」と書かれていました。これは無理もないことかもしれません。今までつきあいのない弁
護士がどうやって仕事をしてくれるのか、予測はにわかにつかないでしょうから。紹介元の弁護士さ
んは、私に対して非礼だったと思われたようですが、私としては、早速に私の作業内容の予想を改め
て説明し、その結果としてこういう見積金額ですよとご説明しました。そういうところを普通にやっ
ていくことを社内で担うのも企業内弁護士・企業内法務スタッフの役割といえるでしょう。

もし一つの見積で不安を感じるならば、相見積もりを複数の弁護士から得ても良いでしょう。

⑹　弁護士費用とビジネス予算内での位置づけ
あと、もう一つ、最後に触れたいのが、レジュメにも書いてあるのですが、法務に必要とする予算

や費用を事業推進のためのどのような費用として捉えるのかという考え方が、日本が特にそうなのか
もしれませんが、産業ごとに少々違うように思われます。

私の観察している結果として、商業的な取引ですとか、金融的な取引を中心にする産業だと、その
事業やプロジェクトが失敗すれば、多額なお金がある意味無駄になりかねない、或いは損害賠償や刑
罰・行政的制裁などのペナルティを生じることを懸念するとすれば、そうならないためのリスクヘッ
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ジの一つとして法務リスクを予めできるだけ潰しておくことは、事業計画の当然の費用であり、その
一部であると考えておられるように思います。かかる思考の中で、そこにいくらぐらいの予算を当て
て、投資のための費用として計上できるのかを毎回判断しておられると理解をしています。例えば、
100億円の資金を動かすＭ＆Ａであれば、それに見合った形でいくらくらいのお金を金融専門弁護士な
り、Ｍ＆Ａ専門の弁護士なりに支払ってよいのかと考えるわけです。見積りをどう出すかというとこ
ろさえ取れてしまえば、事業のための必要な支出として計上して、最後は大きな経済的な成功がでれ
ば、経済的利益は十分に出る上に、法務リスクからは救われたという発想なのだと思います。

ところが、これがやはり製造業だとだいぶ違うように感じています。
今日の参加者の中にも製造業の方がいますけれども、やはり製造業は、どうしても原価の計算から

入ります。競合他社の価格水準は勿論ベンチマーキングしなければなりませんが、原材料、人件費な
どの費用の積み重ねの上で、市場へもっていってなお競争力の出るような価格へ結びつけつつ利益を
取るというのが製造業の日常であろうと思います。発想としてはどうしても積上げ算方式なのです。
となれば、当然、積み上げるコストは小さい方が良いわけです。しかも、一つ一つの作業内容やその
効果を細かく刻んで検討できるくらいの金額が好まれるように感じています。しかし、このような発
想から見ると、残念ながら法務に関するサービスのようなものは、非常に検討しにくいといえるで
しょう。将来どれぐらいの製品の売上やサービスの売上になっていけば、この法務に関する費用が回
収が出来るのかは見えにくい費用だなということになってしまうところは否めません。ただ、だから
といって、そのままでいいのかということなのですが、積み上げ算的発想の結果、法務リスクのよう
な細かく予測がしにくい費用が極小化されてしまうようなことになっていくと、法務リスクに対する
コントロールの力が結果として弱くなってしまい、法的リスクが事後的に覚醒したりすると（例えば、
企業不祥事や独占禁止法違反での課徴金、知的財産権侵害による多額の損害賠償など）、より大きな事
業運営の障害になるということはもっと理解されても良いように思います。

製造業でも、大きな金額を使って特定の成長性のある医薬品市場のシェアを確保しようというよう
な医薬品関係の事業とか、同様なニーズのある食品関係の事業などではＭ＆Ａを頻繁にやらないと生
き延びていけない時代になっていたりします。そういう経験が増えてくると、製造業であっても感覚
が変化してきているとは思いますが。

私としては、やはり出来れば製造業であっても、その特定の製品なり、特定のサービスなりをどれ
だけ自分の会社の最終利益につなげるのか。特に法務リスクをどれくらい取れるのか、取るためには
やはりどれくらいの費用がかかるのか、という感じで当初から予算に組み込んでいくという発想を
とっても良いのではないかなという風には思っております。

14．地方企業の国際法務における人材育成
⑴　「総務部」の時代

昔の日本の企業においては、法務部がある企業はほぼ皆無だったといってもいいと思います。
総務部というのは、早くからありました。しかし、総務部とは何をやっている部署なのでしょうか。

総務部というのは、昔は企業の経営、マネジメントに関わるような、今でいう経営企画室みたいな仕
事もやれば、会社の経営的判断を要する紛争処理や人事労務の取扱いまで、会社の経営に関わるよう
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な事項であればかなり手広い職責を負っていました。その中には当然、今でいう法務的な活動もあり
ました。古い時代の法務は、外部の専門家に問題が起きた時に相談し、必要であれば代理を依頼する
というかたち、即ち事後処理型の法務です。そうではない法務であれば、企業の中での労働問題への
対応や業態に関わる規制法に関する対応や必要な申請業務などをきちんと間違いなくやるという日常
的な法務を行うことも総務部の仕事である時代が長く続いていたといってよいと思います。その結果
として、大抵の企業の場合は、総務部の部長には法曹資格はないけれども法学部出身者が重用される
傾向にあったともいえるでしょう。こうして法務は企業にとって経営判断をする際に必要な手続的な
事柄、あるいは文書作成を要する事柄というような捉え方が続いてきたわけです。その意味では、法
務という社内業務としての特質性はほぼなく、法曹としての資格を持たない者であっても、法学部出
身で法律についての多少の知識があれば、あとは自社に必要な範囲での経験を積み重ねることで十分
対応できるものであるという認識のされ方をしていたと思います。

⑵　「法務部」の時代
総務部の時代では、企業が外部専門家としての弁護士に頼るのは、裁判所という紛争処理手続の代

理を依頼することが主要な目的となる場合であり、日頃はその手続代理の経験と法曹資格者としての
専門的知識を生かして企業の法律相談に応える程度であったという状況と対をなしていたとも言える
でしょう。弁護士は必ず会社の外にいる人で、顧問料を定額で安く費用として抑えてもらっているけ
れども、会社の実情についても日ごろからある程度ですが、親しんでもらっているので、いざ第三者
を相手にした紛争ともなれば、裁判所での代理には弁護士として法廷の中で活動できるという意味が
あったということです。但し、実際には、企業自身が関わる業務の深い内容や専門的な営業上の知識
や経験からいえば企業内の総務部門スタッフでも分かってはいますし、準備書面の内容も企業スタッ
フで書けるくらいかもしれないものの、出廷する資格はないので弁護士を頼りにするということも
あったように思われます。いずれにしても、これだと、事後対応型の法務であり、経営判断にとって
は外在的な一種の「障害」となるような問題が顕在化してから対応するところを法務の領域の話と考
えているところからなかなか発想が広がりません。こういう環境の中で法務リスクに先手を打って見
通してヘッジし、紛争処理に関わる時間や費用、社内のエネルギーも出来るだけ小さくして行くべき
ではないかと考える企業内法務の人たちも出てくるのは自然な流れでした。そこから、企業内法務の
専門部署化＝法務部の創設が始まるわけですが、それでも外国の法律知識や経験については日常的に
経験できませんから、事業が国際化していく企業では社内の法務スタッフを海外に留学させて外国の
法曹資格を取得させたりして、国際法務への対応を急ぐところも出てきます。このような動きの中で、
先行したのは、商事会社であり、金融機関だったといえるでしょう。国際的なプロジェクトで利益を
稼ぎだす商事会社は勿論、資金を提供する側の立場にある金融機関においては、資金の提供先が日本
企業であれ、外国企業であれ、様々な取引に伴う法務リスクを事前にできるだけ想定し、これを管理・
統制する仕組みを契約や企業取引の形として作っていく方が、資金投入と利益の回収という意味で大
きな成果が得られると考えるに至るのは当然といえます。

ただ、これが地方企業だと、まだそんなに出来てはいないというところがやはり多数であると思い
ます。法務部門がそれなりにあるとしても、おそらく法務とコンプライアンスを合体した部門として、
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或いは従来からの総務部門と法務部門で統括者は兼任するというところも結構多いかなと思います。
ただ、そのレベルからであっても自社自身の内在的事業ニーズに応じた法務リスクを、その事業を行っ
ていく初めの段階から考えることができるようになります。その結果として、社内の業務においても
法務リスクを考えるという経験が溜まっていくということになります。これに国際法務であればもう
一つ入ってくるのが、日本の法律だけではない情報も蓄積していくということになります。

こうして会社の中に、資格を持った人であれ、資格を持たない人であれ、それぞれの会社のニーズ
を一番よく知った人達で、かつ法務リスクをコントロールできる人達が育っていくということになる
ことが企業内に法務部門を独立的に有するメリットであるということです。このような人達を外部に
いる専門家である弁護士と繋いでどこまで上手く伝えるかというのが、現況では、上場企業レベルだ
とかなり出来ている感じがします。このような現状を紹介しているのが、レジュメにも紹介した経営
法友会のメンバーの論文です7。なかなかよくまとまっているので、是非一度じっくりお読みくださ
い。これと最近よく宣伝されている翻訳書で商事法務から出版されている「企業法務革命」という翻
訳書8があります。これも、お休みの時に読んでおいて下さい。この翻訳書は、米国の大企業で企業内
法務部を率いていた元企業内弁護士が著した本なのですが、企業内弁護士にとっては多くの気づきを
与えてくれることでしょう。このあたりを見ていただくと、企業の中で専門家として法務をやるとい
うことが、今、どういう立ち位置にあるものなのかということは、お分かりいただけると思います。

最近では、経産省が日本の企業における国際交渉力や法務対策の強化が必要であると言い出してい
ます。これが先般発表された、「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会　報告
書」であります9。これもまた一度お読みいただきたいのですが、発表されたのは2018年４月です。こ
の報告書では、法務リスクというものをコントロールすることが、国際競争力にもやはりプラスになっ
ているのであり、それは、企業体として利益を上げるために、正常な行動であるという基本的立場が
明らかにされています。その実現のためにはやはり人材をきちんと育てなければならず、そのために
はどのような課題があるのかというのをまとめています。ただ、そうは言っても日本での現状が一足
飛びに変わるわけではありません。企業内法務は日常的に経営者の横に居てアドバイスをする力を付
けていれば、色んなことができるはずなのですが、実際にはこうなっていないのです。せいぜい、日
本の企業においては経営者からの法的リスクに関する質問に答えるという対応に終始していて、その
回答によって経営判断自体が大きく変わるということはなかなか多くはないのが現状でしょう。これ
が米国ですと、法務の仕事は弁護士資格者が担当し、そのうえで、企業経営との関係上企業内弁護士

7	 「法化社会における企業法務部門の役割」牧野英克	（中部大学産業経済研究所紀要第19号67頁、2009年３月）。	 	
https://www3.chubu.ac.jp/documents/industrial_economy/content/3484/3484_0e492c134dd6b71d3cf26de07c1d1ae4.pdf

8	 「企業法務革命 ― ジェネラル・カウンセルの挑戦」（ベン・Ｗ・ハイネマン,	Jr.、企業法務革命翻訳プロジェクト・訳、
商事法務、2018年７月）。原著は、“The	Inside	Counsel	Revolution:	Revolving	The	Partner-Guardian	Tension”	
Benjamin	W.	Heineman、Jr.（American	Bar	Association,	May	2016）。原著においては、既に第２版となっている。

9	 「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会	報告書」（経済産業省、平成30年４月）。
	 https://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180418002/20180418002-2.pdf
	 本講演実施（2019年６月）後、経済産業省においては、新たな報告書を公表している。「国際競争力強化に向けた日

本企業の法務機能の在り方研究会　報告書 ― 令和時代に必要な法務機能・法務人材とは ―」（経済産業省、2019年
11月19日）。https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191119002/20191119002.html
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がビジネスプロジェクトの早期から関与して、彼らの意見によっては経営判断が大きく変わることは
珍しくありません。

確かに、日本の社会における企業内弁護士や企業内法務の扱われ方はこれからなお発展が望まれる
ところが多々あります。ただ、米国の企業内弁護士の場合には、その歴史的背景が相当に影響してい
ますので、この点は理解しておく必要があります。米国は、英国から独立して漸く240年を超えたとこ
ろという国です。社会制度や政府の仕組みは欧州やアジアの長い歴史を持つ国と比べて、かなり短い
わけです。そういった歴史的経緯の中で、法律のこと、或いは取引や国家の統治に何かしようという
場合に法的なルールの作成や運用をしなければならない。これに適した人材が法を作り、執行する国
王の官僚という形でいるわけでもなければ、教会のような権威で仕切る聖職者も多くないというとこ
から始めなければいけなかったわけです。そうなると、手っ取り早いのは欧州で既に法曹資格を持っ
ていた弁護士という専門家を社会のあちこちに配置して、彼らが新しい国家建設や企業取引の石突き
に関与して社会が形成されてきたというところがあるように思われます。なので、日本が米国の真似
をすることは難しいですが、その経験から、日本型の企業内弁護士や企業内法務の在り方を研究する
ということになるでしょう。

⑶　地方企業における法務部門とは
それでは、地方企業で望ましい状態はどうなのかとなるわけですが、出来ることからコツコツとい

うことにならざるをえません。
先ずは、社内スタッフで国際法務対応できる人であれば、法曹資格の有無を問わず、何とか専門知

識の蓄積と経験の増進を図りましょうということでいくしかないでしょう。国際法務については、国
籍は問わないことになるかもしれません。日本人、外国人を問わないだろうということです。最近、
外国人でも相当日本語が出来る人がいますから、こういった人たちで法務リスクの問題についても取
り組んでもらうことは、意味あるやり方であると思います。

法曹資格の有無や、それが日本資格なのか外国資格なのかというところも、地方企業ごとのニーズ
についてよく考えながら人材採用を続けていく必要があるでしょう。国際法務という観点からいえば、
日本の地方企業なのだからまずは日本語ができて日本資格の弁護士が必要だというのは、十分理解の
できる話です。但し、日本資格の企業内弁護士は国際法務に関しては相当頑張らないといけないと思
います。日本資格で日本語のことしかやらないから、日本法・日本語以外のことはやらないというわ
けにはいかないわけです。依頼者たる企業としてニーズがあるのであれば、それは国際法務に対応を
出来るように自らの能力を伸ばしていくことが必要です。英語をはじめとする外国語をしっかり勉強
することや、国際取引契約の勉強をしたりすることが不可欠です。また、自分の会社の取引先のある
国の情報の日常的なチェックも良いことだと思います。法務リスクの発生源を早期に把握することが
できるかもしれませんから。少なくとも JETRO が出してくれる情報などをまめに追っかけるという
ぐらいのことは、求められるかなと思います。

国際取引に関わる企業の立場からみれば、どこの国の法曹資格でなければならないというこだわり
はないかもしれません。日本の会社の法務部では、伝統的に試験の合格率が低く人材確保が難しい日
本の法曹資格者よりも、法学部出身で当該企業の一員である人に米国の法曹資格を取得してもらうと
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いうことが永らく行われてきました。そういう状態が上場企業レベルでは特に強い傾向にあるとして、
地方企業も同じにやっていけるのか、やるべきなのかという疑問もあります。地方企業であれば、ま
ずは国内業務にも対応しやすい日本の法曹資格を持った社内弁護士とこれをサポートできる企業内法
務スタッフを自律的運営できるくらいに育てるというところから出発しつつ、当該企業にとって必要
な国際法務に関わる情報や知識の集積を加えていくというところが、まずは求められるのではないか
と思います。

しかし、これはその企業の経営リーダーの中にそういったことを決断してくれる方がおられないと
いけません。その意味では、法務部門を担当させられる者として企業内弁護士も経営陣から質問され
ることに受け身の姿勢で応えているだけではいけません。社内に法務部門の働き方や存在の意味を理
解してくれるサポーターを作っていくというのも、もう一つの課題でしょう。自社の役員さんや執行
役員の方々には、法務リスクをどういう風に上手く事前に発見し、これを乗り超えられるかというこ
とをご理解いただけるように、法務部門から情報発信するということも必要でしょう。企業の法務部
門が、事後対応型で紛争対応のような後ろ向きにエネルギーを取られる事ばかりやっているとか、ビ
ジネスの実行に法的リスクを指摘してブレーキをかけるだけの部門と見られてはいけないのです。そ
うではなく、日頃から相談しにいけるような法務部門であり、ビジネスを企画するための横にいてく
れる良いアドバイザーだというぐらいに社内の方々に思って頂けるようになることが必要ですね。そ
ういう中で、国際法務についてもアドバイスが受けられるというになれば、法務部門はより前向きな
ビジネスに関わらせてもらえるはずです。

経営陣に法務リスク、殊に国際法務リスクについて認識を求める時にも、是非積極的に自社のビジ
ネスの推進に役立つために重要ですということが分かるように、「明るく」発信するということが法務
部門にいる者としてはかなり重要です。法務部門から経営陣にあがる話というのは何か「暗い」話と
いう風に思われてはいけませんね。

⑷　国際法務の情報や外部人材へのアクセス障害の克服
あとは、先ほどもいったように、地方企業の企業内弁護士・企業内法務スタッフがどのようにして

外部にいる人材、特に国際法務に関する人材とつながりを作るかということについてお話して、人材
育成の話はおしまいにしたいと思います。

自らが所属する企業という人間関係の外の人とネットワークを作るということは時間的制約や場所
的限界もあって難しいのですけれども、いろいろなやり方を工夫できると思います。

例えば、国際法務のサービスプロバイダー側である法律事務所としては、依頼者へのサービス拡充
として、支所を開設して対応するということがあり、地方企業側からはこういう支所でのサービスを
受けるということはありえます。但し、日本国内の支所によるサービスが仮に当該事務所の外国支所
ともつながるようなものであったとしても、一つの事務所で多数の外国の法制に関する情報を把握し
て法律業務を提供することは大変です。多くの弁護士を各国で雇って、大掛かりな組織を作る必要が
あり、当然のことながら費用も膨大にかかります。そこで、もう一つの方法としては、日本国内での
拠点となる法律事務所は多くはなくても、国外の多数の法律事務所と提携関係を組んで、そのネット
ワークを生かして国際法務サービスを提供していくという方法も盛んに行われています。レジュメで
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もご紹介したような URL を開いてご覧頂けると分かるのですが、様々な国々の法律事務所が相互に
繋がるネットワークを強化しており、これ自体についても格付けみたいなことまで行われています10。	
このようなネットワークに所属している日本の法律事務所とつながることも、地方企業としては一つ
の方法でしょう。こういう法律事務所ネットワーク活用のメリットは、企業自身が手探りで外国の現
地の法律情報などを探していくよりは話が早いということです。その上で、大型の一つの法律事務所
が抱えこみがちな利益相反を回避し、かつ費用的に極端に高額にならない、見通しのつく見積を現地
弁護士から得るということが可能になるという側面もあります。

一方で、地方企業として日常的にできることとして何をどれくらいしておくべきかということです
が、やはり国際法務に関する情報の集まる色々な機会、例えば学習活動セミナーみたいなものを活用
する手があります。但し、通常これらのセミナーは東京や大阪でしかやってないという傾向は否めま
せん。勿論、費用掛けてでも東京・大阪まで行くことに価値があるとはいえますが、そこで必要とな
る時間は日常的業務とすり合わせるにはなかなか大変かもしれません。そこで私は思うのですけれど
も、岡山という地元から同様な活動を始めてみるというのはどうでしょうか。大きなことでなくても
いいです。日頃、みんなが出来ることを全て企業秘密ですと言っていたら、こういう話は前に進みま
せんが、共通する悩みや課題を抽象化して意見交換するというだけでも、随分と相互に気づきが生ま
れるのではないでしょうか。これと同じ発想が、概ね上場企業ではありますものの企業内法務に携わ
る部門の人たちで形成しているのが経営法友会なのです11。また、今では企業内弁護士の団体として、
日本組織内弁護士協会があり、こちらでも様々な産業部会ごとに勉強会が行われています12。

先ほどご紹介したような公的なサポートを利用するというのは初期的な国際的情報収集としては十
分役に立つと思いますが、こういうチャンネルでは、具体的に各企業のニーズにあった人やサービス
があるという風に紹介してくれるというところまでは、なかなかいかないでしょう。やはり地方企業
自身が外へ出る活動をして頂いて、その結果として認識した弁護士を含む外部専門家を個別に訪ねた
り、自社へ呼んで講演をしてもったりなどという活動をすることで、社内への情報提供や啓蒙を行う
という活動を日々積み重ねることで、一つ一つ人脈を築き、深めていくといったことが必要かなとい
う風に思います。

その上で、もっと地方企業として自らの国際法務リスク管理能力を高めたいとなれば、会社として、
自社法務部門スタッフの海外赴任や留学、或いは外国法律事務所での研修ということを行って、より
組織的に国際法務を担える人材を法務部門の中に育てていくという方法も有効です。生産現場や販売、
技術開発の方ばかりではなく、管理部門の一部のようにしかみえない法務部門においても、長期的視
野にたった人材育成を考えるということですね。

10	“Global	Rankings　Leading	Law	Firm	Networks	in	Global-wide”	Chambers	and	partners（2019）
	 https://chambers.com/guide/global?publicationTypeId=2&practiceAreaId=2357&subsectionTypeId=4&location

Id=15649
11	 経営法友会　https://www.keieihoyukai.jp/
12	 日本組織内弁護士協会　https://jila.jp/
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15．実践的シミュレーション
最後に、シミュレーションとしての例をいくつか挙げてみました。
ここで紹介したシミュレーションに共通する課題としては、こんなことになった場合の取引形態に

必要な対応とは何か、交渉や紛争処理のためにはどんな準備をすべきなのか、あるいは争いを回避し
て契約的に解決するならばどのように対応するべきなのかできるのかというようなことを考えていた
だきたいということです。

⑴　例題１・Ａ社の場合
最初は地方企業Ａの事例です。取引対象は大規模農業設備、簡単にいうと超大型のビニールハウス

ですが、太陽光パネルの発電施設のように大きく作れるような一種のプラントと言ってよいようなサ
イズのものです。相手方はこういうプラント輸出をやっている欧州の専門企業で、既に他のアジア諸
国では実績があるとしましょう。Ａ社としては、彼らのシステムと製品を輸入して、日本の農業に生
かして行きたいと考えていると想定して下さい。

さて、こんなところで、先ずはＡ社の企業内弁護士であれば何を考えるべきでしょうか。このよう
な大規模プラントのようなものは完成品となるパーツをセットとして購入しつつ、その完成までの工
程を供給者から指導してもらいながら完成させるというのが多いやり方であるかと思いますが、完成
までの工程に営業秘密が多く含まれているような場合には、かなりの部分を完成品として供給がなさ
れる場合もあります。但し、この例では、日本には欧州企業側の日本における拠点はありません。で
すから、まずは欧州企業から日本の地方企業Ａ社がプラントのパーツを全て購入するというところだ
けみると、物を買う契約です。今回の例では、Ａ社としては初めての経験なので、継続してこの事業
を行って行く予定はまだなく、上手くいったら継続するかもしれませんが、取りあえず、一回きりの
取引と考えているとしましょう。そうなると、まずは国際取引としての売買契約ではあるわけですが、
この売買も国内で想定できるようなロジスティックスで運べるわけではありません。運送の手段やそ
こで起きる危険負担、損害についての保険負担、諸費用の分担関係、税関通過のための手続への対応
など、予め当事者で考えなければならない事項において、国内での運送を前提とした運送契約だけを
想定して条件を決めるわけにはいきません。海上便や航空便での遠距離輸送を前提として、貿易取引
に関する国際的に確立されてきた Incoterms のようなルールの活用や、輸出入・税関手続を想定した
契約条件などを出来る限り、現実的な条件でＡ社にとって実務的に対応可能なもので契約締結をしな
いといけないでしょう。Ａ社の企業内弁護士としては相当大変な業務になります。

また、この事例で完成を目指しているプラントが、地方公共団体から請負った公的プロジェクトで
あったとしましょう。そうすると、Ａ社は、そちらのプロジェクトにおける納期も意識しなければな
りません。納期までに当該プラントを完成できなければ、地方公共団体との請負契約違反ですから、
こちらも疎かにできません。

Ａ社の企業内弁護士は、彼自身もこのプラント建設プロジェクトにおける法務面からのプロジェク
ト・マネージャーの一人として積極的に関与していくべきでしょう。

ここでもしＡ社に人材不足、特に外国語で対応できる人材がいない、Ａ社の企業内弁護士自身も仕
事が出来るほどの英語力はないということであったならば、Ａ社の企業内弁護士としてはどうすべき
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でしょうか。また、読み書きでの契約書案文の遣り取り以外に、詳細な国際取引条件を詰める為に口
頭での議論も必要であるということになれば、やむを得ませんから先ずは優秀な法律英語についての
通訳を探すべきでしょう。できれば、ここで国際法務についての専門性を有する弁護士を投入して、
全面的に支援を受けることが望ましいわけですが、コスト的に難しいこともあるでしょう。そうであ
れば、Ａ社の企業内弁護士としては、自らの手で整理できるだけのことはやって法的論点とビジネス
上の論点を分析して、外部の国際法務専門の弁護士に要所要所での法律相談や契約書案の審査を依頼
するという方法もあるでしょう。また、相手方の欧州企業と直接会議をして議論しなければならない
場合でも、今は IT の活用で会議ソフトを使って現地欧州での会議に日本から外部弁護士の支援を受
けることもできます。同じ方法で、地方企業Ａ社の本拠と都市圏にいる国際法務専門の外部弁護士と
緊密な連携をとることも不可能ではないでしょう。

⑵　例題２・Ｂ社の場合
二番目のシミュレーションに行ってみます。
地方企業Ｂですけれども、この企業は地元で獲れる国産農産物の販売とその農産加工物を製造・販

売することを業とする会社と想定して下さい。事業としてはなかなか成功しており、ダイレクトメー
ルやインターネットによる通信販売で日本国内で全国的に販路を広げてきたと考えて下さい。また、
一部の自社製品については、インターネットを通じて外国への販売、特にアジア各国への販売にも力
を入れようという矢先であったと想定して下さい。こういう元気な地方企業は、実際最近増えてきて
います。

そうしていたところ、ある日、地方企業Ｂが有していた商標登録に対して、別の地元企業が商標登
録の不使用取消をかけてきたとしたらどうでしょうか。商標登録というのは、日本の制度の場合、直
近３年間使用していないということについて誰もが登録取消を請求できることになっています。これ
は不使用のまま登録が維持されるような商標を少なくして、商標としての登録可能性をより広くの事
業者に与えていこうというためのものです。ここで、登録商標権者が使用証拠を提出して反論できな
ければ、当該商標登録は取り消されることになります。しかし、この別の地元企業は地方企業Ｂとは
旧知の企業で、何故、そこが突然にＢ社に対する事前相談もなく敵対的行動に出てきたのか、よくわ
からない。調べてみれば、その別の地元企業は、あるアジアの外国企業に買収されており、そこが中
国語圏で人気のある日本の食品やそのブランドを多数買収して、アジア全体でのビジネス拡大を考え
ていることが分かったとしたら、Ｂ社の企業内弁護士としてはどのような行動に出るべきでしょうか。

勿論、当該登録商標の使用証拠を出して日本での商標登録を守るということは必要でしょうが、そ
れだけでは安心できませんね。相手方の意図が、アジアの広域に及ぶ当該商標を必要とする農産加工
品の製造・販売の拡大であるということがわかったならば、別の地元企業を買収した外国会社によっ
て、Ｂ社がこれからインターネットで販売を広げようとしているアジア各国で先にＢ社の商標を登録
されてしまわないようにしなければならないでしょうし、登録後の侵害品対策にも意を用いる必要が
あるでしょう。こういうところについては、外国への商標登録出願に強い弁理士に相談するのも良い
のですが、戦略的な知的財産権保護や現地での販売網を確立していくため外国の知財法や会社法の国
際的知財法務に強い弁護士と組んでいくことも求められるでしょう。



「臨床法務研究」第23号

－30－

⑶　例題３・Ｃ社の場合
三番目のシミュレーション事例ですが、ここでの地方企業Ｃ社は特殊な機械部品加工技術を持った

ベンチャー企業と想定して下さい。この企業の代表取締役はいわゆる発明家です。例えば、ナノレベ
ルでの部品加工技術というのは、今、どこの産業でも関心の高いところですが、このベンチャー企業
は正しくこういうことをやっていると考えて下さい。こういう日本の地方企業に対しても、やってい
ることに将来性が見いだせれば、世界的に超巨大な企業でもアプローチしてくるのは普通のことです。
本件の例では、それがある米国企業だったとしたら、どうでしょうか。きっかけは、Ｃ社の代表取締
役が、自社製品の広報用にインターネット上にアップロードした動画サイトでのビデオだったという、
今時ありがちな話と思って下さい。

米国企業からは最初のアプローチの直後からより詳しい話（技術的内容だけではなく、製造原価や
供給能力などビジネスの基礎になる話を含む）をしたいので秘密保持契約を締結したいと言われた場
合、Ｃ社の企業内弁護士としては何に重点を置いてその秘密保持契約を検討すべきでしょうか。

この秘密保持契約書案が仮に５頁くらいのごく短い契約書案として米国企業から提示されたとしま
しょう。ベンチャー企業であるＣ社としては、まだ成長途中の自社技術やノウハウには公開できない
ところは多く、特許出願もしているけれども、世界的超巨大企業に開示したが最後、秘密情報とてど
のように当該米国企業に利用されて、結局、Ｃ社の知的生産の成果だけを奪われてしまうのではない
かという警戒心が生まれて保守的に考えるということも無理はないかもしれません。しかし、C 社と
しては大きなビジネスチャンスを逃す可能性もありますから、なかなか難しい判断を迫られます。秘
密保持が目的の契約であっても、秘密保持対象の限定、秘密保持義務を負うべき者の範囲の限定、契
約中と契約後の義務の約束などだけではなく、将来的に共同開発や共同製造販売という関係に進む場
合での、第一優先交渉権を確保できるような条項まで要求していくことを考えてもよいかもしれません。

一方で、同じＣ社が、発展途上国であるアフリカのある会社から現地での販売総代理店契約を締結
させてもらいたいとアプローチされたら、どうでしょうか。Ｃ社の企業内弁護士としては何に注意を
払うべきでしょうか。

まずはその国でどの程度売れそうなのかを営業部門やマーケティング部門とまずは相談してみるべ
きでしょうね。それで今一つ将来性がわからないということであれば、販売代理店として独占的には
せずに非独占的なものとするとか、販売数量が順調に増えて行くならばコミッション料金の支払金額
を売り上げ増加に応じてスライドして引き上げるようなインセンティブ条件をうけるなどということ
も考えるべきでしょう。或いは、Ｃ社として外国への輸出をする際の採算がとれるラインを考慮して、
年間最低販売数量などを設けて販売代理店としての能力をテストするという条件を入れ、これが初年
度から順次成功していけば、独占的販売代理店にしてあげたり、コミッション料を調整するというよ
うな条項を予め契約に入れておくとか、契約期間を叙々に延ばして行くなどということも良いでしょ
う。いずれにしても、契約条件を現実のビジネスの可能性に合わせて、Ｃ社の立場や意図を相手方の
外国企業にきちんと伝えて行く努力が必要だということです。

⑷　例題４・Ｄ社の場合
四番目の例は、外国人人材に対する日本での需要が多くなってきているところで、日本の人材派遣
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を生業とする地方企業Ｄ社の場合と想定して下さい。このＤ社は、有力な外国人人材の供給元となり
うる国にいる同種の業者と提携することで、日本での企業顧客のニーズにあった人材をカスタムメイ
ドで外国から連れてこようというプロジェクトを考えたと想定しましょう。

人事労務の問題についてなかなか難しいところがあることは社内での同種の問題を扱っている企業
内弁護士でおられれば、その辺りはよくお分かりかとは思います。これが外国人人材であれば、より
思考や感じ方の違い、給与に対する感覚の違い、働き方や働く時間等に関する価値の置き方の違いな
ど、色々と調整の必要性を雇う側と雇われる側の双方でよく認識しなければならないところでしょう
から、この D 社の着眼はなかなか良いといえるでしょう。

しかしそれは、現地の外国会社と締結する業務提携契約にあって、そういうビジネス成功の為に必
要な業務に関する役割分担や危険負担をどう分配するのか、よく準備して条件設定する必要がありま
す。更に、お互いに個人情報の取り扱いや営業秘密の取り扱いについても詳細に定めておくべきでしょ
う。カスタムメイドな契約関係を考える時には、企業内弁護士としては定型的な契約を使い回すよう
な発想ではいけません。スクラッチから自社のニーズと他社の要求を整理し、一つ一つの法律情報や
法律関係を分析した上で、それを大きな契約書の構成としてまとめ上げるというかなり創造的な作業
をすることが求められることを覚悟して下さい。

⑸　例題５・Ｅ社の場合
五番目のシミュレーションとしては、あるアジア企業が日本の飲食業フランチャイズＥ社を彼らの

母国や同じ言語圏で展開したいと考えた事例と想定して下さい。皆さんご存知かどうか分かりません
が、日本発の食品や料理のイメージは東日本大震災によるマイナス要素にも拘わらず、未だに良いも
のであると言えるでしょう。中国、台湾、韓国のみならず、タイをはじめ東南アジア圏では、和食は
健康的であるとか、洗練されたものとして流行に敏感な若年層の人々には特に人気があります。

ここの例では、アジア企業は飲食業そのものを運営している会社ではなく、そういう事業に対する
投資会社であり、本質的には金融事業を中心とする投資家グループの企業である事例と考えてみま
しょう。その一方で、日本側のＥ社は地方圏で成長してきた日本の麺を中心とした料理を得意とする
中堅フランチャイズと考えてみて下さい。

フランチャイズ契約を外国へも展開するということであれば、日本でのフランチャイズ契約を前提
にしつつも、相手側のアジア企業が事業展開を考えているそれぞれの国での競争法や消費者保護法な
どの規制と共にフランチャイズ事業に対する独自の規制法がないかどうかを検討することがまずは必
要です。フランチャイズ事業として行先の国でうまく行くかどうかはまた別問題ですが、契約の枠組
みとしては、こういうことです。

しかし、ここでもう一つ実務的には注意しておかなければならないことがあります。相手方の性質
や目的を考えれば、契約交渉上のスピードというものも大事だということです。総じて国際ビジネス
において意思決定や課題検討において商機を適時に掴むための速度が重要であることは間違いありま
せん。そして、それは法的な形を作っていくための契約交渉でも同様だということです。Ｅ社でも国
際法務経験のある弁護士を手配して、相手方のアジア企業と交渉はしていたとしても、ある日突然そ
の企業から取引中止、契約締結はご破算と言われることもあります。どうしてかというと、それは相
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手方の背景にいる投資家グループの判断が変わってしまうことが十分にありうるからであり、彼らが
一定の時期までの契約締結を望んでいるのに、Ｅ社が慎重に契約条件を検討したいので時間が欲しい
と言っている間に、風向きが変わってしまうということも十分にありうることだからです。そのため、
場合によっては、そういうことも見込んで、大まかな交渉過程での双方当事者のやるべきことを条件
化した覚書のようなものを作っておいて、万が一の時の損害賠償義務などを予定しておくことなども、
必要に応じて考えておいても良いでしょう。日本法上の実務締結上の過失理論程度では救われにくい
リスクへの予防といえます。日本人の考える時間感覚や交渉態度は、外国人には当てはまらないと考
えながら契約交渉自体も行わねばならないこともあるということです。

以上のようなことで、そろそろお時間が来てしまいましたが、今日は私の経験から考え、気づいて
きたところをお話しましたが、今後、皆さんが自らの会社の中、或いはそういう企業を依頼者として
その期待に応えるというところで、何か役に立てばと思っております。今日は長い時間お付き合いい
ただきまして、有り難うございました。

	 以　上


