外国法制・実務
ベトナム弁護士連合会
１０年間の発展の軌跡（２００９年－２０１９年）（仮訳1）
ベトナム弁護士連合会

事務局副局長／国際協力委員会委員
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チャン・トゥイ・ズン

本論考は，ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）が２０１９年に設立後１０周年を迎え
たことを機に作成され，２０１９年１０月９日に開催された記念式典において発表さ
れたものである。
本ＩＣＤ ＮＥＷＳへの翻訳・掲載にあたり，ＶＢＦの許諾を得，上記ズン弁護士
により修正されたものをトゥオン・ティ・トゥ・ホアイ氏の協力を得て翻訳し，プロ
ジェクトスタッフのグエン・ミー・リン氏及びチャン・ティ・タイン・マイ氏，当職
が監修して完成させた。なお，ベトナム語の意味内容を変更しない範囲で文脈に合わ
せて意訳している部分がある旨申し添える。
ＪＩＣＡプロジェクトは日本弁護士連合会の協力を得ながらＶＢＦの設立準備段階
から協力を行ってきたところ，ＶＢＦ自らによる１０年の取組の振り返りを知ること
ができる貴重な論考と考え，今回の掲載に至ったものである。定点観測の一助となれ
ば幸いである。
（ベトナム長期派遣専門家，弁護士
Ⅰ

枝川充志）

現状の特徴
ベトナム弁護士連合会は２００９年５月に設立した。共産党政治局の２０２０年まで
の司法改革戦略決議第４９号／ＮＱ－ＴＷの指導による司法改革事業は，弁護士及び弁
護士職を発展させることを含め多くの面で特筆すべき成果を得た。社会における職業の
中で，憲法から法律，細則文書に至るまでの法規範文書制度2によって認められる職業

は多くない。これらの法規範文書は，ベトナムにおける弁護士及び弁護士職の発展のた
めに統一の法的回廊3を形成している。
司法活動，人々及び企業に対する法律サービスの提供における弁護士の貢献は，
安全，

1

翻訳協力
（訳者）トゥオン・ティ・トゥ・ホアイ（Truong Thi Thu Hoai
（Ms.）
，ハノイ法科大学・名古屋大学日
本法教育研究センター（ハノイ）卒，名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程総合法政専攻終了）
（監修）グエン・ミー・リン（Nguyen My Linh
（Ms.）
）及びチャン・ティ・タイン・マイ（Tran Thi
Thanh Mai
（Ms.）
）
（両名とも前記日本法センター卒，ＪＩＣＡ２０２０年を目標とする法・司法改革プ
ロジェクトスタッフ）
，枝川充志（左記プロジェクト長期専門家）
2
（監修者注）
「法規範文書制度」と訳したベトナム語は「hệ thống văn bản pháp luật」である。
3
（監修者注）
「法的回廊」と訳したベトナム語は「hành lang pháp lý」である。
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秩序，社会の安定を保障する力になり，従って司法改革，社会主義法治国家の建設事業
に寄与し，社会経済の発展を促進した。
ベトナム弁護士連合会の設立は，国家主席であるホーチミン氏が弁護士団体の組織に
ついての勅令第４６－ＳＬ号を発行した，１９４５年１０月１０日から６０年間の発展
を経過した後の弁護士及び弁護士職の成長を表す成果4である。成長・発展の１０年を
経て，ベトナム弁護士連合会は，弁護士法，ベトナム弁護士連合会定款で定められ，弁
護士により委ねられる自らの機能及び任務を十分実施してきた。弁護士の代表者として
ベトナム弁護士連合会は，弁護士の合法的5権利・利益を保護し，国際及び国内のフォー
ラムにおいて弁護士の要望及び声を示すことができた。そして，立法事業，法律支援事
業，政府の提案第３０号6に基づく行政手続のレビューなどの事業に積極的に貢献する
よう弁護士を動員した。これらの成果は，弁護士自らの共通の家7としてのベトナム弁
護士連合会に対する信頼を築いた。同時に，全国の弁護士会の中央機関として，社会職
業組織であるベトナム弁護士連合会に対する共産党及び国家からの信頼をも築くことが
できた。
ベトナム弁護士連合会は，成立後，共産党，政府，中央，ハノイ及び地方の機関・部
門の関心・補助を得られた。成立，成長及び発展の１０年間で，ベトナム弁護士連合会
は，国家，社会及び弁護士の前に，自らの威信及び地位を確定できた。１０年の軌跡は
長い期間ではないが，ベトナム弁護士連合会は自己の地位，役割，そして公正の保護，
法制の保護8，ベトナム社会主義国の建設及び保護に貢献するために，弁護士が結集・結
束する可能性を示すことができた。
これらのことからベトナム弁護士連合会は，共産党，国家及び弁護士との間の架け橋
になった。
Ⅱ

設立後１０年間のベトナム弁護士連合会の組織及び活動についての結果
１

弁護士及び弁護士業務の実施活動についての数の発展，質の向上
１．１

弁護士数の発展

１９８７年弁護士法令施行から１９８９年まで全国の弁護士数は１８６名であっ
たが，２００１年９月３０日までの間に２，１００名にまで増加した。ベトナム弁
護士連合会設立時点（２００９年５月）では，ベトナム弁護士連合会のメンバーの
総数は５，３００名の弁護士であった。この１０年間（２００９年から現在まで）

（監修者注）
「成果」と訳したベトナム語は「mốc son」である。
（監修者注）
「合法的」と訳したベトナム語は「hợp pháp」である。
6
（監修者注）３０号提案とは「２００７年から２０１０年の国家管理の分野における行政手続の簡素
化」を指す。
7
（監修者注）
「共通の家」と訳したベトナム語は「ngôi nhà chung」である。
8
（監修者注）
「公正の保護，
法制の保護」と訳したベトナム語は「bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế」である。
「công lý」に漢字を当てると「公理」となる。
「正義」と訳すこともできるが，他に「chính nghĩa」とい
う「正義」に相当するベトナム語があることから，ここでは文脈を踏まえ「公正」と訳出した。
4
5
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の弁護士数の増加は，以下の通りである9。
２００９年：５，５００名以上（２００９年１１月３０日まで）
２０１０年：５，８２１名
２０１１年：６，７２３名
２０１２年：７，４７６名
２０１３年：８，２８１名
２０１４年：９，０６４名
２０１５年：９，９１５名
２０１６年：１０，９１４名
２０１７年：１１，９４２名
２０１８年：１２，８２１名
２０１９年：１３，９００名（２０１９年１２月３１日時点）
弁護士数は毎年着実に増え，年平均７００名ずつ増加している。このようにこれ
までの１０年間において，我々の国の弁護士は数の面で相当なスピードで発展して
いる。弁護士数の発展が，主に大都市，特にハノイ市とホーチミン市で起きている。
全国の弁護士数の１３，９００名の中で，ハノイ市弁護士会は３，８０１名，ホー
チミン市弁護士会は５，４２０名であり，全国の弁護士数の３分の２以上を占めて
いる。残りの６１か所の弁護士会は４，６７９名が在籍しており，全弁護士数の３
４％を占めている。
このような弁護士数の増加は，社会の法律サービス利用の需要に一定程度応えら
れている。ベトナム人口の一人当たりで計算すると，人口９，６００万人の中に１
３，９００人の弁護士しかいない（割合は，国民約６，９０６名に対し１人であり，
シンガポールは１／１，０００，アメリカは１／２５０，日本は１／４，５４６（注：
原文のママ））。このことからすれば，近年では弁護士数が相当なスピードで発展し
ているとはいえ，人口及び人々の法律サービスの需要に比べて未だ少ない。また地
域毎に大きな格差が存在している。
２０２０年までの司法改革戦略決議第４９号／ＮＱ－ＴＷ，及び政府首相に承認
された２０２０年までの弁護士の発展戦略10の趣旨のとおりに社会の需要に応えら
れるよう弁護士数を発展させるため，ベトナム弁護士連合会は社会における弁護士
の地位及び役割について周知11を行い，国民の認識を高めている。また，各地方に
住んでおりかつ要件を満たす者に対して弁護士会加入へ動員するために，ベトナム
弁護士連合会常任委員会は省党委員会・県党委員会の常任委員会と直接話し合い，
地方での弁護士の実務活動12に好ましい条件を創出するよう各級の地方政府に提
9

データはベトナム弁護士連合会の年次業務概要報告書による。
（監修者注）２０１１年７月５日付首相決定１０７２号／ＱＤ－ＴＴＧを指すと思われる。
11
（監修者注）
「周知」と訳したベトナム語は「tuyên truyền」である。
12
（監修者注）
「弁護士実務活動」と訳したベトナム語は「luật sư hoạt động hành nghề」である。
10
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案・建議を上申した。例えば，弁護士会に対する活動経費の援助，訴訟進行機関13
の要請により事件弁護に参加した弁護士に対する経費を加えて援助すること等であ
る。他方で各弁護士会は，弁護士会の加入要件を満たし，かつ希望を有する者に対
して好ましい条件を創出するための処置も備えている。
ベトナム弁護士連合会は，ハノイ法科大学，ホーチミン市法科大学，カントー大
学，ヴィン大学，ダラット大学など北部・中部・南部の各大学の法学部学生に対し，
キャリアガイダンス交流会を開催した。これら交流会の目的は，法学部の大学生及
び社会に対するベトナム弁護士連合会及び弁護士職の広報にある。大学生に対して
ベトナムにおける弁護士及び弁護士職にアクセスし見聞できる機会を与えた。これ
により弁護士職の魅力を高め，より多くの新卒大学生が弁護士になるよう引きつけ
られた14。
上記の適切な計画及び方向性により弁護士数は大幅に増加した。特に，クアンビ
ン，チャヴィン，フンイエン，ザーライの弁護士会は，２００９年から現在まで弁
護士数が２倍も増加した。
１．２

弁護士の質の向上についての結果

司法改革戦略についての政治局決議２００５年６月２日付第４９号／ＮＱ－ＴＷ
号は，
「数量，政治的資質，倫理，専門レベルの面で十分な弁護士の組織を養成し
発展させる・・」という戦略的方向性15を定めている。政治的資質，職業倫理及び
専門知識は，弁護士の質を形成する核心的価値である。共産党の戦略的方向性を実
現し，国の支援，弁護士組織及び弁護士の努力により，近年では弁護士の質がます
ます向上している。弁護士のほとんどは良い政治的資質を有し，共産党，国に恭順
し，国の建設及び発展事業に貢献する意識を持ち，弁護士職の倫理水準・規則を堅
持及び発揮16している。しかしながら弁護士及び弁護士職のイメージに影響を与え，
これを害する法律及び職業倫理に違反する行為につながる，上記水準についての不
適切な認識及び行為を行う弁護士も存在した17。
弁護士会の法律サービスの提供結果報告によれば，弁護士による法律サービスの
提供件数は，刑事事件，民事事件，経済事件，労働事件，行政事件の訴訟において
も，そして法律相談18においても前年より年々増加している。このことは，国民及
び企業が弁護士による法律サービスの質を信頼し，そのサービスを利用しているこ
とを表しており，毎年法律サービスが大幅に増加している。

（監修者注）
「訴訟進行機関」と訳したベトナム語は「cơ quan tiến hành tố tụng」である。
（監修者注）
「引きつけられた」と訳したベトナム語は「thu hút」である。
15
（監修者注）
「方向性」と訳したベトナム語は「định hướng」である。
16
（監修者注）
「堅持及び発揮」と訳したベトナム語は「giữ vững và phát huy」である。
17
（監修者注）この一文の元となるベトナム語は「Tuy vậy, vẫn còn có một số luật sư có nhận thức có những
hành vi lệch chuẩn, dẫn đến có những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng và tổn
thương tới hình ảnh đội ngũ luật sư và nghề luật sư.」である。
18
（監修者注）
「法律相談」と訳したベトナム語は「tư vấn pháp lý」である。
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しかしながらベトナム弁護士連合会は弁護士の質が均一でないと認識19してお
り，クライアント20及び社会の確固たる信頼を構築・強化できるよう，弁護士の均
一的な質及び弁護士の法律サービス提供の質を高めるための教育，育成事業，弁護
士の実務活動の監督を強化すべきと考えている。
１．３

弁護士実務の結果

各弁護士会の報告書によると，この１０年間（２００９年より）でベトナム弁護
士は以下の分野において業務を行っている。
－ 刑事事件の１３３，３１７件に参加し，その中で指定刑事事件は６８，６３８
件，クライアントの依頼による刑事事件は６４，６７９件である。
－ 民事事件１１４，１２８件，経済経営商業事件５１，５８９件，行政事件８，
８０１件，労働事件２，５５２件に参加した。
－ 法律相談への参加：６２２，６２６件
－ 訴訟外の代理への参加：２０，７０７件
－ 他の法律サービスへの参加：１０７，８６７件
－ 無料法律支援への参加：１６９，０７２件
弁護士の法律サービスの数は，概して前年より年々増加している。
－ 弁護士が訴訟進行機関の要請により参加した事件の件数は，
次のとおりである。
２０１０年は７，１１９件，２０１１年は７，７６７件，２０１２年は８，４２８
件，２０１３年は８，６９８件，２０１５年は６，６５０件，２０１７年は５，９
０５件，２０１８年は７，３９５件である。
－ 弁護士が相談に参加した件数：２０１０年は３６，９９４件，２０１１年は３
９，４１０件，２０１２年は４７，２０４件，２０１３年は１２３，５２１件，２
０１６年は１４６，８０５件，２０１７年は９６，１００件，２０１８年は７９，
４９９件である。
－ 弁護士が参加した民事事件の件数：２０１６年は１１，６５７件，２０１７年
は１４，０６３件，２０１８年は１２，５８５件である。
－ 法律支援：２０１４年は６，５５６件，２０１５年は７，２５０件，２０１６
年は８５，０２２件，２０１７年は１８，０２２件，２０１８年は２０，６５３件
である。
数の増加とともに弁護士の法律サービスの質も大幅に向上している。訴訟への参
加については，弁護士が刑事，民事，経済，行政，労働，婚姻家族といったすべて
の分野において，クライアントの合法的な権利・利益を守るために弁護に参加した。
毎年増加している弁護士が参加した事件は，刑事事件の他に，経済事件，行政事件
もあり，これらは急速に増加する傾向にある。多くの弁護士は実務スキル及び実際
の訴訟の経験に基づき，客観的事実を探求し法律を正確に適用するために弁護の論
（監修者注）
「認識」と訳したベトナム語は「nhận thấy」である。
（監修者注）
「クライアント」と訳したベトナム語は「khách hàng」である。
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拠を厳格に準備し，検察官との討論を主導的に行った。これらの目的は，一方で当
事者の合法的な権利を保護することであり，他方で国家機関が事件解決につき間違
いを避け又は減少させ，国民及び社会に公正を提供することである。これにより弁
護士は公正及び社会主義法制の保護に貢献する。
ここ数年，弁護士は訴訟進行機関により要請される事件弁護を１００％担当して
いる。その中で弁護士数が少ない弁護士会，例えばコントゥム省弁護士会，ライチャ
ウ省弁護士会，ハーザン省弁護士会などは，弁護士が９名から１１名しかいないに
もかかわらず，上記業務を十分実施できている。上記事件における弁護の質も絶え
ず向上している。国家による報酬が未だ低いにもかかわらず，弁護士の多くは責任
感をもって弁護の業務を行っている。
弁護士による相談サービスの質はますます向上している。民事，行政，労働，婚
姻家族という典型的な分野における相談の質の向上を重視する他，多くの弁護士又
未だその割合は多くないが，
は弁護士営業組織21は経済分野の相談に注力している。
経済分野における弁護士の相談サービスは徐々に増加している。多くの弁護士又は
弁護士営業組織は，経済価値が高く外国の要素があるものを含め，経営分野，投資
分野，貿易分野における法律コンサルティング契約22を実施するのに十分なレベル
を有している。
訴訟外の代理は多くの弁護士にとって新しい分野である。しかしここ数年，弁護
士は個人又は組織が合法的な権利・利益を保護できるように，訴訟23分野を含め多
くの訴訟外の代理契約について質を確保しながら実施している。
その他に過去１０年，弁護士営業組織（約４０００組織）は国家の建設及び国防
のために毎年国家に対して数１０億ドンの税金を納付している。これは賞賛に値す
ることであり，国家により承認されるべきである。信頼性が高く，かつ高く評価さ
れているいくつかの弁護士営業組織は，年３００億から４００億ドンを納税してい
る。全国の４０００の弁護士営業組織を合計すると，その金額は少なくない。
２

弁護士職及びベトナム弁護士連合会の地位及び法的地位を高めた結果
２．１

クライアントに対する法律サービスの提供における弁護士の貢献

ここ数年，裁判で審理された汚職，国家安全，麻薬，密輸等に関する大きな事件
において，被疑者・被告人の弁護人として弁護士の参加がある。社会は，弁護士に
より提供された証拠が客観的に慎重に検討されること，被告人の自己弁護又は弁護
士による弁護の依頼権が尊重されることで，裁判所の審理業務24を高く評価する。
これにより国民の裁判所及び公正への信頼が着実に確固たるものとなり，被疑者・

21

（監修者注）弁護士営業組織についてベトナム弁護士法３２条以下参照。
https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/legal_08.pdf
22
（監修者注）
「法律コンサルティング契約」と訳したベトナム語は「hợp đồng tư vấn pháp lý」である。
23
（監修者注）
「訴訟」と訳したベトナム語は「khiếu kiện」である。
24
（監修者注）
「審理業務」と訳したベトナム語は「công tác xét xử」である。
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被告人が裁判所の判決に対して十分に納得することとなる。
ドイモイの当初の数年から現在まで，投資，国際貿易のコンサルティング弁護
25

士 は，国内の企業，そしてベトナムにおける外国投資家に対する法律サービスの
提供において，その規模及び能力をますます拡大させ高めている。国内及び国際企
業に対する法律コンサルティングの活動は，社会経済の発展を促進することに貢献
した。
弁護士の実務活動の結果は，社会による弁護士の実務活動及び弁護士職に対する
信頼を表している。同時に組織，個人の合法的な権利・利益の保護，公正の保護へ
の貢献，司法改革事業，社会主義法治国家の建設，社会経済の発展，国際参入への
貢献についての弁護士の責任をも表している。
２．２

弁護士の体制及び弁護士職

弁護士の体制は，憲法から弁護士法，刑事訴訟法，民事訴訟法及び他の関連する
法規範文書に至るまで徐々に完成されてきており，弁護士業務を発展させるための
法的回廊を形成している。国の法的イベントにおける弁護士の貢献を通じて，共産
党，国家及び社会コミュニティは，司法活動，法律支援における立法活動及び法律
の宣伝活動に対する弁護士の役割を見ることができた。立法事業の重点としての刑
法，刑事訴訟法，民事訴訟法，弁護士法，法律扶助法，鑑定法，企画法26等のよう
な重要な法律について，弁護士の貢献が認められる。
２．３

ベトナム弁護士連合会の広報27業務について

広報業務は，ベトナム弁護士連合会によって成立当初から注目されている。ベト
ナム弁護士連合会のポータルサイトは全国の弁護士に広く周知するために，ベトナ
ム弁護士連合会の活動，弁護士業務の実施活動及び各弁護士会の活動についての情
報を報告・アップデートしている。ベトナム弁護士連合会は，国民の合法的な権利・
利益の保護，公正の保護，法制の保護，ベトナム社会主義法治国家の建設過程にお
ける弁護士の高潔な任務について，国や社会の認識を高めるためにメディア戦略を
決定した。
ベトナム弁護士雑誌の発行は弁護士にとって画期的出来事28である。これは現在
のベトナム弁護士の最初で唯一の広報媒体29である。同雑誌は，共産党の方針，国
家の法律政策を周知する機能，法律の改正・完備及び司法改革に対する積極的な反
論意見を紹介する機能を有している。またこれらの出版物は，職務，管理経験，弁
護士業務の実施活動の情報の共有，科学理論論文，ベトナム弁護士連合会による業
務の案内を掲載する全国の弁護士のフォーラムともなっている。弁護士雑誌は６２
（監修者注）
「コンサルティング弁護士」と訳したベトナム語は「luật sư tư vấn」である。
（監修者注）
「企画法」と訳したベトナム語は「Luật Quy hoạch」である。
27
（監修者注）
「広報」と訳したベトナム語は「truyền thông」である。
28
（監修者注）
「画期的出来事」と訳したベトナム語は「sự kiện quan trọng có ý nghĩa lớn」である。
29
（監修者注）当該雑誌の名称は「LUẬT SƯ VIỆT NAM」
（Vietnam Lawyer Magazine）である。
「報道媒体」
と訳したベトナム語は「cơ quan báo chí」である。
25

26
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号発行され，その内容及び質については，多くの国内の弁護士，中央の機関部局に
高く評価されている。ベトナム弁護士連合会及び地方弁護士会，国際協力活動など
のアップデートについて，ベトナム弁護士雑誌における広報とともに，ベトナム弁
護士連合会のウェブサイトにおける広報も重視されてきた。
２．４

１０年間におけるベトナム弁護士連合会の法律支援業務

法律扶助法による法律支援を実施するとともに，弁護士は弁護士法及びベトナム
弁護士連合会のガイドラインの規定に基づき，弁護士の法律支援の義務を実施して
いる。したがって，各弁護士会のいずれにおいても積極的に地方での法律相談及び
支援業務に参加している。各弁護士会の，必ずしも十分とは言えない統計によれ
ば，この１０年間において弁護士が無料で支援に参加した事件は１４８，４１９件
である。
ベトナム弁護士連合会は，ベトナム弁護士の伝統的な記念日である１０月１０日
を国民に対する法律支援日とした。各弁護士会において，罪に問われている者，受
刑者への広報及び法律支援のために矯正施設30，暫定留置場31へ行くことなど様々な
形で無料の法律支援スポットを設置し，多数の弁護士営業組織及び弁護士によって
呼応32されている。これらを通じて弁護士は自らの実務活動における社会コミュニ
ティに対する責任意識を高めた。この有意義な活動により，弁護士の役割・位置づ
けが社会によって認められ高い評価を与えている。
２．５

１０年間における国際協力活動

ベトナム弁護士連合会と国際弁護士組織，各国の弁護士組織の交流，協力関係の
成立は，全国弁護士評議会によって，ベトナム弁護士連合会の他の重要なことと同
時に行うべきと決定されている。ベトナム弁護士連合会の方針は，国際協力を拡大
及び強化するが，ベトナム弁護士連合会の理念，目的，共産党の方針，主張，国の
法律に適合すべき，というものである。
この１０年間において，ベトナム弁護士連合会は国際協力活動を効果的に開始し
た。ベトナム弁護士連合会は，日本，カナダ，アメリカ，デンマーク，スウェーデ
ン，ドイツ，ロシア，中国，日本，ラオス，カンボジア等の弁護士組織との関係を
構築した。アジア太平洋法律家協会（ローエイシア），国際法曹協会（ＩＢＡ）の
正式メンバーになった後，ベトナム弁護士連合会は，これらの会のプログラムに属
する多くの活動に参加した。
その他，ベトナム弁護士連合会は，多くの協力プログラム及び大型プロジェクト
を効果的に実施した。典型的なのは，ベトナム政府とデンマーク，スウェーデン，
ＥＵと締結した司法パートナープログラム（ＪＰＰプロジェクト）
，２０２０年を
目標とする法・司法改革支援プロジェクト（ＪＩＣＡプロジェクト），法律・司法
（監修者注）
「矯正施設」と訳したベトナム語は「trại cải tạo」である。
（監修者注）
「暫定留置場」と訳したベトナム語は「trại tạm giam」である。
32
（監修者注）
「呼応」と訳したベトナム語は「hưởng ứng」である。
30
31
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分野における協力についてのベトナム政府とドイツとの間の共同声明の３年実現協
力プログラム（２０１５年から２０１７年）
（３年協力プログラム）等である。
現在ベトナム弁護士連合会は日本弁護士連合会との関係を維持し，続けてＪＩＣ
Ａプロジェクト枠内の活動及びドイツとの３年協力プログラムを実施している。最
近ベトナム弁護士連合会は，フランス全国弁護士会評議会との協力議事録，ロシア
連邦弁護士連合会，アメリカ法曹協会，マレーシア弁護士会，東京弁護士会と協力
協定を締結した。それと同時にベトナム弁護士連合会は，二国間の協力および多国
間の協力の活動を積極的に実施しており，日本，ドイツ，フランス，ロシア等の各
国の弁護士組織との協力関係を維持し，国際法曹協会（ＩＢＡ）
，アジア太平洋法
律家協会（ローエイシア）の活動にメンバーとして参加している。これらの活動に
より，共産党及び国家の方針，政策に基づく外交活動に貢献し，またこれらを通じ
て，国内及び国際関係におけるベトナム弁護士連合会の地位を上げている。
ベトナム弁護士連合会は弁護士に対して交流及び学習の機会を作り出すために，
引き続き外国の弁護士会との協力を強化・拡大し，国の発展の要請に応じられるよ
うにベトナムの国際参入，弁護士の教育，育成を強化していく。
３

ベトナム弁護士連合会の政治上，法律上の義務の実施
３．１

立法事業

国会に提示する前の政府，最高人民裁判所，最高人民検察院による法案のほとん
ど，又は司法省が起草を主管する法規範文書の多くについて，ベトナム弁護士連合
会の意見が求められた際，ベトナム弁護士連合会は積極的にコメントし，これによ
り立法事業における弁護士の意思及び要望を表すことができた。
この１０年間において，ベトナム弁護士連合会は管轄機関の要請に応じて合計１
３１本の法規範文書に対しコメントを行った。最も重要なものは，２０１５年刑事
訴訟法において弁護及び被害者・当事者の合法的権利・利益の保護についての第５
章を設けると提案したこと，捜査段階における弁護権の保障33に関する通達第４６
号／２０１９／ＴＴ－ＢＣＡの草案作成及び完備に積極的に貢献したことである。
そして省，市における弁護士会は，法律又は地方の法規範文書の制定に参加するこ
と，国民及び社会コミュニティに対し新たな法規範文書を周知34し普及させること
につき多くの活動を行っている。
またベトナム弁護士連合会は，中国に対し，南シナ海におけるベトナムの排他的
経済水域及び大陸棚についてのベトナムの主権及び裁判権への侵害に反対する宣言
を３回出した。ベトナム弁護士連合会の宣言は国内及び国外の世論により賛同及び
応援を得られた。
３．２

２０１１年から現在までの行政手続のレビュー事業

２０１１年から現在まで，ベトナム弁護士連合会は毎年，行政手続改革顧問評議
（監修者注）
「保障」と訳したベトナム語は「bảo đảm」である。
（監修者注）
「周知」と訳したベトナム語は「tuyên truyền」である。

33

34
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会の要請に従い，多数の異分野における行政手続のレビューに参加するため，３０
名から４０名の弁護士を指名した。例えば，国民に対する診療分野，司法履歴書の
分野，公証及び確証35の分野における行政手続又は浄水36の生産・供給・消費に関
する行政手続，若しくは出生届，常住戸籍登録及び６歳未満の子どもに対する保険
証の配付等に関する行政手続である。ベトナム弁護士連合会の貢献は，政府，政府
首相及び司法省により認められ，賞状を授与された。
３．３

中央国民相談所37における法律援助事業

２０１５年から現在まで，ベトナム弁護士連合会はベトナム祖国戦線中央委員会
及び政府監察院の要請に応え，法律扶助に参加するために，ハノイにおける中央国
民相談所へ８００名の弁護士を，ホーチミン市における中央国民相談所へ１００名
の弁護士をそれぞれ派遣した。この事業は国家の不服申立て及び告訴告発の解決に
積極的効率的に貢献し，同時に国民が無料で弁護士の法律援助を受けられるように
した。現在この事業は未だ維持されている。ハノイの中央国民相談所においては毎
日，国民に対し法律に基づいて中立的に法律援助を実施するため弁護士が常駐して
いる。これにより国民及び国家を補助できるとともに，不法38に不服申立て又は告
訴告発を行う者を減少させられる。
３．４

ベトナム祖国戦線の構成員としての事業

ベトナム祖国戦線の構成員としてベトナム弁護士連合会及び全国の弁護士会は，
ベトナム祖国戦線中央，及び省・県の祖国戦線により開催される活動に積極的に参
加している。例えば，「ホーチミン主席の思想，道徳，人格を見習う」
「国民全員が
住宅地に文化的なライフスタイルを構築するために団結する」
「貧困者のための日」
「助け合いの住宅建設」
「ベトナム人は率先してベトナム製品を使用する」
「協力し
て行政手続を改正する」等といった運動である。ベトナム祖国戦線によって開始さ
れた東日本大震災への支援運動において，ベトナム弁護士連合会及びその構成員は
日本へ寄付を行うとともに励ましの言葉を送り日本側から感謝された。また各弁護
士会理事会は深い関心を持って多くの社会活動を行っている。ハノイ，ホーチミン
市，ビンフオック，ハーティン，ダックラック，ラムドン，クアンガイ等の弁護士
会は，テト又は国の重要な祝日に各民族の貧困者に対し贈り物をしている。ビン
トゥアン，ヴィンロン，ホーチミン市，ビンフオック，キエンザン，ラムドンなど
の弁護士会は，四半期ごとに又は国の重要な祝日にベトナム英雄の母を訪問し贈り
物をしている。また多くのスポーツ活動が開始された。これにより体力トレーニン
グの運動を応援できるとともに，ハノイ法科大学及びホーチミン市経済大学法学部
などにおける少数民族の貧困な大学生に数億ドンを支援することができた。これら
（監修者注）
「公証及び確証」と訳したベトナム語は「công chứng, chứng thực」である。
（監修者注）
「浄水」と訳したベトナム語は「nước sạch」である。
37
（監修者注）
「中央国民相談所」と訳したベトナム語は「trụ sở tiếp dân Trung ương」である。
38
（監修者注）
「不法に」と訳したベトナム語は「không phù hợp pháp luật」である。
35

36
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の活動は，弁護士を招集・団結させるという目標の達成に積極的に貢献し，社会コ
ミュニティに対する弁護士の責任感を高めた。
４

ベトナム弁護士連合会の人事を組織する事業
４．１

第１任期目における人事組織

第１回全国弁護士代表大会では，全国弁護士評議会の委員９３名，常任委員会の
委員２１名を選任した。ベトナム弁護士連合会の常駐者39は１名の会長及び４名の
副会長を含む。またベトナム弁護士連合会において専門委員会を５つ，直轄局を４
つ設けた。ベトナム弁護士連合会の第２任期目に入ると，第２回全国弁護士代表大
会は全国弁護士評議会の委員９５名，常務委員会の委員２１名を選任した。ベトナ
ム弁護士連合会の常駐者は１名の会長及び４名の副会長を含む。またベトナム弁護
士連合会において専門委員会を７つ，直轄局を６つ設けた。
４．２

第２任期目における人事組織

第２任期におけるベトナム弁護士連合会の組織は，ベトナム弁護士連合会定款に
規定された役割・任務を実施し，新たな状況における政治法律に係る任務の実施に
関するベトナム弁護士連合会への要請に応えるため拡大・強化された。人事組織に
ついてベトナム弁護士連合会は，第２任期目の最初の段階において第１任期目に比
べより多くの困難に直面しなければならなかった。しかしベトナム弁護士連合会の
常任委員会，常駐者，全国弁護士評議会は，措定した義務を完成させるために一層
団結し努力してきた。そのためベトナム弁護士連合会の役割，任務及び活動は真摯
かつ連続的に行われ，ベトナム弁護士連合会の活動から得られた多数の分野におけ
る多くの結果が認められるに値するものとなっている。
５

ベトナム弁護士連合会と各弁護士会との協力活動
５．１

弁護士に関する告発・不服申立の解決，表彰，懲戒処分

弁護士に対する告発・不服申立の解決，表彰及び懲戒処分はベトナム弁護士連合
会の重要な任務の一つである。ベトナム弁護士連合会は各弁護士会と十分に協力し
当該活動を実施している。また当該活動を効果的に実施するためベトナム弁護士連
（以下，
「弁
合会及び各弁護士会は，弁護士による弁護士職の倫理及び適切対応規程40
護士職務倫理規程」という。）の遵守への審査・監察（giám sát）を強化し，法律又
は倫理基準を遵守する弁護士又は弁護士営業組織を適切に表彰し，弁護士職務倫理
規程に違反した行為を行なった弁護士を発見し，厳格に処分を行っている。
弁護士及びクライアントの合法的権利・利益を保護するために，ベトナム弁護士
連合会は告発・不服申立の解決規制を制定している。弁護士職務倫理規程以外に，
ベトナム弁護士連合会は告発・不服申立ての解決，全弁護士会に適用される懲戒処
（監修者注）
「常駐者」と訳したベトナム語は「Thường trực Liên đoàn」である。
（監修者注）原文は「Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam」であり，直訳すると「ベ
トナム弁護士職の倫理及び適切対応規程」となる。https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/
ku57pq00001j1wzj-att/legal_56.pdf なお，２０１９年１２月１３日に本倫理規程は改定されている。

39

40
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分及び弁護士による活動・組織の監察規制も規定している。これらの規制は重要で
あり，弁護士の監察，表彰，懲戒処分，告発・不服申立の解決をはじめ，弁護士の
管理活動の効果を向上させるものとなっている。
弁護士に関する告発・不服申立の解決は複雑でセンシティブである。そのため，
決然とし41，公平無私で，合理的及び責任のある態度で実施しなければならない。
当該活動を実施するためベトナム弁護士連合会は，告発・不服申立規制の制定とと
もに表彰・懲戒処分委員会の委員を強化し，当該委員会の活動の担当委員として熱
心かつ公平無私で能力のある者を選任している。そのため表彰・懲戒処分委員会は
自らの役割を発揮できている。当該委員会はベトナム弁護士連合会に対して助言
し，ベトナム弁護士連合会の様々な業務の実施に助力している。
この１０年間，ベトナム弁護士連合会は弁護士又は弁護士実務修習生に関する１
３８２42の告発・不服申立書を受領した。当該申立書の多くは弁護士による弁護士
職務倫理規程違反，弁護士とクライアント間の報酬紛争についての不服申立てであ
る。ベトナム弁護士連合会は関連弁護士会と協力してこれらを解決した。２００９
年５月以来，各弁護士会は４４６名の弁護士を弁護士名簿から除名し（そのうち３
７６名は，ホーチミン市弁護士会に会費を納付していないことを理由とする。７０
名は弁護士職の倫理違反を理由とする。
）
，９４名の弁護士に対してその他の方式で
懲戒処分（会員資格の一時停止，警告）を行った。告発・不服申立の活動の結果及
び上記のデータは，弁護士職の倫理違反行為の処分を厳格に実施したことの証左で
ある。
表彰に関してはベトナム弁護士連合会設立当初から実施されている。励まし合い
運動43の声掛け及び結果の総括と組み合わせ，ベトナム弁護士連合会は弁護士の組
織・活動に貢献した多数の個人又は団体を定期或いは不定期に表彰している。この
１０年間，ベトナム弁護士連合会は実績のある数千の個人・団体に対して表彰状
を，ベトナム弁護士の発展に貢献し又は１５年以上弁護士として活動しかつ違反行
為がない８７６の個人及び弁護士に記念賞を授与した。弁護士業界における健全な
競争を促進すべく，弁護士連合会は毎年，弁護士表彰提案を作成している。貢献し
た個人又は団体に対する適時適切な表彰は，当該弁護士・弁護士会・弁護士営業組
織が，実務活動，弁護士職及び弁護士組織の発展により貢献することを奨励する意
義を有する。
５．２

弁護士の合法的な弁護士実務及びその他の権利の保護についての結果

弁護士の権利保護に関する活動は，ベトナム弁護士連合会設立当初から重視され
ている。なぜなら弁護士の権利保護が十分になされることによってのみ，ベトナム
弁護士連合会に対する弁護士の信頼を高められるからである。当該活動の実施に当
（監修者注）
「決然とし」と訳したベトナム語は「kiên quyết」である。
２００９年５月から２０１９年７月２３日まで計算されたデータである。
43
（監修者注）
「励まし合い運動」と訳したベトナム語は「phong trào thi đua」である。
41
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たってベトナム弁護士連合会は，弁護士の弁護実務の権利44及び弁護士会の権利・
利益の保護のため，弁護士の活動及び組織に関する法制度の設計及び改正を提案し，
意見表明に参加し，法的環境の整備に注力している。
またベトナム弁護士連合会は，
訴訟において弁護士の権利・義務が十分実施できるように，訴訟進行機関と協力し
保護の活動も行なっている。
２００９年５月から現在まで，ベトナム弁護士連合会は弁護士の合法的権利の保
護申請に係る２６６45のケースを受領している。ベトナム弁護士連合会は迅速に行
動し，適時に各弁護士会と協力し，弁護士の合法的実務の権利保護46を適切に行っ
ている。
ベトナム弁護士連合会は２０１１年６月７日に最高人民検察院と活動の協力規定
に署名し，公安省と協力し捜査段階における弁護人の弁護権の保護に関する刑事訴
訟法の施行案内である２０１１年１０月１０日付通達第７０号／２０１１／ＴＴ－
ＢＣＡを制定した47。ベトナム弁護士連合会の提案に基づき，刑事訴訟法草案作成
委員会は「弁護及び代理」に関する章（第Ⅴ章）を追加し，またベトナム弁護士連
合会に第Ⅴ章の草案の作成を委任した。ベトナム弁護士連合会は当該条文を起草
し，当該草案の作成に当たって多数のセミナー・ワークショップを行なった。当該
草案は刑事訴訟法草案作成委員会及び専門家によって高く評価された。またベトナ
ム弁護士連合会の提案に基づき，２０１３年８月５日，ベトナム国家主席である
チュオン・タン・サン氏は，司法改革指導委員会，公安省，最高人民検察院，最高
人民裁判所，司法省が参加する会議を主催した。当該会議の目的は弁護士による弁
護士の実務過程48における困難についての解決策の提示である。国家主席は当該問
題に対して結論を述べ，弁護士による弁護士実務保護の改善策を提案した。特に捜
査段階において平等を創出し弁護権を保護するために，ベトナム弁護士連合会は公
安省に対して２０１４年７月７日付通達第２８号／２０１４／ＴＴ－ＢＣＡ第３８
条を改正するよう提案した。
弁護士実務における弁護士の権利を適切かつ効果的に保護するために，現在ベト
ナム弁護士連合会は，弁護士の権利保護に関する要求の届出を解決するための手
順・手続についての規定を作成している。同時にベトナム弁護士連合会は，公安省
大臣により制定された２０１１年１０月１０日付通達第７０号／２０１１／ＴＴ－
ＢＣＡの施行状況に関する各弁護士会の意見を収集し，捜査段階における弁護権の
保護に係る２０１５年刑事訴訟法を案内する公安省通達第４６号／２０１９／ＴＴ
－ＢＣＡの草案に対して，修正又は追加の内容を提案している。ベトナム弁護士連
（監修者注）
「実務の権利」と訳したベトナム語は「quyền hành nghề」である。
２０１９年９月１６日までのデータである。
46
（監修者注）
「弁護士の合法的実務の権利保護」と訳したベトナム語は「bảo vệ quyền hành nghề hợp
pháp của luật sư」である。
47
（監修者注）https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/legal_33.pdf
48
（監修者注）
「弁護士の実務過程」と訳したベトナム語は「quá trình hành nghề của luật sư」である。
44
45
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合会は，２０１７年８月２１日にこの内容について記載する文書３０４号／ＬＤＬ
ＳＶＮを公安省に送付した。また２０１９年８月２３日，ベトナム弁護士連合会の
常駐者は捜査段階における困難や問題を解決し，公安省通達第４６号／２０１９／
ＴＴ－ＢＣＡの草案に助言するため，公安省の副大臣兼捜査機関の長官及び公安省
大臣と直接打ち合わせた49。
この１０年間，ベトナム弁護士連合会及び各弁護士会は弁護士の合法的実務の権
利保護及びサポートを中心に行っており，目覚ましい成果を獲得できたといえる。
またベトナム弁護士連合会に対する弁護士の信頼も高められ，弁護士の合法的実務
の権利尊重及び保護において訴訟進行機関と良い関係を築くことができた。
５．３

教育，研修活動

現在，弁護士の質が未だ低いという実際的問題が存在している。その理由として
弁護士希望者の質が均一でないこと，教育の質，特に弁護士実務における教育及び
実務プロセスにおける育成が挙げられる。新人の弁護士，奥地・遠隔地で活動して
いる弁護士，及び知的財産・経済紛争解決・国際貿易等，一つの分野を専門として
活動している弁護士を十分サポートするため，ベトナム弁護士連合会は弁護士に対
する教育・育成活動を中心的活動とし，計画的・全面的に取り組まなければならな
いと考えている。講義内容，講師，資料又は参考文献など，弁護士に対する教育活
動が重視されている。
ベトナム弁護士連合会はこの１０年間で４３９50以上の弁護士育成コースを開催
し，各コースには約１００人の弁護士が参加した（特にホーチミン市弁護士会によ
り開催されたコースには５００人近い弁護士が参加した。
）
。これらのコースの主要
な内容は，弁護士職務倫理規程，専門，業務及び弁護士実務のスキル51である。専門，
業務，職業スキル52及び弁護士職務倫理規程の教育が行われているため協働活動に
おいて弁護士の団結が可能となり，近年弁護士の質が向上された。育成コースの開
始のみならず，ベトナム弁護士連合会は各弁護士会管理委員会と協力し，弁護士を
対象とする研修・セミナーを行っている。
弁護士法の規定によると，ベトナム弁護士連合会は弁護士職の教育及び弁護士職
教育施設53を設立する責任を負っている54。ベトナム弁護士連合会は，２０１６年初
頭，ベトナム弁護士教育スクール設立提案を作成しこれを司法省に提出したが，未
49

２０１９年１０月１０日付で「被疑者等の弁護権確保に係る公安省通達４６号 / ２０１９/ ＴＴ－Ｂ
ＣＡ」が制定されている。
50
２００９年５月から２０１９年９月１６日までのデータである。
51
（監修者注）
「専門，業務及び弁護士実務のスキル」と訳したベトナム語は「chuyên môn, nghiệp vụ và
kỹ năng hành nghề luật sư」である。
52
（監修者注）
「専門，業務，職業スキル」と訳したベトナム語は「chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề
nghiệp」である。
53
（監修者注）
「弁護士職教育施設」と訳したベトナム語は「cơ sở đào tạo nghề luật sư」である。
54
（監修者注）弁護士法６５条４項参照。なお，同法８３条２項ｃには司法省の任務として規定されて
いる。
22

ICD82G-02.indd

22

2020/02/25

11:17:59

だ承認を得ていない。このことは多かれ少なかれ弁護士の教育・育成の活動，弁護
士の教育の質及び弁護士の要望に影響を与えている。
各弁護士会は，ベトナム弁護士連合会と協力し又は自ら積極的に弁護士会に所属
する各弁護士を対象とする弁護士育成コース，弁護士実務経験を共有するセミナー
を開催している。弁護士が他の弁護士と経験の共有又は知識の学習機会を備えるた
めに，ホーチミン市弁護士会は研究委員会を，ハノイ市弁護士会は弁護士業務の育
成センター55を設立し，専門，業務の育成コース，科学セミナー56を開催している。
ベトナム弁護士連合会は設立後，弁護士実務修習結果の評価試験57を１１回行っ
ており，これまでに８，２７８人の弁護士実務修習生が参加した。そのうち，合格
者は５，６６８人で総受験者の６８．４７％を占め，不合格者は２，６１０人で総
受験者の３１．５３％を占めている。弁護士実務修習結果の評価試験は法律の規定
及びベトナム弁護士連合会の定款に沿って適切かつ厳格に行われた。
ベトナム弁護士連合会内の法律情報誌58，典型的な弁護の事例集59，弁護士ハンド
ブックの発行は，奥地・遠隔地で活動している弁護士，新人弁護士にとって新たな
法規範文書をアップデートする機会を与え，全ての弁護士にとって裁判における弁
論の質を向上させ弁護士実務の助けとなっている。弁護士の質を向上させるために
上記の育成の方式以外に，ベトナム弁護士連合会は，弁護士をアメリカ，カナダ，
日本，ドイツ，中国などの外国へ研修のために派遣している。
この１０年間，弁護士に対する教育・専門知識の教育について目覚ましい成果が
得られ，弁護士の質を一段階向上させることができた。
５．４

その他の活動

ベトナム弁護士連合会は各弁護士会と協力し，地方機関との関係を築いている。
弁護士会は，司法局，法律支援センター，人民裁判所，検察院，省レベルの法律家
協会60との事業協力に係る規制61を締結した。
各弁護士会は，所属する弁護士の精神生活にも配慮している。弁護士が病気，死
亡又は弁護士の両親が死亡したとき，弁護士会からお見舞いなどをする委員を派遣
している。
Ⅲ

残存する問題

１．ベトナム弁護士連合会の人事強化の遅延により，第２任期の１年目，２年目に影響
（監修者注）
「弁護士業務の育成センター」と訳したベトナム語は「Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật
sư」である。
56
（監修者注）
「科学セミナー」と訳したベトナム語は「hội thảo khoa học」である。
57
（監修者注）弁護士法１５条。
58
（監修者注）
「法律情報誌」と訳したベトナム語は「cuốn Thông tin pháp luật nội bộ」である。
59
（監修者注）
「典型的な弁論の事例集」と訳したベトナム語は「Tuyển tập các bài bào chữa điển hình」で
ある。
60
（監修者注）
「法律家協会」と訳したベトナム語は「Hội Luật gia」である。
61
（監修者注）
「規制」と訳したベトナム語は「Quy chế」である。
55
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を与えた。
２．少数の弁護士が弁護士職務倫理規程に違反したことや，弁護士の実務分野に関係の
ない問題及び他の経済社会問題に対してＳＮＳにおいて正しくない又は軽率な発言を
したことは国家及び社会に対する弁護士のイメージに影響を与えている。ベトナム全
国の弁護士を始めベトナム弁護士連合会が司法改革及び社会主義法治国家の建設に積
極的に貢献している中，上記のような違反行為をした弁護士は，弁護士職及びベトナ
ム弁護士連合会の威信に影響を与え，これを害した。
３．弁護士法において，ベトナム弁護士連合会が弁護士職の教育及び弁護士職教育施設
の設立をする責任を負うと規定されている62。それにも関わらず，２０１６年からベ
トナム弁護士教育スクールの設立提案を作成し司法省に提出したが，未だ承認されて
いない。首相が承認した弁護士職の発展戦略においても63，２０１６年に弁護士連合
会が弁護士職の教育を行うことができると記載されている。しかし現時点において，
スクールの設立条件の補充に係る司法省の意見を含む諸事情により，ベトナム弁護士
連合会は弁護士職の教育活動を実施することができず，弁護士職の教育活動・教育の
質及び弁護士の要望にも影響を与えている。
４．ベトナム弁護士連合会を始め弁護士会が直面している施設及び活動予算に関する困
難は未だ解決されていない。現在，ベトナム弁護士連合会及びホーチミン市に所在す
るベトナム弁護士連合会の代表機関は事務所を賃貸しなければならない状態である。
また各弁護士会については，総数６３弁護士会のうち３９弁護士会のみ省レベルの人
民委員会の配置により事務所を有しており，他の２４弁護士会は事務所を賃貸してい
るか，当該弁護士会に所属している弁護士の事務所を利用しなければならない状態で
ある。施設及び活動予算の困難は，ベトナム弁護士連合会及び各弁護士会の活動に影
響を与えている。そしてベトナム弁護士連合会の会費は未だ低く，その活動予算にプ
レッシャーを与えている。
５．弁護士会における党に関する活動については，現在６３弁護士会の中，２８弁護士
会のみ党組織を有している。このうち弁護士である党員は居住地にある党施設に参加
していることが多い64。まだ党組織を有していない弁護士会もあり，弁護士会の指導
幹部内に対立意見が生じたり，内部に複雑な問題が生じた際に困難が生じている。
６．弁護士と訴訟進行機関との協力は未だ困難に直面している。特に刑事訴訟関係の複
数の各級捜査機関と検察機関との協力についてである。そのうちクライアントに法律
サービスを提供する際に，自らの責任，訴訟進行機関との協力についての責任を適正
かつ十分に実施していない複数の弁護士がいる。

62

（監修者注）弁護士法６５条４項参照。なお，弁護士法８３条２項ｃには司法省の任務として規定さ
れている。
63
（監修者注）２０１１年７月５日付首相決定１０７２号／ＱＤ－ＴＴＧを指すと思われる。
64
（監修者注）所属弁護士会と居住地が異なっている弁護士の場合，所属弁護士会の党施設ではなく，
居住地の党施設に参加する場合が多いとの趣旨のようである。
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Ⅳ

ベトナム弁護士連合会の機会（チャンス）及び挑戦（チャレンジ）
１

利点
１．１

ベトナムの経済・社会状況は安定的に発展している段階にある。この５年間

のＧＤＰは毎年６％以上増加しており，２０１８年は７％以上に達している。また
ベトナムは多数の国際貿易組織に加入している。
ＷＴＯ，
ＡＳＥＡＮ経済共同体（Ａ
ＥＣ），ＣＰＴＰＰ，ＶＥＦＴＡ（ベトナムＥＵ自由貿易協定）等の多数の国際条約・
協定を締結している。多数の外国投資家がベトナムに進出しベトナムでビジネスを
行なっている。反対にベトナム企業も海外に進出し始めている。これは，ベトナム
における弁護士職を含めて多数のサービス業が発展する要因と考えられる。
１．２

ベトナムでは，弁護士職以外に職に対する法規定が十分に整備されている職

業は少ない。１９４９年憲法以降，１９５９年憲法，１９８０年憲法，１９９２年
憲法及び２０１３年憲法において，弁護士職及び弁護士に関する規定が存在してい
る。その後は，２００６年弁護士法，２０１２年改正弁護士法及び２００３年刑事
訴訟法，２０１５年刑事訴訟法において弁護人に関する規定が存在している。民事
訴訟法，行政法65，法律扶助法等のその他の法律においても弁護士，弁護士職に関
する規定が存在している。また弁護士職・弁護士について規定している細則文書も
存在している。例えば，弁護士法の施行を案内する議定第１２３号／２０１３／Ｎ
Ｄ－ＣＰ，議定第１２３号／２０１３／ＮＤ－ＣＰを改正・補充する議定第１３７
号／２０１８／ＮＤ－ＣＰ，弁護士による専門知識及び技能の研修への参加につい
て規定する通達第１０号／２０１４／ＴＴ－ＢＴＰ及び弁護士実務の研修について
規定する通達第１９号／２０１３／ＮＤ－ＣＰが挙げられる。上記の法規範文書は
弁護士，弁護士職及び社会職業組織の発展の基礎となる。
１．３

民事，刑事，経済，労働，行政に関する事件の訴訟分野のみならず，個人及

び企業に対するコンサルティング活動においても，社会の法律サービスの利用ニー
ズが高まっている。そのため弁護士は国民の基本的権利・利益の保護に貢献でき，
公正及び法制を保護することができる。これによって弁護士の地位及び弁護士に対
する信頼性も高まる。
ベトナムではこの３０年間，大事件において弁護士による被疑者・被告人の弁護
が行われた。そのため裁判所による審理活動66がより民主的・近代的になり，裁判
官が下した多数の判決がより説得力を有し，被告人自身，被告人の親族及び社会に
よる法律及び制度に対する信頼が高まっている。これは，弁護士が司法改革及びベ
トナム社会主義法治国家の建設に貢献したものである。そして弁護士に対する信頼
及び弁護士の地位も徐々に高まる。
１．４

国民，社会，特に企業による認識が変化している。弁護士により提供される

65

（監修者注）ベトナムに「行政法」という名称の法律はないため，ここでは総称として使われている
と思われる。
66
（監修者注）
「審理活動」と訳したベトナム語は「hoạt động xét xử」である。
ICD NEWS

ICD82G-02.indd

25

第82号（2020.3）

25

2020/02/27

10:06:40

法律サービスの利用に対する認識が積極的な方向で変化している。個人，家族又は
企業は，紛争が起きた際に最初に思い浮かぶのが自らの合法的権利・利益を保護す
るために信頼度の高い弁護士に依頼することである。告発・不服申立又は国家機関
に対する権利・利益を保護するよう要求するために，どのように書類を作成・準備
すればよいかということを考えるのは，その後である。市場経済及び法治国家の建
設において弁護士職は欠けてはならないものである。そのため弁護士が質の高い法
律サービスを提供できれば，弁護士自身そして弁護士会はより多くの依頼をもらう
ことができ，より信頼が高まる。
これは弁護士職の発展に対する主要な利点である。
１．５

ベトナムの深くかつ幅広い67国際参入は，弁護士に対し，交流，学習，専門

レベル，職業スキル，訴訟，コンサルティング，ベトナムに進出する外国企業及び
外国に進出するベトナム企業に対するサービスの提供における国際的経験の向上の
機会を創出する。このことによりベトナムにおいて経済，
国際商事法のコンサルティ
ング弁護士群が形成されている。これらの弁護士はベトナム弁護士の中でも最も優
秀な弁護士として位置づけられている。
２

課題
２．１

弁護士数が急増しているため法律サービス市場における競争が激しくなって

いる。社会による法律サービスに対する要請，弁護士の責任・弁護士職の倫理の遵
守に対する要請が高まっているため，弁護士が自らの知識，スキル，実務の質を向
上させなければならない。
法律違反，弁護士職務倫理規程に違反する弁護士がいまだ存在し，弁護士職，弁
護士全体の信頼度に悪影響を与えている。
２．２

少数の国民又は国家機関の幹部による弁護士の役割・地位に対する認識が未

だ十分ではないため，弁護士による弁護士実務プロセスに影響を与える。
２．３

第四次情報通信技術革命の現代において情報通信技術が発展している中，法

律サービスの提供も大きく変化している。情報通信技術を使って法律サービスの提
供が行われており，弁護士でない者も法律サービスの提供に参加している。
例えば，
不動産の取引関係者が弁護士ではないにも関わらず法律サービスを提供しており，
法律サービスの市場を複雑にし不健全な競争68につながっている。
２．４

国際参入及びグロバール化により，国内法令の適用のみならず，国際的な多

数の慣習，多数の国の法令の適用が必要となる。法律サービスを提供する時，上記
のことを注意し適切にアドバイスしなければならない。しかしこの分野で活動して
いるベトナム人の弁護士はまだ少数であり，ベトナムにおいても市場を獲得できて
いない。

（監修者注）
「深くかつ幅広い国際参入」と訳したベトナム語は「Hội nhập quốc tế sâu rộng」である。
（監修者注）
「不健全な競争」と訳したベトナム語は「Cạnh tranh không lành mạnh」である。
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Ⅴ

ベトナム弁護士連合会の発展方針
１．委ねられた任務・機能を実施するために，ベトナム弁護士連合会の常任委員会の委
員及び下部組織を強化する。
２．ベトナム弁護士連合会を弁護士の合法的な権利・利益を保護できる能力を有し，自
治制度を効果的に実施できる弁護士の社会職業組織として発展させていく。弁護士が
数及び質的にも発展し，専門知識，政治的資質，確固たる倫理的思考を有し，社会に
高質な法律サービスを提供でき，かつ共産党，社会，国民による信頼が得られる弁護
士を輩出できるよう弁護士の基準となる価値観を創出する。またベトナム弁護士連合
会は弁護士による弁護士職務倫理規程の遵守を監察し，違反行為を行なった弁護士に
対して教育69を行い，重大な違反行為を行なった弁護士に対して懲戒処分を行うよう
にしていく。

３．弁護士に対して政治的資質，思想，弁護士職務倫理規程を中心に教育していく。ま
た専門業務及び職業スキルの育成も中心に行なっていく。さらに弁護士の質を均一か
つ徐々に向上させ，各分野における専門弁護士群を構築する前提を作るため，弁護士
会の特徴に配慮し，弁護士に対してその他の内容の教育も行う。
４．国際関係を継続的に拡大・強化し，弁護士が国際的な弁護士と交流し経験の共有が
できるような環境を備えることにより，国際参入できかつ国際参入の要請に応える弁
護士を教育する。
５．ベトナム弁護士連合会及びベトナムにおける弁護士職の広報活動を行い，国及び社
会におけるベトナム弁護士連合会の地位を高める。
６．弁護士が参集でき，委ねられた法的政治的任務を果たすために，ベトナム弁護士連
合会の事務所の建設を実施する。
７．弁護士会の大会を開催し，将来，第３回全国弁護士代表大会を開催する。
８．共産党，国が委ねた任務を果たす。
Ⅵ

提案
１．司法省に対し，ベトナム弁護士連合会に属する弁護士教育施設の設立に対応するよ
う要求する。
２．省，中央直轄市に対し，党員の先頭的かつ模範的な役割と弁護士の実務活動におけ
る役割の結合確保のため，弁護士会に属する党組織を設立し，モデル及び運営方法を
合意するよう要求する。
３．（事務所を有しない）各弁護士会に対して，事務所を配備し弁護士会の行政活動の
経費の一部を援助するために，政府が省，県の人民委員会に指導するよう要求する。
４．第３回全国弁護士代表大会の準備及び開催について，司法省および各関連省庁から
の関心・補助を要求する。

（監修者注）
「教育」と訳したベトナム語は「uốn nắn」である。
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５．ベトナム弁護士連合会の事務所建設の土地を速やかに取得するために，政府がハノ
イ市人民委員会に指導するよう要求する。
Ⅶ

結論
１０年間の軌跡において，ベトナム弁護士連合会はベトナムにおける弁護士職及び弁
護士の発展に貢献し目覚ましい成果が得られた。弁護士数は８，０００人以上増加し，
弁護士の質も高まり社会のニーズに応えられている。共産党，国，国民のベトナム弁護
士連合会及び弁護士に対する信頼も高まっている。ベトナム弁護士連合会は，共産党，
国，社会と弁護士の間の架け橋となっている。
得られた成果を活かし利点及び課題を認識した上で，ベトナム弁護士連合会は，共産
党，国，社会の信頼を築くよう引き続き尽力し，今後より強固なベトナム弁護士連合会
及びベトナムにおける弁護士職の構築，ベトナム社会主義法治国家の建設，経済及び国
際参入の発展，自由かつ民主的な権利及び国・組織・国民の合法的な権利・利益の尊重
及び保護，民主的・公平的・近代的な社会の建設事業に効果的に寄与する。
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