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本書は、世界的に著名な比較金融法の権威、フィリッ

カと、日本企業が世界中の新興国でビジネス展開する時

プ・ ウ ッ ド 氏 の 代 表 的 著 作『Law and Practice of

代に、まず各国の法制を、たとえば「英国コモン・ロー

International Finance』 の University Edition の 日

系」などと大くくりに俯瞰できるのは大変便利である。

本語版である。

著者の手による世界の法域地図も著名であり、興味のあ

「国際金融」と聞いて、皆さまは何を思い浮かべるだ

ふ かん

る方は、手にとることをお勧めする。

ろうか。本書の目次（右ページ参照）を斜め読みするだ

「法」というと、アカデミックで難解、実用には不向

けで、読者は、本書がいかに広範なテーマを扱っている

きという印象があるかもしれないが、本書は副題に「基

かを認識されるだろう。それほどにわれわれのビジネス

礎的理論の整理とその実例」とあるとおり、世界各国の

に深く関連したトピックでありながら、
「国際金融」す

実例が豊富に引用されている。長く国際金融に携わって

なわちクロス・ボーダーであるため、そこに世界共通の

いても、現実にはめったに遭遇しないデフォルト、紛争

言語はなく、あるのは国や地域ごとに異なる制度や慣習

などの場面について、各国の法律や裁判例を幅広く収録

のみ。世界規模の金融危機も絶えないなか、刻々と進化

しており、それが本書を秀逸たらしめている。

する暴れ馬のようなテーマに、
「法」という切り口ひと

著者のフィリップ・ウッド氏は、英国系の国際法律事

つで挑むのは、大変な情熱と根気がなければ、できない

務所 Allen & Overy で長くバンキング部門の長を務め

ことだろう。

た一方、オックスフォード大ほか多くの大学でも教鞭を

きょうべん

ちょくせん

本書はまず、信用制度と倒産法制を中心に、世界の金

とり、英国のクイーンズ・カウンセル（英国女王の勅撰

融法を、米国コモン・ロー法域、英国コモン・ロー法域、

弁護士）にも任ぜられている。評者もかつて、同法律事

ナポレオン法域、ローマン・ジャーマニック法域、シビ

務所出向時代に直接教えを乞う恩恵に浴したが、逆に日

ル・ロー／コモン・ロー混合法域、というように分類す

本のさまざまな出来事について質問攻めにあい、温厚な

ることを試みている。アジア、アフリカ、ラテンアメリ

表情の奥に、情熱と尽きぬ好奇心が印象的であった。

写真左：インド国立法科大学で講義する著者、右：同大学にて学生とともに、前列左から５人目が著者
（ともにAllen & Overy法律事務所提供）
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Message from Author
“Japan has made an enormous contribution to international finance over the years in general and in particular, Japan has made an extraordinarily valuable and indelible contribution to the legal practice of
international finance. One reason is that Japan successfully combines aspects of the civil and common law
traditions. Another reason is that Japan, its courts and its lawyers deliver the law in this area with good sense
and tolerance, virtues to be highly praised in an area of law which is so crucial and which stirs so many colliding emotions. I very much hope that this text will enhance this topic amongst a Japanese readership.”
本書冒頭の著者メッセージ「日本語版出版にあたって」の原文から引用

本書の原型ともいえる、1980 年出版の同氏の著作

響を与えるものであり、世界中の事業や繁栄に役立つ潜

『Law and Practice of International Finance』は、

在的な力をもっているとし、日本はコモン・ローとシビ

当時、このような壮大なテーマを取り扱う数少ない図書

ル・ローの伝統のさまざまな側面をうまく結び付け、多

のひとつであり、評者の勤務する国際協力銀行（JBIC）

年にわたり国際金融に膨大な貢献をしているとも述べて

の前身、日本輸出入銀行でも、法務のバイブルとして長

いる。

く重宝されていた。今、評者の手元に、先輩たちの手で

わが国でも金融は国際化の一途をたどり、日本国内で

ぼろぼろになった本が引き継がれている。それが 95 年

完結する取引はむしろ例外になりつつある。現に国際金

に大幅加筆され、さらに 2007 年にはその 2nd edition

融界に身を置く人はもちろん、これから国際金融を一か

が発行、現在は７分冊のシリーズになっている。その間

ら学びたい志ある若者にも、価値ある一冊だろう。時間

の 27 年で、いかに国際金融が広がり深化したかを象徴

に追われるビジネスパーソンや法律家は、本書を手元に

しているようである。訳者の奥井誠氏は、クレディ・ア

置き日本語で速読したうえで、該当箇所を原書または７

グリコル銀行東京支店で法務部長を務め、その見識は、

分冊のシリーズにあたることもできる。フィリップ・

豊富な実務経験にも裏打ちされているが、自身も 80 年

ウッド氏の名著『Law and Practice of International

出版の『Law and Practice of International Finance』

Finance』を日本でぐっと身近にした、本書の功績はき

から薫陶を受けたとのことで、本書の実務有用性は実証

わめて大きい。

くんとう

済みといえよう。
著者は、日本語版出版に当たって、本書の冒頭で、国

（国際協力銀行

法務・コンプライアンス統括室

際金融の法を「ロマンティックで刺激的なテーマ」と述

金融法務課長／米国ニューヨーク州法弁護士

べている。国際金融がわれわれの社会にとって大きな影

多賀谷
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