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日本弁護士連合会（日弁連）は、「弁護士法」1

に基づき 1949年に設置された、弁護士、弁
護士法人と全国の弁護士会を会員とする法人
です。日弁連の目的は、弁護士法および日弁
連が定めた会則に「弁護士及び弁護士法人の
使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、
弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図
るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の
指導、連絡及び監督に関する事務を行うこと」
と規定されています。
この目的を達成するために、日弁連は、弁

護士の登録、資格審査、懲戒などの弁護士の
身分に関する業務はもとより、「基本的人権
の擁護と社会正義の実現」という弁護士法第
1条で定めている弁護士の使命を実現するた
めに、様々な人権擁護活動と市民のための法
制度の改善・改革に向け積極的に取り組んで
います。

1　 日本法令の参考英訳サイトはこちら
  （http://www.japaneselawtranslation.

go.jp/?re=02）

The Japan Federation of Bar Associations (JFBA) is a legal 
entity established pursuant to the Attorney Act.1Founded in 1949, the 
JFBA is comprised of attorneys-at-law, legal professional 
corporations, and the local bar associations in Japan as its members. 
The purpose of the JFBA is, “in view of the mission and duties of 
attorneys and legal professional corporations, to manage matters 
relating to guidance, liaison, and supervision of attorneys, legal 
professional corporations and bar associations, in order to maintain 
the dignity and improve and advance the work of attorneys and legal 
corporations,” as stipulated in the Attorney Act and the Articles of 
Association of the JFBA.

The activities of the JFBA are not limited to matters relating to 

screening, and disciplinary action. To achieve its purposes above and 
to realize the mission of attorneys in “protecting fundamental human 
rights and achieving social justice” (Article 1 of the Attorney Act), 
the JFBA has actively engaged in various activities to protect human 
rights and improve and reform the legal system for citizens. 

1  Please refer to http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=02 for the 
English translation of the Japanese laws and regulations.

Introduction　はしがき
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Founding of the JFBA　日弁連の設立経緯

1876年に代言人（だいげんにん）規則が
制定され、代言人が初めて資格として定めら
れました。これが弁護士の前身です。その後
1893年に弁護士法が制定されましたが、弁
護士の仕事は法廷活動に限られていました。
また、弁護士会は検事正の監督の下に置かれ
ました。その後、弁護士法が改正され、弁護
士の仕事は法廷活動に限らず広く認められる
ようになりましたが、弁護士会は司法大臣の
監督の下に置かれていました。
しかし、1946年に基本的人権の尊重、国

民主権、平和主義を基本原理とする日本国憲
法が公布されたことに伴い、弁護士の内部か
らそれまでの弁護士と弁護士会の在り方に対
する変革の機運がわきおこりました。
こうして、1949年に議員立法の形により、
憲法の理念に則った、現在の弁護士法が制定
されるとともに、同年 9月 1日、いかなる
国家機関の監督も受けることのない自治権を
有する日弁連が発足しました。

The Attorney Rules (Daigen-nin Kisoku) were enacted in 1876, 
Daigen-nin” for 

Daigen-nin is the predecessor of the attorney-at-law 
(Bengoshi). The Attorney Act was enacted in 1893, while the scope 
of attorneys’ practice was limited to activities in the courtroom, and 
the local bar associations were subject to the supervision of the Chief 
Public Prosecutors. The Attorney Act was later amended so that the 
scope of attorneys’ activities was expanded to general legal work and 
not restricted to representation activities in courts. However, the local 
bar associations were still subject to the supervision of the Minister 
of Justice.

With the promulgation of the Constitution of Japan in 1946, 
including the Constitution’s basic principles of protecting fundamental 

among the attorneys to transform the role of attorneys and the bar 
associations.

Finally, the current Attorney Act, which is in accordance with 
the principles of the Constitution, was enacted in 1949 through 
legislation by Diet members. The JFBA also came into existence on 
September 1st of the same year as an autonomous body, not subject 
to the supervision of any state institution.

Founding of the JFBA　日弁連の設立経緯
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日弁連の会員

日弁連の会員は、全国 52の「弁護士会」と
個 の々「弁護士」および「弁護士法人」ですが、
そのほかに「沖縄特別会員」、「外国特別会員
（外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法
人）」、「準会員」によって構成されています。
※ 2018年 1月 1日現在、準会員名簿への

登載者はいません。

① 弁護士会（52会）
1949年 9月の日弁連設立当時、弁護士会
は、弁護士法第 32条の規定によって全国 49
の各地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ（た
だし、東京のみ 3会）、その数は 51会でした。
1972年の沖縄施政権の日本返還に伴って沖
縄弁護士会が加わり、現在は 52会となって
います。

② 会員（個人会員）
弁護士となる資格を有する者は、入会しようと

する弁護士会を通じて、日弁連に弁護士登録を
請求し、日弁連に備えた「弁護士名簿」に登
録されることによって弁護士となります。登録により
弁護士となった者は、弁護士法の規定により登録
と同時に日弁連の会員になります。

③ 弁護士法人
2002年 4月から、弁護士は法律事務を行
うことを目的とする法人（弁護士法人）を設
立することができるようになりました。弁護
士法人は成立のときに、その法律事務所を設
けた地域の弁護士会の会員となり、同時に日
弁連の会員となります。
弁護士法人は、弁護士が法人組織によって

法律事務を取り扱う道を開くことにより、高
度に専門化した多様な法律サービスを安定的
に供給することを可能にし、多様化する国民
の法的需要にこたえるなどその利便性の向上
に資することを目的とするものです。

④ 沖縄特別会員
沖縄特別会員は、沖縄施政権の返還に伴っ

て、一定の要件の下に弁護士の業務を行うこ
とを認められた沖縄弁護士のことです。

JFBA Membership

The members of the JFBA include 52 local bar associations 
across Japan, attorneys-at-law, legal professional corporations, 
Okinawa special members, special foreign members (which include 
registered foreign lawyers (gaikokuho-jimu-bengoshi) and registered 
foreign lawyer corporations), and quasi-members.

* As of January 1, 2018, no quasi-members are listed in the Roll 
of Quasi-Members.

In September 1949 when the JFBA was founded, local bar 
associations were established in each of the 49 district court 
jurisdictions as per Article 32 of the Attorney Act (with the exception 
of Tokyo where three bar associations were established), and the 
number of associations then was 51. In 1972, the Okinawa Bar 
Association joined the JFBA in conjunction with the return of the 
administration of Okinawa to Japan. Currently, the JFBA has 52 
member associations.

attorney by being listed on the JFBA’s Roll of Attorneys through the 
bar association to which he or she chooses to belong. Upon 
registration, the attorney shall become a member of the JFBA 
pursuant to the provisions of the Attorney Act.

Since April 2002, attorneys may establish a corporation (legal 
professional corporation) for the purpose of engaging in legal 
services. Upon incorporation, the legal professional corporation 
becomes a member of the bar association of the district in which the 

Through providing attorneys with an option to engage in legal 
services through an incorporated organization, this system of legal 
professional corporations aims to enable attorneys to provide a 
variety of highly specialized legal services in a stable manner, and 
improve convenience for the public with diverse legal demands. 

“Okinawa Special members” are attorneys in Okinawa, who 
have been permitted to practice law (under certain circumstances) 
after the return of the administration of Okinawa to Japan. 

　日弁連について
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Profile of the JFBA　日弁連について

⑤ 外国特別会員（外国法事務弁護士、外国
法事務弁護士法人）
外国特別会員は、1986年に成立した「外

国弁護士による法律事務の取扱いに関する特
別措置法」により、法務大臣から日本で外国
の法律事務を行うことを承認され、日弁連に
備えた「外国法事務弁護士名簿」に登録して
いる外国法事務弁護士のことです。外国法事
務弁護士となるには、外国で弁護士の資格を
取得し、一定年数の実務経験を有しているな
ど、特別措置法に明記されている諸条件を満
たす必要があります。

2016年 3月には外国法事務弁護士のみを
社員とする外国法事務弁護士法人制度が創設
されました。

弁護士自治

弁護士が、その使命である人権擁護と社会
正義を実現するためには、いかなる権力にも
屈することなく、自由独立でなければなりま
せん。そのため、日弁連には、完全な自治権
が認められています。弁護士の資格審査、登
録手続は弁護士会と日弁連自身が行い、日弁
連の組織・運営に関する会則を自ら定めるこ
とができ、弁護士に対する懲戒は、弁護士会
と日弁連によって行われます。弁護士会と日
弁連の財政は、そのほとんど全てを会員の会
費によって賄っています。
このように、弁護士に対する指導監督は、

日弁連と弁護士会のみが行うことから、弁護
士になると、各地にあるいずれかの弁護士会
の会員となり、かつ当然に日弁連の会員にも
なることとされているのです。

弁護士に対する懲戒

①懲戒請求と懲戒処分
弁護士に対してはいずれの国家機関も監督

権を持たず、弁護士が所属する弁護士会およ
び日弁連が弁護士に対する懲戒権を持ってい
ます。
弁護士が懲戒処分を受けるのは、弁護士法

や弁護士会・日弁連の会則に違反したり、弁
護士会の秩序、信用を害したり、その他職務

Special foreign members are the registered foreign lawyers 
who have been approved by the Minister of Justice to engage in legal 
practices in Japan concerning foreign laws pursuant to the “Act on 
Special Measures concerning the Handling of Legal Services by 
Foreign Lawyers” adopted in 1986, and have registered on the Roll 
of Registered Foreign Lawyers maintained by the JFBA. To become 

a certain number of years, among other requirements.
In March 2016, the system of registered foreign lawyer 

corporations, which are comprised of only registered foreign lawyers, 
was newly established.

Autonomy of Attorneys

In order for attorneys to realize their mission to protect 
fundamental human rights and achieve social justice, attorneys must 
not yield to any authority and must remain independent and free from 
any outside organizations. Therefore, the right of complete self-
governance is granted to the JFBA. The screening of attorneys and 
registration procedures are conducted solely by the local bar 
associations and the JFBA. The JFBA may establish the rules 
regarding the organization and operation of the JFBA itself.  Further, 
disciplinary actions against attorneys are taken by the local bar 

the JFBA are funded almost entirely by dues from the members.
As stated above, supervision of attorneys is conducted solely 

by the JFBA and local bar associations and as such, any person 
becoming an attorney is also required to become a member of the 
JFBA and a local bar association. 

Disciplinary Actions against Attorneys

Attorneys do not fall under the supervision of any governmental 
organization. Instead, the JFBA and the bar associations to which 
attorneys belong are empowered to take disciplinary action against 
attorneys.

An attorney becomes subject to disciplinary action if his or her 
actions violate the Attorney Act or the Articles of Association of the 
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Profile of the JFBA　日弁連について

の内外を問わず「その品位を失うべき非行」
があったときです。

懲戒処分の種類は、次の 4種類です。
・除名
弁護士でなくなるだけでなく、弁護士とな

る資格も失う。
・退会命令
弁護士でなくなるが、弁護士となる資格は

失わない。
・2年以内の業務停止
停止期間中は弁護士の業務を行えない。
・戒告
弁護士に対して反省を求める処分で、弁護

士の業務に制限を受けない。

懲戒処分がなされた場合には、その要旨が
日弁連の機関誌「自由と正義」に掲載され、
官報にも公告されます。

②弁護士職務基本規程
日弁連は、弁護士の職務に関する倫理と行

為規範を明らかにするため、弁護士職務基本
規程を制定し公開しています。さらに、
1998年 4月から全会員に対して倫理研修を
受けることを義務付けており、全ての弁護士
は、定期的に弁護士倫理に関する研修を受け
なければなりません。

③市民窓口と紛議調停制度
弁護士会には、弁護士への苦情等を受け付

ける市民窓口や、依頼者と弁護士との間で起
きたトラブルに関する紛議調停制度がありま
す。日弁連では、これらの制度改善のための
運用状況調査や経験交流を行うほか、弁護士
の綱紀粛正のための方策を検討し、実施して
います。

bar association or the JFBA, jeopardize the good order of or the trust 
in the bar associations, or constitute “misconduct of a disgraceful 
nature,” whether in the course of or outside professional activities.

There are four types of disciplinary actions as follows:
- Disbarment

 The attorney not only ceases to be an attorney, but also loses the 

- Order to withdraw from the bar association
 The attorney ceases to be an attorney but does not lose the 

-  Suspension from the practice of law for up to two years
 The attorney may not practice law during the suspension period.
- Admonition

and no restriction on the practice of law will be imposed.

In the event that any disciplinary action is imposed, a summary 
will be published in the JFBA’s journal, “Jiyu to Seigi” (Liberty & 

In order to articulate the ethical and professional codes of 
attorneys, the JFBA has established and published the Basic Rules on 
the Duties of Practicing Attorneys. In addition, since April 1998, the 
JFBA has made it compulsory for all of its members to participate in 
ethics training courses and all attorneys are now required to receive 
training on attorneys’ ethics periodically.

Each bar association provides a help desk for citizens to receive 
complaints about attorneys and a dispute mediation system to resolve 
any trouble between clients and attorneys. The JFBA has conducted 
surveys on the operation of such systems and has exchanged 
experiences to improve them. The JFBA has been considering the 
means to enforce discipline among attorneys and has implemented 
such means.
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日弁連の財政

日本の弁護士制度の最大の特色である弁護
士自治は日弁連の財政面においても確立され
ています。
日弁連が自主的に会活動を行うためには財

政的に独立していなければなりません。その
ため、日弁連の経費は会費、登録料、寄付そ
の他の収入をもって支弁することになってお
り（会則第 91条）、使途について外部から
何らの制約を受けることはありません。
日弁連の年間予算は、2017年度の一般会
計予算で約 97億円ですが、繰越金を除く日
弁連の諸収入のうち会費（月額 12,400円。
修習終了後 2年未満の会員は月額 6,200円）
の占める割合は高く、95％に及びます。

弁護士の職務

弁護士は、民事および刑事の訴訟事件、離
婚などの家事事件や行政庁に対する不服申立
て、示談交渉、法律相談その他の法律事務を
行うことを職務としています。
弁護士法は、弁護士の使命を「基本的人権

を擁護し、社会正義を実現する」ことと定め
ています。すなわち、弁護士は、単に依頼者
の利益に奉仕するだけでなく、その仕事を通
して、人権擁護と社会正義の実現に努力しな
ければならないのです。
一方、弁護士の隣接業務として、税理士、

弁理士、司法書士などの資格がありますが、
これらはその活動領域が法律により税務、特
許、登記事務などの分野に限定されており、
弁護士のように広い権限は持っていません。

JFBA’s Finances

The autonomy of attorneys, which is the most distinctive 
feature of the Japanese attorney system, is established with respect to 

In order for the JFBA to carry out its activities autonomously, it 

of Association provides that the JFBA shall meet its expenses only 
with revenue obtained from membership dues, registration fees, 
donations, and other sources, and no constraints are imposed on how 
these are used from outside the JFBA.

The JFBA has an annual budget of approximately ¥9.7 billion 
(general account budget for FY2017), and except for the balance 
brought forward, membership dues (¥12,400 per month after two 
years of practice after the completion of apprenticeship; ¥6,200 until 
then) account for a large proportion of the JFBA’s revenues, reaching 
95%.

Duties of Attorneys

The duties of attorneys are to provide services relating to civil 
and criminal lawsuits, family matters such as divorce, etc., petitions 
against administrative agencies, out-of-court settlement negotiations, 
legal consultations, and other legal services.

“protecting fundamental human rights and achieving social justice.” 
In other words, attorneys shall not only render services in the interests 
of their clients, but also endeavor to protect human rights and achieve 
social justice through their practices.

practice areas such as tax attorneys, patent attorneys, and judicial 
scriveners. Nevertheless, the practice areas for such neighboring 

and registry services by law and do not have practice areas as broad 
as those of attorneys.
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Profile of the JFBA　日弁連について

弁護士の資格

弁護士となる資格を取得するためには、原
則として法科大学院を修了して司法試験に合
格し、司法研修所における司法修習を終了し
なければなりません 2。
弁護士、裁判官、検察官の兼職は認められ

ませんが、司法修習という同一の研修を受け
ているため、裁判官、検察官から弁護士にな
ることも、弁護士から裁判官、検察官になる
ことも可能です。

弁護士記章

ひまわり（外側）とはかり（中央）がデザ
インされています。ひまわりは正義と自由を、
はかりは公正と平等を追い求めることを表し
ています。

2　 原則として 3年間、法律学の基礎的な学
識を有する者は 2年間の教育課程を経て、
法科大学院（2004年から創設）を修了す
ることで、司法試験を受験することができ
る。なお、経済的事情等によって法科大
学院を修了していない者は、司法試験予
備試験（2011年から実施）に合格するこ
とで司法試験の受験資格を得ることがで
きる。司法試験に合格した者は、司法研
修所において約 1年間の司法修習を行い、
その終了試験に合格すれば、法曹資格が
与えられる。司法修習の中心は実務修習
であり、実務修習は全国の地方裁判所、
地方検察庁及び弁護士会が担っている。

Attorney Qualifications

In order to qualify as an attorney, one must complete a law 
school curriculum, pass the bar examination, and complete an 
apprenticeship at the Legal Training and Research Institute.2

or a prosecutor at the same time. However, since they all complete 
the same training of a legal apprentice, it is possible for a judge or a 
prosecutor to become an attorney and for an attorney to become a 
judge or a prosecutor.

Attorney Lapel Pin

liberty, and the scale symbolizes fairness and equality.

2  One may sit for the bar examination after graduating from a law school. 
The law school system started in 2004, and the law course takes three 
years in general, or two years for those with basic knowledge of legal 

or other reasons may sit for the bar examination by passing a preliminary 
test (yobi-shiken) introduced in 2011 which anyone can take. Anyone 

after completing a one-year apprenticeship, in which they need to pass 

Supreme Court. The main parts of the apprenticeship are conducted by 

associations throughout Japan.
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Categories of membership:

Legislative Bodies:

Organization of the JFBA (as of October 1, 2017)

Executives:

Legal Professional Corporations [1,078]

Okinawa Special Members [8]

Registered Foreign Lawyers (Gaikokuho-Jimu-Bengoshi) [404]

Registered Foreign Lawyer Corporations [5]

＊ The numbers in the brackets ([  ]) indicate the 
 number of members of each body.

General Meeting: 

issues such as budgets and the establishment and revision of the 

House of Delegates: 
Deliberates mainly on the selection of Vice Presidents, 
Governors, and Auditors.

Board of Governors: 
Deliberates on issues related to JFBA regulations, agendas for 
General Meetings, and JFBA opinion papers, among other 
issues.

Board of Executive Governors: 
Deliberates mainly on issues related to the rules and regulations 
of local bar associations.

President [1]:
directly elected by all attorney members, 2year term.

Auditors [5]: 1year term.

Local Bar Associations [52]

Attorneys [38,870] (including 7,168 female members)

Governors [71]: 
1year term, several Executive Governors are elected from 
among the Governors themselves.
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Profile of the JFBA　日弁連について

会員の構成

議決機関

日弁連の組織＜2017年 10月1日現在＞

役員

弁護士法人 ［1078］

沖縄特別会員 ［8］

外国特別会員（外国法事務弁護士） ［404］

外国法事務弁護士法人 ［5］

総会
（日弁連の最高意思決定機関で、予算の議決・会則の制
定・変更などの重要事項を審議します）

代議員会
（副会長・理事・監事の選任などについて審議します）

理事会
（日弁連の規則制定、総会議案、各種意見書などの事項に
ついて審議します）

常務理事会
（各弁護士会の会則・会規などの事項について審議します）

会長 ［1］
（弁護士である会員により直接選挙　任期 2年）

副会長 ［15］(2018 年 4月～)
（任期１年）

監事 ［5］
（任期１年）

弁護士会 ［52］

弁護士 ［38870］　（うち女性　7168）

理事 ［71］
（任期１年、理事の中から常務理事（若干名）を選任）

＊ ［　］内の数字は構成員数
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Committees:

(1) Committees established by the Attorney Act:

(2) Committees established by the Act on Special Measures concerning the 
 Handling of Legal Services by Foreign Lawyers:

Statutory Committees [7]:

Standing Committees established under the 
Articles of Association [5]:

Special Committees established under the 
resolution of the Board of Governors [76]:

• Board of Discipline Review

• Judicial System Research Committee

• And others

• Committee on International Human Rights

• Committee on Criminal Law Legislation

• Committee on International Relations

• Committee on Criminal Justice

• Center for the JFBA Law Offices and Legal Counseling

• Committee on Equality of Men and Women

• Committee on Anti-Racketeering

•

• Committee on Poverty

• Consumer Affairs Committee

• Committee on Prison Law Reform

• Committee on Pollution Control and Preservation of the Environment

• Election Supervisory Committee

• Legal Apprentice Training Committee

• Practicing Attorneys Recommendation Committee

• Human Rights Protection Committee

• Registered Foreign Lawyers Discipline Enforcement Committee

• Registered Foreign Lawyers Disciplinary Actions Committee

• Registered Foreign Lawyers Registration Screening Board

• Disciplinary Enforcement Committee

• Disciplinary Actions Committee

• Qualifications Screening Board
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Profile of the JFBA　日弁連について

委員会

（1） 弁護士法により設置を義務付けられた委員会

（2） 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法により設置を
 義務付けられた委員会

法定委員会　［7］

常置委員会　［5］
会則により設けられた常置委員会

特別委員会　［76］
理事会の議決により設けられた特別委員会

・国際人権問題委員会　　　　ほか多数
・刑事法制委員会
・国際交流委員会
・日弁連刑事弁護センター
・日弁連公設事務所・法律相談センター
・両性の平等に関する委員会
・民事介入暴力対策委員会
・子どもの権利委員会
・貧困問題対策本部
・消費者問題対策委員会
・刑事拘禁制度改革実現本部
・公害対策・環境保全委員会

・司法制度調査会
・選挙管理委員会
・司法修習委員会
・弁護士推薦委員会
・人権擁護委員会

・外国法事務弁護士綱紀委員会
・外国法事務弁護士懲戒委員会
・外国法事務弁護士登録審査会

・綱紀審査会
・綱紀委員会
・懲戒委員会
・資格審査会
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Secretariat:

Secretariat Staff Members [175]:

• Planning and Coordination Department: 
 Planning and Coordination Division, Public Information Division, 
 International Affairs Division

Other attorney officers [18]: 
engage in various research and studies.

JFBA Comprehensive Center for Continuing Legal Education: 

Research Office for Judicial Systems: Attorney officers [33]; 
established on January 1, 2016 by merging Research Office for Judicial Reform,  Office for 
Legal Education, Office on Information and Statistics, and Office on  Legislative Issues; 
conducts research and studies on judicial systems, legal education system, and legislative 
issues; collects and analyzes statistical research data; edits and publishes the 
White Paper on Attorneys

Office on Japan Legal Support Center: Attorney officers [5]; 
conducts research and studies on the issues that the JFBA should address in relation to the 
Japan Legal Support Center to establish policies; exchanges information with the attorneys.

Office of Continuing Legal Education and Legal Practice: Attorney officers [7]; 
supports the training programs operated by the JFBA Comprehensive Center for Continuing 

Office for Human Rights Protection: Attorney officers [6]; 
provides support for the Human Rights Protection Committee in its human rights relief activities.

Office of International Affairs: Attorney officers [9]; 
serves as a liaison for international activities of the JFBA.

Public Information Office: Attorney officers [5]; 

Research Office: Attorney officers [9]; 
conducts research on judicial issues.

• Legal Practice Affairs Department: 
 Legal Practice Affairs 1st Division, Legal Practice Affairs 2nd Division, 
 Legal Practice Affairs 3rd Division

• Human Rights Department: 
 Human Rights 1st Division, Human Rights 2nd Division

• Judicial Affairs Department: 
 Judicial Affairs 1st Division, Judicial Affairs 2nd Division

• Membership & Disciplinary Department: 
 Membership & Disciplinary 1st Division, Membership 
 & Disciplinary 2nd Division, Membership & Disciplinary 3rd Division

• General Affairs Department: 
 General Affairs Division, IT System & Facility Management Division, 
 Accounting Division, Human Resources Division

Deputy Secretary General [7]: six attorneys and one staff member.

Secretary General [1]: 
Attorney; appointed by the President following the deliberation by the Board of Governors.
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Profile of the JFBA　日弁連について

事務機構

一般職員　　［175］

その他の弁護士職員 ［18］
（上記各室のほか、各種調査・研究等を行います）

日弁連総合研修センター
（日弁連が行う研修について企画・運営等の実務を行います）

人権救済調査室－嘱託弁護士 ［6］
（人権擁護委員会の人権救済活動のサポートを行います）

国際室－嘱託弁護士 ［9］
（日弁連の国際活動に関する窓口となる業務を行います）

広報室－嘱託弁護士 ［5］
（マスコミへの発信、ウェブサイトの運営など広報活動を行います）

調査室－嘱託弁護士 ［9］
（司法に関する調査研究を行います）

・企画部－企画課、広報課、国際課
・業務部－業務第一課、業務第二課、業務第三課
・人権部－人権第一課、人権第二課
・法制部－法制第一課、法制第二課
・審査部－審査第一課、審査第二課、審査第三課
・総務部－総務課、情報システム・施設管理課、経理課、人事課

事務次長　　［7］
（弁護士 6名、職員 1名）

事務総長　　［1］
（弁護士、理事会の議を経て会長が任命）

研修・業務支援室－嘱託弁護士 ［7］
日弁連総合研修センターが行う研修事業に関する支援等及び弁護士の
業務分野に関する調査、研究等を行います

⎛ ⎞
⎝ ⎠

日本司法支援センター対応室－嘱託弁護士 ［5］
日本司法支援センターについて日弁連として取り組むべき課題に関し、
施策立案のための調査・研究、弁護士との連絡等を行います

⎛ ⎞
⎝ ⎠

司法調査室－嘱託弁護士 ［33］
2016 年 1月1日に司法改革調査室、法曹養成対策室、情報統計室、
立法対策室を統合して設置。司法制度、法曹養成制度、各立法課題に関する
調査、研究等を行うとともに、各種統計調査の収集分析、弁護士白書の編集
刊行を行います

⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
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弁護士の使命は、「基本的人権の擁護と社
会正義の実現」です。人権擁護活動は、この
使命を達成するための最も重要な活動の一つ
です。
日弁連は、幅広い人権擁護活動を行ってい

ます。また、司法改革や国際交流などの諸分
野においても積極的に活動を行っています。
これらの活動は、日弁連内に設置された各委
員会が中心となって取り組んでいます。

人権擁護活動

① 人権救済に関する取り組み
人権が侵害されたとき、または侵害される

おそれのあるときには、その被害者や関係者
などは、人権擁護委員会に人権救済の申立て
をすることができます。委員会では、この申
立てを受けて、必要に応じて事件委員会を設
け、人権侵害の有無の調査を行います。その
結果、人権侵害があると判断した場合には、
理事会の承認を経て、人権を侵害している機
関や組織に日弁連として警告、勧告、要望な
どを発し、人権侵害の除去と状況改善に努め
ています。
無実であるにもかかわらず誤った裁判によ

り有罪を宣告された人の救済も重要な活動の
一つです。日弁連は、人権擁護委員会が中心
となって、このような冤罪事件の支援に取り
組み、今日まで 16件の再審支援事件が無罪
となりました。

② 両性の実質的な平等と女性の権利の確立
を目指す活動
日弁連は、両性の実質的な平等と女性の権

利の確立を目指し、再婚禁止期間、選択的夫
婦別姓および婚外子差別などの民法の改正問
題や婚姻費用・養育費に関する問題など、様々
な問題に取り組んでいます。
また、日弁連における男女共同参画の実現

に向けた取り組みも行っています。2008年、
2013年および 2018年には、5か年計画であ
る日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計
画を策定し、課題の実現に向け取り組んでい
ます。

The mission of attorneys is to “protect fundamental human 
rights and achieve social justice.” Protection of human rights is one 
of the most important activities in achieving this mission.

The JFBA has engaged in a broad range of human rights 
protection activities. It also undertakes activities in the areas of 
judicial reform and international exchange in a proactive manner. 
Committees are established within the JFBA to play a central role in 
these activities.

Protection of Human Rights

In the case of a violation or threatened violation of human 

rights relief with the Human Rights Protection Committee. Upon 

if necessary, and investigates whether there was an infringement of 

human rights through its investigation, the JFBA may, after the 
approval by the Board of Governors, issue a warning, recommendation, 
or request, etc. to and against the institution or organization which 
infringed and thereby the JFBA endeavors to eliminate or improve 
infringing situations.

Another important activity is to provide relief to people who 
are innocent and have been wrongly convicted. The JFBA has 
provided support to wrongful conviction cases, with the Human 
Rights Protection Committee playing the central role, and as of today, 
innocence has been proven in 16 cases it has supported.

Aiming to establish substantial gender equality and women’s 
rights, the JFBA has addressed various issues including the issues of 
revising the Civil Code to address the remarriage prohibition period, 
selective dual-surname system for married couples, and discrimination 
against children born out of wedlock, as well as issues relating to the 
duty of sharing expenses from marriage and child support, among 
other issues.

In addition, efforts are made to realize gender equality within 
the JFBA. 5-year plans, called the “JFBA Basic Plan for Promotion 
of Gender-Equality,” were drawn up in 2008, 2013, and 2018 to 
tackle these challenges.

Major Activities of the JFBA　日弁連の主な活動
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Major Activities of the JFBA　日弁連の主な活動

③ 子どもの人権に関する活動
日弁連では、子どもの権利保障を確立する

ために、少年司法制度をめぐる問題、非行少
年に対する付添人活動の拡充・強化、いじめ・
体罰など学校における子どもの人権問題、家
庭での児童虐待や福祉施設における子どもの
人権問題に関する調査・研究・提言、子ども
の権利条約の国内実施に関する問題、子の手
続代理人や無戸籍解消に関する問題など、
様々な課題に取り組んでいます。

④　犯罪被害者支援に関する活動
被疑者・被告人の人権だけでなく、犯罪被

害者の権利も十分に保障されなければなりま
せん。犯罪被害者は、犯罪そのものによる被
害にとどまらず、ときにはマスコミ、地域社
会等から深刻な被害を受けることもありま
す。
日弁連は、犯罪被害者の支援のための活動

に積極的に取り組んでおり、刑事手続への被
害者参加制度および損害賠償命令制度等が適
正に運営されるように活動を行っています。
また、弁護士費用を負担することが困難な

犯罪被害者のために、「犯罪被害者法律援助」
の制度を設け、告訴や事情聴取への同行、加
害者側弁護士への対応、マスコミ対応など、
幅広い支援活動を行っています（事務取扱窓
口は日本司法支援センター（法テラス）に委
託しています）。
さらに、性犯罪・性暴力被害者が被害直後

から総合的な支援を 1か所で受けられるワ
ンストップ支援センターの設置を促進するた
めの活動にも取り組んでいます。

⑤　平和を守り、立憲主義を守る活動
戦争は最大の人権侵害であり、人権は平和

の下でこそ守ることができます。
日弁連は、憲法改正をめぐる議論において、

憲法の基本理念である立憲主義（国家権力の
制限）が堅持され、国民主権、基本的人権の
尊重、恒久平和主義などの基本原理が尊重さ
れることを求めています。また、日本国憲法
の意義と果たしてきた役割について、市民・

In order to establish the guarantee of children’s rights, the JFBA 
has addressed various issues including those concerning the juvenile 
justice system; expansion and enhancement of the attendant system 
for juvenile offenders; issues of human rights of children at school 
such as bullying and physical punishment; investigations, studies and 
recommendations concerning child abuse at home; and human rights 
issues of children at welfare institutions. Additional issues include 
those relating to domestic implementation of the Convention on the 
Rights of the Child, issues relating to children’s counsel, and issues 
of unregistered children.

Not only the human rights of suspects and the accused, but the 

Victims of crime sometimes suffer serious damage from the media, 
the local community, and others in addition to the damages caused by 
the crime itself.

The JFBA has actively engaged in activities to support victims 
of crime and has carried out activities to ensure that the victim 
participation system in criminal procedures, the compensation order 
system, and other systems are operated appropriately.

The JFBA has also established a system of “legal assistance for 

attorneys’ fees, providing a wide range of support including: 
accompanying victims to bring an accusation or appear for 
questioning; responding to the attorney on the part of the assailant; 
and dealing with the media, etc. Handling of administrative matters is 
entrusted to the Japan Legal Support Center (“Houterasu”).

In addition, the JFBA has engaged in activities to promote the 
establishment of one-stop support centers where victims of sexual 
crime and sexual violence can receive comprehensive support from a 
single location immediately after the occurrence of the crime or 
violence.

War is the greatest violation of human rights and human rights 
can only be protected under peace.

With respect to the discussions over the proposed amendment 
of the Constitution, the JFBA has demanded adherence to 
constitutionalism which is the fundamental principle under the 
Constitution, and respect the fundamental principles, such as popular 
sovereignty, the protection of fundamental human rights, and eternal 
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社会の理解をさらに深め、広げる活動を全国
の弁護士会と連携して継続しています。

⑥　消費者保護のための活動
日弁連は、消費者被害の救済と根絶のため

に様々な活動を行っています。消費者被害は、
悪徳商法、欠陥商品、金融商品に関するトラ
ブル、電子商取引に関するトラブル、多重債
務、欠陥住宅、食品の安全など多岐にわたり
ますが、これらに関する調査・研究に基づき、
数多くの意見・提言などを発表し、消費者保
護のための法改正や消費者教育の充実を求め
るとともに被害者救済や被害拡大の防止に努
めています。

⑦　災害復興支援活動
日弁連は、地震や風水害など、災害による

被災者の救済が完全に達成されるまで、各地
の弁護士会等と連携し災害復興支援活動に取
り組んでいます。
特に、2011年 3月 11日に発生した東日本
大震災およびこれに伴う原子力発電所事故に
おいては、地震発生後、直ちに災害対策本部
を設置し、一人ひとりの基本的人権の回復を
求める「人間の復興」を基本的な視点に据え、
被災者や原発事故被害者のための立法・政策
提言を積極的に行いました。
日弁連が提案した立法・政策提言のうち、

二重ローン問題対策立法、原子力損害賠償紛
争解決センターの設置、原発事故による損害
賠償請求権の時効期間を延長する特別措置法
の制定、復興事業用地確保に関する特例措置
などについては、政府や国会でも取り上げら
れ、その一部が実現しています。

throughout Japan, has continued activities to deepen and broaden 

The JFBA engages in various activities to relieve and eradicate 
damage to consumers. Consumer damage includes fraudulent 

products, troubles relating to electronic commerce, multiple debts, 
defective housing, and food safety. The JFBA has published numerous 
opinions and recommendations based on studies and research on 
such damage, and has been making efforts to relieve victims and 
prevent damage from spreading through seeking legal amendments 
to enhance consumer protection and consumer education.

[7] Disaster Reconstruction Assistance Activities
The JFBA engages in disaster reconstruction assistance 

activities in cooperation with local bar associations and other 
organizations until the relief of victims affected by disasters such as 

In particular, facing the Great East Japan Earthquake which 
occurred on March 11, 2011, and the subsequent nuclear power plant 
disaster, the JFBA established the Headquarters for Emergency 
Disaster Control immediately after the earthquake and tsunami 
occurred and proactively proposed legislative and policy 
recommendations for victims of the earthquake and the nuclear 
power plant disaster. The propositions made by the JFBA were based 
on the idea of “human rehabilitation” which seeks recovery of 
fundamental human rights for each individual.

Among such legislative and policy propositions made by the 
JFBA, legislative measures to address double loan problems, 
establishment of the Nuclear Damage Compensation Dispute 
Resolution Center, establishment of a special measures law to extend 
the statute of limitation period for the right to seek compensation for 
damages caused by the nuclear power plant disaster, special measures 
to secure land for reconstruction projects have been taken up by the 
government and the Diet, and some of these initiatives have been 
implemented.
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Major Activities of the JFBA　日弁連の主な活動

⑧　人権を守る幅広い活動
日弁連では、次のような人権擁護活動にも

取り組んでいます。
・全面的国選付添人制度の実現を目指す活動
・高齢者・障がいのある人の権利を守るため
の活動

・外国人の権利を守るための活動
・労働者の権利を守るための活動
・貧困問題への取り組み
・民事介入暴力の排除と暴力追放を目指す活
動

・個人情報の保護と報道による人権侵害の救
済のための活動

・公害・環境破壊の根絶と持続可能な社会の
実現を目指す活動

・国内人権機関の設立を目指す活動
・法教育の充実のための活動

司法制度改革

2001年の司法制度改革審議会意見書に基
づき、「国民に身近で、速くて、頼りがいの
ある司法」を目指して、司法制度改革が実施
されました。法科大学院制度（2004年開始）、
裁判員制度（2009年実施）などがスタートし、
2006年には日本司法支援センター（法テラ
ス）が開設され、大きな成果をあげています。
一方、民事司法改革など改革に盛り込まれ

ず取り残されている課題や、法的需要を顕在
化させるための基盤の整備等が進まない中で
法曹人口のみが急激に増加したことによるひ
ずみも明らかになっています。
日弁連は、司法制度改革を実現し、制度が

より円滑に運用されるために様々な取り組み
を行ってきましたが、今後も、司法の役割を
大きくし、身近で利用しやすい司法を実現す
るため、市民のみなさんとともに司法制度の
改革、改善に取り組んでいきます。

[8] Extensive Activities to Protect Human Rights
The JFBA also engages in the following activities to protect 

human rights:
-  Activities to realize the full implementation of the court-

appointed attendant system for juvenile cases;
- Activities to protect the rights of the elderly and disabled;
- Activities to protect the rights of foreign nationals;
- Activities to protect workers’ rights;
- Dealing with poverty issues;
-  Activities to eliminate racketeering by interceding in civil 

disputes, stop threats of violence, and  expulse organized crime 
groups;

-  Activities to protect personal information and relieve human 
rights violations by the media;

-  Activities to eradicate pollution and environmental destruction 
and realize a sustainable society;

- Activities to establish a domestic human rights organization;
- Activities to enhance legal education.

Reform of the Judicial System

Based on the Recommendations of the Justice System Reform 
Council issued in 2001, judicial system reform was implemented to 
achieve “justice that is familiar to the public, swift, and reliable.” 
With the commencement of the graduate-level law school system 
(started in 2004), the Saiban-in (lay judge) system (implemented in 
2009), and the establishment of the Japan Legal Support Center 
(“Houterasu”
produced.

On the other hand, it has become clear that certain issues still 
remain. Several civil justice reforms were not incorporated in the 
latest reforms and remain unaddressed. Further, there are distortions 
due to the sharp increase in the number of legal professionals, while 
development of the infrastructure to satisfy the demand for legal 
services has not progressed.

While the JFBA has made efforts to realize judicial system 
reform for the smooth operation of the system, it will continue to 
reform and improve the legal system with citizens to expand the role 
of justice and realize a system which is familiar and accessible to the 
public.
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刑事司法制度の改革

現在の日本の刑事司法制度には、憲法およ
び国際人権法に照らして、様々な問題があり
ます。日弁連は、「取調べの可視化」（取調べ
の全過程の録画）、「人質司法」の打破などの
刑事手続の改善や、国選弁護制度の拡充など、
刑事司法の改革・改善に向けて幅広い活動を
行っています。

① 取調べの可視化（取調べの全過程の録画）
の全件拡大に向けて
捜査段階における取調べは、弁護士の立会

いも認められない、いわゆる「密室」の中で
行われています。捜査官による威圧や利益誘
導といった違法・不当な取調べが行われ、意
に反する供述調書が作成されることが少なく
ありません。公判において違法・不当な取調
べを主張しても、客観的に証明する手段がな
いため、冤罪の原因となったりすることもあ
ります。このような事態を避けるため、日弁
連は取調べの可視化（取調べの全過程の録画）
を主張してきました。

2016年 5月に改正刑事訴訟法が成立し、
これにより 2019年 6月までに裁判員裁判対
象事件と検察官独自捜査事件における身体拘
束後の被疑者取調べについて、全過程の録画
が義務付けられることとなりました。しかし、
対象事件は刑事事件全体の 3％未満に止まっ
ています。録画機器の故障や暴力団の構成員
による事件などの場合には録画しなくてよい
とする例外事由も設けられています。また、
逮捕されていない被疑者や参考人（被疑者以
外の人）の取調べも対象外となっています。
改正刑事訴訟法では、施行から 3年経過

後に、その実施状況を検証し、必要な見直し
を行うことが附則で定められています。今般
の改正は、取調べの全件・全過程の録画のた
めの最初の一歩です。日弁連は、取調べの可
視化（全過程の録画）の対象を全件に拡大す
るよう今後も強く求めていきます。

Reform of the Criminal Justice System

The current Japanese criminal justice system has various 
problems in light of the Constitution and international human rights 
law. The JFBA has engaged in a broad range of activities to reform 
and improve the criminal justice system, such as “transparency in 
interrogations” (audio/video recording of the entire process of 
interrogations) and the eradication of “hostage justice,” and other 
activities for the improvement of criminal procedures and the 
enhancement of the court-appointed defense counsel system.

Interrogations at the investigation stage are conducted in 
“closed rooms” where the attendance of an attorney is not permitted. 
It is not uncommon that illegal and unreasonable interrogation tactics 
such as coercive pressure and dispensation of favors are used by 
investigators, resulting in suspects unintentionally confessing crimes 
they have not committed. Even if the suspect argues at trial that the 
interrogations were illegal or unreasonable, there are no means to 
objectively prove it so that it is possible that false charges could 
result. In order to avoid such situations, the JFBA has been demanding 
transparency in interrogations (audio/video recording of the entire 
process of interrogations).

In May 2016, the amended Code of Criminal Procedure was 
enacted, which mandates that by June 2019, the entire process of 
interrogations of suspects after detention shall be video recorded for 
certain cases: cases which are to be tried by lay judges and cases 
where the prosecutors conduct their own investigations. Nevertheless, 
the cases subject to audio/video recording remain less than 3% of all 
criminal cases. Also, in certain exceptional cases, audio/video 
recording is not required, such as where there is a malfunction of the 
recording equipment, or where the case involves members of an 
organized criminal group. Furthermore, interrogations of suspects 
who have not been arrested or witnesses (except for suspects) are also 
not subject to the audio/video recording.

The amended Code of Criminal Procedure provides in its 
supplemental provisions that the implementation status shall be 
examined and necessary revisions shall be made after 3 years from its 

recording of the entire process of interrogations in all cases. The JFBA 
will continue to demand that transparency in interrogations (audio/
video recording of the entire processes) be expanded to all cases. 



JAPAN  FEDERATION OF BAR ASSOCIATIONS 21

Major Activities of the JFBA　日弁連の主な活動

② 「人質司法」の打破を目指して
日本では諸外国に比べて起訴前の勾留期間

が長く、身体拘束は、逮捕から最長 23日間
に及びます。本来、未決拘禁者を収容するの
は法務省が所管する拘置所ですが、多くは捜
査機関である警察の留置場（代用監獄）に勾
留され、昼も夜も警察の管理下に置かれ、取
調べを受けます。
罪を認めないと、保釈もなかなか認められ

ません。身体拘束期間が長くなると、日常の
仕事や家庭から切り離され、未決拘禁者が被
る不利益は計り知れません。長時間の拘束か
ら逃れたい一心で、やってもいないことを認
めてしまった結果、有罪の判決を受け、その
後冤罪を晴らすために長い間、大変な苦労を
強いられたケースも少なくありません。この
ような実態が「人質司法」と呼ばれているの
です。
日弁連は、代用監獄の廃止、起訴前保釈の

導入や出頭等確保措置の創設など、「人質司
法」からの脱却と未決拘禁制度の改革を求め
ています。

③ 被疑者国選弁護制度の実現と拡大
日本では以前、被疑者段階での国選弁護制

度がなかったため、ほとんどの被疑者が弁護
人の援助なしに警察の取調べを受けており、
これが人権侵害の大きな原因になっていると
言われていました。そこで、1990年以降、
英国の当番弁護士制度にならって、各地の弁
護士会は、被疑者の人権を守るため、逮捕さ
れた人からの要請により弁護士を派遣する当
番弁護士制度を開始しました。
日弁連は、これを積極的に支援し、全ての

弁護士会で実施されるに至った当番弁護士制
度の広がりを背景に、国に対して被疑者国選
弁護制度の実現を強く求めてきました。
その活動が実を結び、2006年から被疑者
段階での国選弁護制度が始まり、2009年に
はその対象事件が大幅に拡大されました。そ
の後、2016年に刑事訴訟法が改正され、
2018年 6月までに、対象事件が「被疑者に
対して勾留状が発せられている場合」に拡大
されることとなりました。日弁連は、さらに
逮捕直後の被疑者にまで公的弁護制度を拡充

 [2] Eradicating “Hostage Justice”
When compared to the other countries, the period of detention 

before indictment in Japan is relatively long, which can extend for up 
to 23 days after arrest. In theory any unsentenced person shall be 
detained at a penal institutions (detention center) under the jurisdiction 
of the Ministry of Justice, but in reality many are detained in detention 
facilities (detention rooms in police stations, daiyo-kangoku) operated 
by the investigating authority. The unsentenced persons are kept in 
the custody of the police night and day for interrogation. 

Bail is not easily granted unless one admits to the charges. As 
the detention period becomes longer, the unsentenced detainee is 
isolated from his or her daily work and home for the period and 
suffers incalculable disadvantages. It is not uncommon that the 
suspects admit charges for which they are not responsible, only to 
escape from the long detention. As a result, such suspects, after being 

to clear false charges against them. Such situations are referred to as 
“hostage justice” in Japan.

The JFBA has been demanding the eradication of “hostage 
justice” and the reform of such pre-sentencing detention system 
through the abolition of the daiyo-kangoku system, introduction of 
the pre-indictment bail system, and the establishment of measures to 
secure a suspect’s appearance, and other activities.

In Japan, there was no court-appointed attorney system for 
suspects and most suspects were interrogated without the aid of 
defense counsel, which was said to be a major cause of human rights 
violations. In response, local bar associations across the country have 
launched the Duty Attorney (Toban Bengoshi) System since 1990, 
modeled after the duty attorney system in the U.K., to dispatch an 
attorney upon a request from arrested suspects in order to protect 
their human rights.

The JFBA has actively supported this movement, and with the 
expansion of the Duty Attorney System which was eventually 
implemented by all local bar associations, it has been urging the 
national government to establish a court-appointed attorney system 
for suspects. 

Such activities have borne fruit and the court-appointed attorney 
system for suspects was launched in 2006, and the scope of cases 

Subsequently, the Code of Criminal Procedure was amended in 2016, 
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することを求め、これに対応する態勢の整備
に努めています。

④ 裁判員制度の改善に向けて
裁判員制度は、国民の中から選ばれた 6人

の裁判員が、職業裁判官 3人とともに、一
定の重大な犯罪（法定刑に死刑または無期刑
を含む事件および法定合議事件で故意により
人を死亡させた事件）に関する裁判を行うも
ので、司法への国民参加の一環として、
2009年 5月に導入されました。
日弁連は、裁判員制度における刑事手続や

弁護の在り方について運用状況の検証を踏ま
え、制度の改善に向けた提言をするほか、裁
判員裁判における弁護技術の向上を目指した
活動をしています。

法曹の養成

従来、日本では、弁護士、裁判官または検
察官など法曹になろうとする者は、司法試験
に合格し、司法研修所における司法修習を経
て、終了試験に合格することが必要でした。
司法試験という「点」のみによる選抜が様々

な弊害を招いたことから、法学教育、司法試
験、司法修習を有機的に連携させた「プロセ
ス」としての法曹養成制度の抜本的改革が
2001年の司法制度改革審議会意見書におい
て提言され、2004年 4月、専門職大学院で
ある法科大学院を中核とした新しい法曹養成
制度がスタートしました。法科大学院では、
多くの弁護士が実務家教員として指導し、後
継者を育てています。
新たな法曹養成制度の下で多くの新規法曹

が生まれ様々な分野で活躍する一方、司法試
験合格率の低迷、法曹養成過程における経済

and by June 2018 the scope of cases subject to the system will be 
further expanded to “cases with respect to which a detention warrant 
is issued against the suspect.” The JFBA is demanding that the public 
defense system be further expanded to include suspects immediately 
after arrest and is preparing for such expansion. 

[4] Improving the Saiban-in
The Saiban-in (lay judge) system was introduced in May 2009 

as part of efforts to increase public participation in the judicial 
system, under which six lay judges appointed from among the general 
public serve alongside three professional judges in examining cases 
involving certain serious crimes (any crime which is punishable by 

intentional criminal act causing the death of a victim which is subject 
to an examination by a panel of judges). 

The JFBA makes recommendations to improve the criminal 
procedures and defense under the Saiban-in (lay judge) system based 
on examinations of the current situation. Furthermore, the JFBA also 
engages in activities to improve defense skills under the Saiban-in 
(lay judge) system. 

Training of Legal Professionals

Previously in Japan, it was necessary for anyone who intended 
to be a legal professional such as an attorney, judge, or prosecutor, to 
pass the bar examination, complete legal training at the Legal 

The selection of candidates only through the one-time bar exam 
caused various negative consequences. In this context, the 
Recommendations of the Justice System Reform Council issued in 
2001 suggested a drastic reform of the legal professional education 
system, featuring a “training process” which organically coordinates 
legal education, the bar examination, and judicial training. 

In April 2004, the new legal professional training system started 
in which law schools, established as professional graduate schools, 
play a central role. At law schools, many practicing lawyers teach 
students as instructors and train them to become their successors. 

Many new legal professionals have started their career under 
the new legal training system and are actively engaging in their work 
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的・時間的負担 3、法曹志望者の減少等の課題
が生じています。
これらの課題を解決するため、政府及び関

連省庁等は各種検討会議を設け、改革案を検
討してきた。日弁連は引き続き、これらの検
討会議に積極的に関与し、法曹養成制度の改
革に力を入れて取り組んでいきます。

弁護士の活動領域の拡大

弁護士活動の多様化に伴い、企業、中央省
庁、地方公共団体等の組織において、弁護士
としての専門的知識や経験を生かして活躍す
る「組織内弁護士」が増えています。2018
年 1月現在で、企業内弁護士は 2,100名を超
え、公務員である弁護士も約 200名を数え
ています。
日弁連では、これら諸団体からの求人情報

を会員に対し発信し、会員に多様な働き方の
選択肢を示しつつ、弁護士の力を社会におい
てより一層、様々な形で発揮できるよう取り
組んでいます。

弁護士過疎・偏在の解消

全国には 203の地方・家庭裁判所支部管
轄区域がありますが、それぞれの管轄区域内
に弁護士がまったくいないか、1人しかいな
い地域を「弁護士ゼロワン地域」と呼んでい
ます。このような地域では、市民や企業など
に法的トラブルが発生しても相談すらできな
い、あるいは遠方まで出向かなくてはならな
いなどの不便を強いる事態が生じています。
日弁連は、1996年の定期総会で、このよ
うな状況の改善に取り組むことを決議し、そ
の後、各地の弁護士会、弁護士会連合会、地

3　 日本では、戦後から修習期間中、司法修
習生に対して給与が支給されていたが、
2011年にその支給制度を廃止し、貸与制
度に切り換えた。日弁連は、法曹をめざ
す者が経済的な理由でその途を閉ざされ
ることなく安心して司法修習に専念でき
るよう、司法修習生に対する給付型の経
済的支援を求めて諸活動に取り組んだ。
その結果、政府は 2017年から司法修習
生に対して貸与制と併存して新たな給付
型の経済的支援を行うこととした。

management during the legal training process,3 and a decrease in the 
number of applicants seeking to become legal professionals. 

In order to solve these problems, the government and relevant 
ministries have established various taskforce committees and 
discussed reform plans. The JFBA will continue to actively participate 
in these discussions and focus on reforming the legal training system.

Expanding the Scope of Attorneys’ 
Activities

As the activities of attorneys diversify, more and more attorneys 
play an active role within companies, central ministries and agencies, 
local public entities, and other organizations as “in-house lawyers,” 
utilizing their expertise and experience as attorneys. As of January 
2018, the number of corporate in-house lawyers exceeded 2,100, and 
there were around 200 attorneys in the civil service. 

The JFBA has focused its efforts on enabling attorneys to 
demonstrate their abilities even more in various forms in society, 

sharing job information from such organizations. 

Elimination of Shortages/Uneven 
Distribution of Attorneys

There are 203 district/family court branch jurisdictions 
nationwide, and the jurisdictions with only one or no attorney are 
called “zero-one attorney districts.” In such districts, citizens and 
companies are forced to endure the inconvenience of not being able 
to even consult with an attorney or having to travel a long distance to 
receive consultations from an attorney in case of legal troubles. 

The JFBA resolved in its 1996 General Meeting to address 
improving such circumstances. Subsequently, it has established legal 

3  After World War II, legal apprentices were entitled to salaries from the 
national treasury during the term of legal training. However in 2011, the 
salary system was replaced by a loan system. Since then the JFBA has 
been conducting various activities in its efforts to establish a grant-type 

up his or her ambition to become a legal professional simply due to 

of such activities, the government introduced in 2017 a new grant-type 
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方自治体と力をあわせ、弁護士過疎地域にお
ける法律相談センター、公設事務所（ひまわ
り基金法律事務所）を設置してきました 4。ま
た、弁護士過疎地域で独立開業する弁護士に
対する経済的支援や、日本司法支援センター
（法テラス）で働くスタッフ弁護士の確保な
どを行っています。その結果、1996年に 78
か所あった「弁護士ゼロワン地域」は 2008
年に「弁護士ゼロ地域」が解消され、2011
年には初めて「弁護士ワン地域」が解消され
ました（現在は再び「弁護士ワン地域」が 1
か所発生しています（2018年3月1日現在））。
日弁連は、今後も地域の実情を踏まえた弁

護士過疎・偏在の解消に向けた取り組みを継
続していきます。

権利救済のためのサポート活動 
   ─ ADR、弁護士保険

日弁連は、市民が様々な紛争を簡易・迅速
に安価な費用で解決する、裁判外紛争解決
（ADR＝ Alternative Dispute Resolution）の
促進のため、弁護士会が運営する仲裁セン
ターや住宅紛争審査会、さらに知的財産権紛
争に関して日弁連と日本弁理士会が共同で設
立・運営している「日本知的財産仲裁セン
ター」などの ADRのサポート活動を行って
います。
また、事件・事故の被害者が損害賠償請求

をする際の弁護士費用を保険で賄う「弁護士
保険」の加入者に対するサービスとして、弁
護士を紹介する窓口（リーガル・アクセス・
センター）を全弁護士会に設置するなど、弁
護士が市民の身近な存在となるための活動を
行っています。

法律扶助・援助事業

日弁連は、1952年に財団法人法律扶助協
会を設立し、裁判費用の一時立替など同協会
の事業の支援を続けるとともに、法律の制定
や法律扶助事業に対する大幅な国庫補助の実
現などを各方面に訴えてきました。その活動

4　 制度の創設から 2018年 3月までに累計
118か所のひまわり基金法律事務所が開
設されている。

in such districts suffering from a shortage of attorneys in cooperation 
with local bar associations, regional federations of bar associations, 
and municipalities.4

to attorneys who start practices in such districts, and it also secures 
staff attorneys who work at the Japan Legal Support Center 
(Houterasu). As a result, although there were 78 “zero-one attorney 
districts” in 1996, they were eliminated in 2008, and so were the 

however, there is one “one-attorney district” as of March 1, 2018. 
The JFBA will continue with every effort to eliminate shortages/

uneven distribution of attorneys based on the actual situation in each 
district. 

Support Activities to Remedy the 
Violation of Rights 
   - ADR, Legal Expenses Insurance

In order to promote Alternative Dispute Resolution (ADR) 
which enables citizens to resolve various disputes simply, promptly, 
and at low cost, the JFBA engages in activities to support ADR at 
arbitration centers and housing dispute examination committees 
operated by local bar associations, as well as at the “Japan Intellectual 
Property Arbitration Center” founded and operated jointly by the 
JFBA and the Japan Patent Attorneys Association. 

In addition, the JFBA engages in activities to help citizens gain 
access to attorneys, such as establishing a help desk (Legal Access 
Center) at every bar association to introduce an attorney as a service 
to subscribers of “legal expenses insurance” which covers attorneys’ 

Legal Aid/Assistance Projects

The JFBA established the Japan Legal Aid Association in 1952 
and has continuously supported its projects such as the temporary 
exemption from court costs, and has been widely campaigning for 
legislation to realize state aid to legal aid projects. As a result of such 
activities, the Civil Legal Aid Act was established in April 2000 

March 2018.
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which stipulated that it is the responsibility of the state to provide 
civil legal aid. 

Civil legal aid projects of the Japan Legal Aid Association were 
handed over to the Japan Legal Support Center (Houterasu) in 
October 2006. Also, other projects that were conducted independently 
by the Japan Legal Aid Association have been organized into the 
following 9 areas as projects to be conducted by the JFBA as legal aid 
services.5 Since October 2007, the JFBA has entrusted these legal aid 
services to the Japan Legal Support Center (Houterasu).
[1] Aid for defense of criminal suspects
[2] Aid for attorney attendants in juvenile cases 
[3] Legal support for victims of crime
[4] Legal support related to refugee adjudication
[5] Legal aid for foreign nationals
[6] Legal support for children
[7] Legal support for mentally disabled persons
[8] Legal support for persons in a state of insanity, etc.
[9] Legal support for the aged, disabled, or homeless people

International Activities

In February 2016, the JFBA established its “Mission Statement 
on International Affairs” and has engaged in various international 
activities to realize the fundamental purposes under the Mission 
Statement. 

As interactions with legal professionals in different countries 
increase, the JFBA has engaged in information exchanges and 
interactions with such legal professionals, as well as introducing the 

5  The number of the applications accepted by the JFBA’s legal aid 

[1]  Aid for defense of criminal suspects: 13,235
[2]  Aid for attorney attendants in juvenile cases: 2,997 
[3]  Legal support for victims of crime: 1,444
[4]  Legal support related to refugee adjudication: 849
[5]  Legal aid for foreign nationals: 1,343
[6]  Legal support for children: 268
[7]    Legal support for mentally disabled persons and [8] Legal support 

for persons in a state of insanity, etc.: 1,024
[9]  Legal support for the aged, disabled, or homeless people: 1,284

の結果、2000年 4月、民事法律扶助法が成
立し、民事法律扶助が国の責務であることが
明文化されました。
法律扶助協会の民事法律扶助事業は、

2006年 10月から総合法律支援法に基づき
日本司法支援センター（法テラス）に引き継
がれています。また、法律扶助協会が自主的
に行っていたその他の事業は、対象を以下の
9分野に整備して、日弁連が法律援助事業と
して実施することになりました 5。2007年 10
月以降、日弁連はこれらの法律援助事業を日
本司法支援センター（法テラス）に委託して
います。
① 刑事被疑者弁護援助
② 少年保護事件付添援助
③ 犯罪被害者法律援助
④ 難民認定に関する法律援助
⑤ 外国人に対する法律援助
⑥ 子どもに対する法律援助
⑦ 精神障害者に対する法律援助
⑧ 心神喪失者等医療観察法法律援助
⑨   高齢者・障害者・ホームレス等に対する
法律援助

国際活動

日弁連は、2016年 2月に「国際戦略」を
策定し、その基本目標の実現に向けた様々な
国際活動を行っています。

①　国際交流活動
日弁連は、各国の法曹関係者との交流の活

発化に伴い、日本の司法制度・弁護士制度の
紹介、諸外国の司法制度・法曹の動向などに
関する調査・研究を行うとともに、必要な情

5　 2016年度の日弁連法律援助事業の申込受
理件数は次のとおりです。
①刑事被疑者弁護援助：13,235件
②少年保護事件付添援助：2,997件
③犯罪被害者法律援助：1,444件
④難民認定に関する法律援助：849件
⑤外国人に対する法律援助：1,343件
⑥子どもに対する法律援助：268件
⑦ 精神障がい者に対する法律援助・⑧心
神喪失者等医療観察法法律援助：1,024
件

⑨高齢者・障害者・ホームレス等に対す
る法律援助：1,284件
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Japanese judicial and attorney systems and conducting surveys and 
research on the judicial systems and developments in legal professions 
in different countries. 

The international exchange activities by the JFBA include: 
attending the meetings of international organizations such as the 
International Bar Association (IBA), the Law Association for Asia 

in Asia (POLA); organizing the meetings of the Japan-Korea Bar 
Leaders Conference with the Korean Bar Association (KBA), the 
Three Bar Meeting with the All China Lawyers Association (ACLA), 
and the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE); and 
exchanging opinions and signing memoranda with bar associations 
from around the world. 

Additionally, the JFBA has proactively engaged in international 
legal support activities for Cambodia, Vietnam, Mongolia, and other 
countries, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of 
Japan, the Japan International Cooperation Agency, and others. 

As major human rights treaties such as the International 

in Japan, and international exchanges of legal professionals and 
overseas research activities become increasingly active, the 
international human rights activities of the JFBA have become wide-
ranging and their importance is rising. In 1999, the JFBA was 
accredited with special consultative status by the UN Economic and 
Social Council. 

The JFBA is also conducting the following activities: research 
and studies concerning overseas human rights issues; dealing with 
the reviews conducted by the UN Human Rights Council and other 
human rights treaty bodies; introducing an individual complaint 
mechanism through which victims of human rights violations may 
request the human right treaty bodies to conduct examinations; and 
information exchanges, communications, and coordination among 
the relevant committees, and other activities. 

The JFBA has a program to recommend and dispatch members 
of the JFBA who are engaging in public-interest activities in the areas 
of the rule of law, access to justice, human rights protection, 
international cooperation, or international contributions, to various 
law schools as visiting scholars or students of LL.M. courses. Many 
of the members dispatched through this program have contributed to 

報交換・交流を行っています。
国際法曹協会（IBA）、アジア太平洋法律
家協会（LAWASIA）などの国際法曹団体の
大会やアジア弁護士会会長会議（POLA）へ
の出席、大韓弁護士協会（KBA）との日韓バー
リーダーズ会議や中華全国律師協会
（ACLA）・欧州弁護士会評議会（CCBE）と
の三極会議の開催、各国弁護士会との意見交
換・友好協定の締結などの国際交流活動のほ
か、カンボジア・ベトナム・モンゴルなどへ
の国際司法支援活動にも外務省や国際協力機
構（JICA）などと提携して積極的に関与し
ています。

②　国際人権問題に関する活動
日本における国際人権規約などの主要人権

諸条約の批准発効、国際的な法曹交流・海外
調査活動の活発化などに伴い、日弁連の国際
人権活動も、広範囲にわたるとともに重要度
を増しており、1999年には国連経済社会理
事会との協議資格を取得しました。
また、海外の人権課題に関する調査・研究、

国連人権理事会や各人権条約機関が行う審査
への対応、人権侵害の被害者が各人権条約機
関に審査を求めるための個人通報制度の導
入、関連委員会間の情報交換・連絡・調整な
どに取り組んでいます。

③　海外ロースクール推薦留学制度
日弁連では、法の支配や司法アクセス・人

権擁護・国際協力・国際貢献といった公益的
な活動に取り組む日弁連の会員を、各校に客
員研究員または LLMコースの学生として推
薦し、派遣する制度を実施しています。この
制度で派遣された多くの会員が、留学経験を
生かして国際的な分野で活躍し、国際的知見
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the internationalization of public-interest activities of the JFBA, by 

experience and communicating and transmitting their knowledge and 
information to other members. 

Together with related agencies and organizations, the JFBA has 
engaged in a broad range of comprehensive programs to promote 
international services, such as supporting overseas business 
deployment of small and medium companies, expanding legal and 
other support for Japanese citizens overseas and foreign citizens 
living in Japan, promoting international arbitration, support for 
working in international organizations, and fostering human resources 
working in these areas.

Major Meetings/Events

The General Meeting is the JFBA’s highest decision-making 
body held in May of each year. In the General Meeting, its annual 

deliberated, and declarations and resolutions on timely issues are 
adopted. 

An Extraordinary General Meeting may be held when necessary.

Provided that the mission of attorneys is the protection of 
human rights, the JFBA holds a Convention on Protection of Human 
Rights on an annual basis in order to contribute to research and 
studies on human rights issues and to promote dialogue regarding 
thoughts on human rights. At the Convention, reports on the JFBA’s 
human rights protection activities are presented and declarations and 
resolutions relating to human rights issues are adopted. 

Together with the Convention, symposia are held on themes of 
important human rights issues with the participation of many 
attorneys and citizens. 

The JFBA organizes judicial symposia for the democratic 
development and improvement of the judicial system and to make 
contributions to research, studies, and devising countermeasures to 
various contemporary issues.  

を会員に還元することで日弁連の公益活動の
国際化に貢献しています。

④　国際業務の推進
日弁連は、関連機関・団体と連携して、中

小企業の海外展開支援、在留邦人・在日外国
人への法的支援等の拡充、国際仲裁の促進、
国際機関就職支援、こうした分野を担う人材
の育成など、国際業務を推進するための総合
的なプログラムに幅広く取り組んでいます。

主要会議・行事

①　定期総会・臨時総会
定期総会は、毎年 5月に開催される日弁

連の最高意思決定機関です。定期総会では、
年間活動報告、予算・決算の審議が行われる
ほか、時宜に適した宣言・決議が採択されて
います。
また、臨時に総会が開催されることもあり

ます。

②　人権擁護大会
弁護士の使命に基づき、人権問題の調査・

研究、人権思想の高揚に資するため、毎年 1
回、人権擁護大会を開催しています。大会で
は、日弁連の人権擁護活動の報告、人権問題
に関する宣言・決議が採択されています。
また、大会にあわせて、毎回多数の弁護士、

市民の参加を得て、重要な人権問題をテーマ
にシンポジウムが開催されています。

③　司法シンポジウム
司法の民主的発展と改善を図り、当面する

諸問題についての調査・研究、対策の樹立に
資するため、司法シンポジウムを開催してい
ます。
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The JFBA organizes symposia on reform of attorney practices 

meet the needs of the public. 

The JFBA organizes symposiums on criminal defense by court-
appointed attorney, for further enhancement/reinforcement of the 
criminal defense and for expanding the government-funded defense 
system for suspects. 

The JFBA organizes numerous symposia on contemporary 
legal issues, and also organizes training sessions concerning 
attorneys’ ethics and the legal practices for its members. The JFBA 
has offered more than 300 e-learning courses for its members, aiming 
at various goals such as maintaining discipline and public morals and 
upgrading the skills of attorneys. 

Publications

The JFBA website (https://www.nichibenren.or.jp/) provides 
the latest information on the roles of the JFBA and its attorneys, the 
JFBA’s activities and opinions, legal counseling services, and other 
information.6 

Jiyu to Seigi” 
The JFBA has published its journal “Jiyu to Seigi” on a monthly 

basis and has sent it to all its members since 1950. “Jiyu to Seigi” is 
composed of special editions on current issues of legal practice facing 
the JFBA and local bar associations written by authors from various 

Jiyu to 
Seigi” as well. The journal is available for subscription to anyone, 
and its subscribers include many non-members. 

6  Please refer to https://www.nichibenren.or.jp/en/ for the English 
website of the JFBA and https://www.nichibenren.or.jp/en/document.
html for the English translation of JFBA’s public opinions and 
statements.

④　弁護士業務改革シンポジウム
市民の法的ニーズに十分対応するための業

務の拡充・改革のため、弁護士業務改革シン
ポジウムを開催しています。

⑤　国選弁護シンポジウム
刑事弁護のさらなる充実・強化を図り、ま

た国費による被疑者弁護制度を拡充すること
などを目的として、国選弁護シンポジウムを
開催しています。

⑥　シンポジウム・研修会など
国民の関心の高いその時々の問題に関する

シンポジウム、弁護士倫理や会員の業務に関
する研修会を多数開催するとともに、会員向
けに 300を超える eラーニング講座を開講
して、弁護士の綱紀の維持およびスキルアッ
プ等を図っています。

主な広報媒体

①　ウェブサイト
日弁連はウェブサイト（https://www.

nichibenren.or.jp/）を開設し、日弁連や弁護
士の役割、日弁連の活動や意見、法律相談な
どについて最新の情報を掲載しています 6。

②　機関雑誌「自由と正義」
1950年以降、機関雑誌「自由と正義」を
毎月発刊し、全会員に送付しています。「自
由と正義」は、各界の執筆者により法律実務、
日弁連・弁護士会の当面する諸問題などにつ
いて特集を組む形で構成されており、学術的
にも高度の水準を持っています。どなたでも
購読でき、会員以外の定期購読者も多数にの
ぼっています。

6　 英文ウェブサイトはこちら（https://
www.nichibenren.or.jp/en/）。意見書・決
議・ 宣 言 は こ ち ら（https://www.
nichibenren.or.jp/en/document.html）。
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③　日弁連新聞
1974年 7月から「日弁連新聞」を毎月 1
回発行し、日弁連の当面する諸問題、総会や
人権擁護大会などの各種行事の報告、その他
の日弁連の活動全般を伝達するため、全会員
に送付しています。「日弁連新聞」もどなた
でも購読することができます。

④　パンフレット・書籍など
様々なテーマの市民向けのパンフレット

や、人権擁護活動などを通じて得た研究の成
果を、書籍や論文集などの形で発行していま
す。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
（https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/
publication.html）7

⑤　日弁連広報キャラクター「ジャフバ」
日弁連の広報キャラクターとして、ウェブ

サイト、パンフレット・ポスター、イベント
等、様々な場に登場して、日弁連と弁護士の
周知に一役買っています。

7　 弁護士白書の英訳はこちら（https://
www.n ich iben ren .o r. j p / en / abou t /
whitepaper.html）。

[3] Nichibenren Shimbun 
Since July 1974, the JFBA has published the “Nichibenren 

Shimbun” on a monthly basis. It is sent to all its members to report on 
various issues faced by the JFBA as well as its various events such as 
the General Meeting and the Convention on the Protection of Human 
Rights, and the JFBA’s other activities in general. The “Nichibenren 
Shimbun” is also available for subscription to anyone. 

The JFBA publishes booklets on various themes for the public, 
as well as research outcomes obtained through its human rights 
protection and other activities, in the form of books and collections of 
scholarly papers. Details are available at its website: https://www.
nichibenren.or.jp/jfba_info/publication.html.7

“JAFUBA” appears on the website, in booklets and posters, at 
events, and at other activities, as the JFBA’s promotion character, 
helping to inform the public about the JFBA and its member attorneys. 

7  Please refer to https://www.nichibenren.or.jp/en/about/whitepaper.html 
for the English translation of the White Paper on Attorneys.

‘JAFUBA’ /ジャフバ
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①　（公財）日弁連交通事故相談センター
1950年代後半以降顕著となった交通事故

の増大に伴う損害賠償問題に対処するため、
運輸省（現国土交通省）の自賠責保険の運用
益である国庫補助金の協力を得て、1967年
に発足しました。2012年には公益財団法人
となり、現在全国の約 7000人の弁護士が、
全国統一ナビダイヤル（0570-078325）によ
る無料電話相談、全国 159か所で無料面接
相談、全国 39か所で無料示談斡旋を実施し、
交通事故被害者救済のためのお手伝いをして
います。

②　日本弁護士国民年金基金
日本弁護士国民年金基金は、日弁連が母体

となり、1991年に厚生大臣の認可を得て発
足しました。国民年金基金は、国民年金法の
規定に基づき国民年金（基礎年金）の上乗せ
年金の給付を行う公法人で、日本弁護士国民
年金基金は、国民年金第 1号被保険者であ
る弁護士および弁護士業務補助者（専従配偶
者を含む）を加入員とする全国 1単位の職
能型基金です。

In order to address matters regarding damage compensation in 

since the late 1950s, the Center was established in 1967 supported by 
the Gains on National Subsidies, which is comprised of the investment 

Transport (currently the Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism). In 2012, it became a public interest incorporated 
foundation. Currently, approximately 7,000 attorneys in Japan are 

to-face consultations at 159 locations in Japan, and free mediation for 
settlement at 39 locations in Japan. 

With the JFBA as its parent organization, the Japan Attorneys 
National Pension Fund was established in 1991 upon approval by the 
then-Minister of Health and Welfare. The national pension fund is a 

to the National Pension (basic pension) under the provisions of the 
National Pension Act. The Japan Attorneys National Pension Fund is 

and assistants of attorneys (including family of employees) who are 
primarily insured by the National Pension.

　関係団体
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Related Organizations　関係団体

③　（公財）日弁連法務研究財団
公益財団法人日弁連法務研究財団は、法・

司法制度の研究・助成、法律実務に携わる者
に対する各種の研修の実施、法情報の収集と
提供などを通じて、法学研究の深化と法律実
務の改善を図ることなどを目的として、
1998年に発足しました。これらのほか、法
学検定試験や、法科大学院の認証評価も行っ
ています。

④　日本知的財産仲裁センター
日弁連と日本弁理士会との共同事業とし

て、特許、実用新案、商標、著作権など知的
財産紛争について裁判外で解決するための
ADRを設置しています。

The Japan Law Foundation was established in 1998 to deepen 
legal studies and improve legal practices through research and aid of 
legal and judicial systems, implementation of various training for 
those engaged in legal practice, collection and provision of legal 
information, among other purposes. The Foundation carries out the 

Hogaku-kentei) and performs 
evaluation of the quality of law schools. 

The JFBA and the Japan Patent Attorneys Association, as their 
joint project, operate an ADR center to settle disputes relating to 
intellectual properties such as patents, utility models, trademarks, 
and copyrights out of court. 
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Hokkaido

Bar Association Adress Tel Fax

Sapporo Kitaichijo Nishi 10-chome, Chuo-ku, Sapporo
060-0001 011-281-2428 011-281-4823

Hakodate 1-3 Kami-Shinkawacho, Hakodate
040-0031 0138-41-0232 0138-41-3611

Asahikawa 4 Hanasakicho, Asahikawa
070-0901 0166-51-9527 0166-46-8708

Kushiro 4-3 Kashiwagicho, Kushiro
085-0824 0154-41-0214 0154-41-0225

Tohoku region

Bar Association Adress Tel Fax

Aomori Nisseki Bldg. 5F, 1-3-1 Nagashima, Aomori
030-0861 017-777-7285 017-722-3181

Iwate San Bldg. 2F, 1-2-1 Odori, Morioka
020-0022 019-651-5095 019-623-5035

Sendai 2-9-18 Ichibancho, Aoba-ku, Sendai
980-0811 022-223-1001 022-261-5945

Akita 6-2-7 Sannou, Akita
010-0951 018-862-3770 018-823-6804

Yamagata NANA BEANS 8F, 2-7-10 Nanokamachi, Yamagata
990-0042 023-622-2234 023-635-3685

Fukushima 4-24 Yamashitacho, Fukushima
960-8115 024-534-2334 024-536-7613

Kanto region

Bar Association Adress Tel Fax

Ibaraki 2-2-75 Omachi, Mito
310-0062 029-221-3501 029-227-7747

Tochigi Pref. 1-6 Akebonocho, Utsunomiya
320-0845 028-689-9000 028-689-9018

Gunma 3-6-6 Otemachi, Maebashi
371-0026 027-233-4804 027-234-7425

Saitama 4-7-20 Takasago, Urawa-ku, Saitama
330-0063 048-863-5255 048-866-6544

Chiba 4-13-9 Chuo, Chuo-ku, Chiba
260-0013 043-227-8431 043-225-4860

Tokyo 1-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,Tokyo
100-0013 03-3581-2201 03-3581-0865

DAI-ICHI Tokyo 1-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,Tokyo
100-0013 03-3595-8585 03-3595-8577

DAI-NI Tokyo 1-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,Tokyo
100-0013 03-3581-2255 03-3581-3338

List of Locations of Local Bar Associations (As of April 1, 2018) 
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Related Organizations　関係団体

Bar Association Adress Tel Fax

Kanagawa 9 Nihon-odori, Naka-ku, Yokohama
231-0021 045-211-7707 045-212-2888

Niigata Premises of the Niigata District Court, 1-1 Gakkocho-dori, 
Chuo-ku, Niigata 951-8126 025-222-5533 025-223-2269

Yamanashi 1-8-7 Chuo, Kofu
400-0032 055-235-7202 055-235-7204

Nagano Pref. 432 Tsumashina, Nagano
380-0872 026-232-2104 026-232-3653

Shizuoka Premises of the Shizuoka District Court, 10-80 Otemachi, 
Aoi-ku, Shizuoka 420-0853 054-252-0008 054-252-7522

Chubu region

Bar Association Adress Tel Fax

Toyama-ken 3-4-1 Nagaecho, Toyama
930-0076 076-421-4811 076-421-4896

Kanazawa 7-36 Marunouchi, Kanazawa
920-0937 076-221-0242 076-222-0242

Fukui Mitsui Seimei Bldg. 7F, 4-3-1 Houei, Fukui
910-0004 0776-23-5255 0776-23-9330

Gifu Pref. 22 Hashizumecho, Gifu
500-8811 058-265-0020 058-265-4100

Aichi 1-4-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
460-0001 052-203-1651 052-204-1690

Mie 3-23 Chuo, Tsu
514-0032 059-228-2232 059-227-4675

Kinki region

Bar Association Adress Tel Fax

Shiga 1-3-3 Umebayashi, Otsu
520-0051 077-522-2013 077-522-2908

Kyoto Tominokoji-dori Marutamachi-sagaru, Nakagyo-ku Kyoto 
604-0971 075-231-2378 075-223-1894

Osaka 1-12-5 Nishi-Tenma, Kita-ku, Osaka
530-0047 06-6364-0251 06-6364-0252

Hyogo-ken 1-4-3 Tachibana-dori, Chuo-ku, Kobe
650-0016 078-341-7061 078-351-6651

Nara 22-1 Nakasuji-cho, Nara
630-8237 0742-22-2035 0742-23-8319

Wakayama 5 Yonbancho, Wakayama
640-8144 073-422-4580 073-436-5322
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Chugoku region

Bar Association Adress Tel Fax

Tottori 2-221 Higashimachi, Tottori
680-0011 0857-22-3912 0857-22-3920

Shimane Matsue Shoko-Kaigisho Bldg. 7F, 55-4 Horomachi Matsue 
690-0886 0852-21-3225 0852-21-3398

Okayama 1-8-29 Minamigata, Kita-ku, Okayama
700-0807 086-223-4401 086-223-6566

Hiroshoma 2-73 Kami-Hacchobori, Naka-ku,Hiroshima
730-0012 082-228-0230 082-228-0418

Yamaguchi 2-15 Koganecho, Yamaguchi
753-0045 083-922-0087 083-928-2220

Shikoku region

Bar Association Adress Tel Fax

Tokushima 1-31 Shinkuracho, Tokushima
770-0855 088-652-5768 088-652-3730

Kagawa 2-22 Marunouchi, Takamatsu
760-0033 087-822-3693 087-823-3878

Ehime 4-8-8 Sanbancho, Matsuyama
790-0003 089-941-6279 089-941-4110

Kochi 1-5-7 Echizenmachi, Kochi
780-0928 088-872-0324 088-872-0838

Kyushu region

Bar Association Adress Tel Fax

Fukuoka-ken Premises of the Court Office Complex, 1-1 Jonai, Chuo-ku, 
Fukuoka 810-0043 092-741-6416 092-715-3207

Saga 7-19 Nakanokoji, Saga
840-0833 0952-24-3411 0952-25-7608

Nagasaki Nagasaki MS Bldg. 4F, 1-25 Sakaemachi, Nagasaki
850-0875 095-824-3903 095-824-3967

Kumamoto 1-13-11 Kyomachi, Chuo-ku, Kumamoto
860-0078 096-325-0913 096-325-0914

Oita 1-3-14 Nakashima-Nishi, Oita
870-0047 097-536-1458 097-538-0462

Miyazaki 1-8-45 Asahi, Miyazaki
880-0803 0985-22-2466 0985-22-2449

Kagoshima 2-3 Yasuicho, Kagoshima
892-0815 099-226-3765 099-223-7315

Okinawa 2-2-26-6 Matsuo, Naha
900-0014 098-865-3737 098-865-3636
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Related Organizations　関係団体

Bar 
Association Adress Tel Fax

東 京 1000013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 03-3581-2201 03-3581-0865

第一東京 1000013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階 03-3595-8585 03-3595-8577

第二東京 1000013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階 03-3581-2255 03-3581-3338

神奈川県 2310021 横浜市中区日本大通9 045-201-1881 045-212-2888

埼 玉 3300063 さいたま市浦和区高砂4-7-20 048-863-5255 048-866-6544

千 葉 県 2600013 千葉市中央区中央4-13-9 043-227-8431 043-225-4860

茨 城 県 3100062 水戸市大町2-2-75 029-221-3501 029-227-7747

栃 木 県 3200845 宇都宮市明保野町1番6 028-689-9000 028-689-9018

群 馬 3710026 前橋市大手町3-6-6 027-233-4804 027-234-7425

静 岡 県 4200853 静岡市葵区追手町10-80 静岡地方裁判所構内 054-252-0008 054-252-7522

山 梨 県 4000032 甲府市中央1-8-7 055-235-7202 055-235-7204

長 野 県 3800872 長野市妻科432 026-232-2104 026-232-3653

新 潟 県 9518126 新潟市中央区学校町通1-1 新潟地方裁判所構内 025-222-5533 025-223-2269

大 阪 5300047 大阪市北区西天満1-12-5 06-6364-0251 06-6364-0252

京 都 6040971 京都市中京区富小路通丸太町下ル 075-231-2336 075-223-1894

兵 庫 県 6500016 神戸市中央区橘通1-4-3 078-341-7061 078-351-6651

奈 良 6308237 奈良市中筋町22番地の1 0742-22-2035 0742-23-8319

滋 賀 5200051 大津市梅林1-3-3 077-522-2013 077-522-2908

和 歌 山 6408144 和歌山市四番丁5 073-422-4580 073-436-5322

愛 知 県 4600001 名古屋市中区三の丸1-4-2 052-203-1651 052-204-1690

三 重 5140032 津市中央3-23 059-228-2232 059-227-4675

岐 阜 県 5008811 岐阜市端詰町22 058-265-0020 058-265-4100

福 井 9100004 福井市宝永4-3-1 三井生命ビル7階 0776-23-5255 0776-23-9330

全国弁護士会所在地一覧（2018年4月1日現在）
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Bar 
Association Adress Tel Fax

金 沢 9200912 金沢市丸の内7番36号 076-221-0242 076-222-0242

富 山 県 9300076 富山市長柄町3-4-1 076-421-4811 076-421-4896

広 島 7300012 広島市中区上八丁堀2-73 082-228-0230 082-228-0418

山 口 県 7530045 山口市黄金町2-15 083-922-0087 083-928-2220

岡 山 7000807 岡山市北区南方1-8-29 086-223-4401 086-223-6566

鳥 取 県 6800011 鳥取市東町2-221 0857-22-3912 0857-22-3920

島 根 県 6900886 松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル7階 0852-21-3225 0852-21-3398

福 岡 県 8100043 福岡市中央区城内1-1 裁判所合同庁舎構内 092-741-6416 092-715-3207

佐 賀 県 8400833 佐賀市中の小路7-19 佐賀県弁護士会館 0952-24-3411 0952-25-7608

長 崎 県 8500875 長崎市栄町1-25 長崎MSビル4階 095-824-3903 095-824-3967

大 分 県 8700047 大分市中島西1-3-14 097-536-1458 097-538-0462

熊 本 県 8600078 熊本市中央区京町1-13-11 096-325-0913 096-325-0914

鹿児島県 8920815 鹿児島市易居町2-3 099-226-3765 099-223-7315

宮 崎 県 8800803 宮崎市旭1-8-45 0985-22-2466 0985-22-2449

沖 縄 9000014 那覇市松尾2-2-26-6 098-865-3737 098-865-3636

仙 台 9800811 仙台市青葉区一番町2-9-18 022-223-1001 022-261-5945

福 島 県 9608115 福島市山下町4-24 024-534-2334 024-536-7613

山 形 県 9900042 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8階 023-622-2234 023-635-3685

岩 手 0200022 盛岡市大通1-2-1 サンビル2階 019-651-5095 019-623-5035

秋 田 0100951 秋田市山王6-2-7 018-862-3770 018-823-6804

青 森 県 0300861 青森市長島1-3-1 日赤ビル5階 017-777-7285 017-722-3181

札 幌 0600001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館7階 011-281-2428 011-281-4823

函 館 0400031 函館市上新川町1-3 0138-41-0232 0138-41-3611

旭 川 0700901 旭川市花咲町4 0166-51-9527 0166-46-8708
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Related Organizations　関係団体

Bar 
Association Adress Tel Fax

釧 路 0850824 釧路市柏木町4-3 0154-41-0214 0154-41-0225

香 川 県 7600033 高松市丸の内2-22 087-822-3693 087-823-3878

徳 島 7700855 徳島市新蔵町1-31 088-652-5768 088-652-3730

高 知 7800928 高知市越前町1-5-7 088-872-0324 088-872-0838

愛 媛 7900003 松山市三番町4-8-8 089-941-6279 089-941-4110
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日本の司法制度

1 日本の司法制度

日本には、最高裁判所、高等裁判所、地方
裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の、５種類
の通常裁判所がある。日本の裁判においては、
三審制が採用されており、事件の性質によっ
て、通常は簡易裁判所、家庭裁判所又は地方
裁判所のいずれかで第一審の裁判が行われる。

①簡易裁判所
簡易裁判所は、原則として訴額 140万円を
超えない民事訴訟事件を扱う。また、民事調停、
支払督促についての手続も行われる。さらに、
比較的軽微な罪に関する刑事事件を扱う。

②家庭裁判所
家庭裁判所は、人事訴訟、家事事件に関す

る審判・調停、非行を犯した少年の事件につ
いての審判等を扱う。

③地方裁判所
地方裁判所は、ほとんどの民事、刑事、及

び行政事件についてその第一審と簡易裁判所
の民事第一審判決に対する控訴を扱う。民事
事件では、原則として一人の裁判官が取り扱
うが、裁判所が必要と認めた場合等には三人
の裁判官が取り扱う場合がある。刑事事件で
は、一定の重罪事件などは三人の裁判官が、
それ以外の事件は一人の裁判官が取り扱う
（なお、2009年 5月には、後述の「裁判員制
度」が開始された。）。行政事件では、３名の
裁判官が取り扱う。

④高等裁判所
高等裁判所は、地方裁判所の第一審判決、

家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事第一
審判決に対する控訴を主に扱う。また、
2005年 4月 1日、知的財産に関する事件を
専門的に取り扱う知的財産高等裁判所が、東
京高等裁判所に特別の支部として設けられ
た。

⑤最高裁判所
最高裁判所は、高等裁判所による判決又は

決定に対する上訴（下級裁判所の判決に対す
る上告、及びある種の特別な抗告）を扱う、

The Japanese Judicial System

1. The Japanese Judicial System

1.1. Summary Courts

1.2. Family Courts

1.3. District Courts

koso

Saiban-
in

1.4. High Courts
koso

1.5. The Supreme Court

jokoku
kokoku

Appendix
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最上級、最終の裁判所である。最高裁判所は
長官と 14名の判事からなり、15名の裁判官
により構成される大法廷と、それぞれ 5名
の裁判官により構成される三つの小法廷があ
る。事件はまず三つの小法廷のいずれかが担
当し、憲法上の問題を伴う事件は大法廷に回
付され、大法廷において審理・判決される。

2 訴訟手続

（1）民事事件と行政事件
民事事件とは、私人間の法的紛争のことを

指す。金銭の貸借、不動産の賃貸借などをめ
ぐるトラブルが典型であるが、法的紛争の大
部分は民事事件である。それらが裁判所で争
われるとき、民事訴訟事件となり、当事者の
権利又は義務が裁判によって決定される。
また、国又は地方自治体の処分に納得でき

ないときは、その行政庁に対する不服申立手
続のほか、行政事件訴訟として裁判所の判断
を求めることができる。このような法的紛争
を行政事件と呼んでいる。例えば、税務署の
課税処分の取消を求めたり、選挙の無効を求
めるなどである。民事事件については地方裁
判所又は簡易裁判所が、行政事件については、
地方裁判所が第一審となり、民事訴訟法や行
政事件訴訟法に則って審理される。
その他の類型として重要なものに労働事件

がある。労働事件のうち、事業者と労働者と
の間の紛争である個別労働紛争については、
2006年 4月から労働審判制度が導入された。
これは、裁判官である労働審判官と労働関係
に関する専門的な知識経験を有する労働審判
員で組織される労働審判委員会が、原則 回
以内の期日での解決を目指し、調停や審判を
行うという制度であり、事件を迅速、適正か
つ効果的に解決することを目的とする。この
制度による解決ができないときは、通常の訴
訟手続に移行する。

（2）家事事件
家事事件とは、家庭における様々な紛争、

例えば婚姻の無効・取消、離婚、子どもの親
権、相続、成年後見などに関する事件をいう。
家事事件の解決には、感情的な対立やプライ
バシーなどに特に配慮する必要があるため、
我が国では、家事事件については、当事者に

2. Judicial Proceedings

2.1. Civil Cases and Administrative Cases

2.2. Family Affairs Cases
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Filing of a lawsuit

Service of summons and complaint on the defendant

Argument submission of pleading,
production of documentary evidence

examination of witnesses,
verifications, expert opinion, etc.

settlement procedure

Judical procedures in civil cases

Litigation in the 1st instance (district court and summary court)

settlement session

settlementExamination of
evidence

Appeal to a high court or district court within 
two weeks (koso)

Appeal to the Supreme Court or a high court (jokoku)
and request acceptance of jokoku

Appellate procedures
Dismissal
Reversal and rendering new judgment
Reversal and remand

Judgment

If dissatisfied
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訴訟提起

被告への呼出状と訴状の送達

主張 主張，反論，書証の提出

証人尋問，検証，鑑定など

和解手続

民事事件における訴訟手続

第一審における訴訟（地方裁判所又は簡易裁判所）

和解期日

和解成立証拠審理

高等裁判所又は地方裁判所への不服申立
（控訴）

最高裁判所又は高等裁判所への不服申立
（上告）と上告受理の申立

上訴手続
　・却下・棄却
　・破棄自判
　・破棄差戻し

判決

不服があれば2週間以内に高等裁判所又は地方裁判所へ不服申立
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よる解決が困難なときは、全国に設置されて
いる家庭裁判所において、多くの事件類型に
ついて非公開の手続により解決を目指す調停
の制度を採用している。調停は、裁判官又は
家事調停官と民間人の家事調停委員で組織さ
れる調停委員会が担当する。調停による解決
ができないときは、家庭裁判所の審判又は訴
訟によって決定される。審判によるか訴訟に
よるかは、事件によって異なり、法律で定め
られている。

（3）刑事事件
①刑事手続
刑事手続は、犯罪の認知に始まり、警察・
検察による捜査、起訴、公判へと進んでいく。
警察・検察から犯罪の嫌疑をかけられた者

（被疑者）は、警察署や検察庁への出頭を求
められたり、逮捕されたりして取調べを受け
ることになる。
逮捕された被疑者は、最大 72時間、警察
の留置施設や拘置所において身体を拘束され
る。必要があればその後勾留が認められ、さ
らに 10日間（勾留の延長が認められれば最
長 20日間）拘束されることとなり、起訴前
保釈の制度はない。
取調べは、警察署や検察庁にある取調室と

いう密室で行われる。弁護人の立会いは認め
られず、長時間の取調べが多数回行われるこ
ともある。2016年刑事訴訟法改正により
2019年 6月までに取調べの録音・録画制度
が導入されるが、対象は裁判員裁判対象事件
及び検察官独自捜査事件について逮捕・勾留
されている被疑者を取り調べる場合に限られ
ており、大部分の事件は対象外とされている。
起訴は検察官の権限である。犯罪の嫌疑を

かけられて起訴された者（被告人）は裁判を
受けることになる。起訴前に勾留されている
被疑者がそのまま起訴されると、勾留が取り
消されたり、保釈が認められない限り、起訴
後も勾留が継続される。勾留の期間は 2か
月であり、特に継続する必要がある場合、1
か月ごとに更新できる。
憲法は、被疑者・被告人が弁護人を依頼す

る権利を保障している（第 条、第 条
項）。貧困その他の事情で自ら弁護人を依頼
することができないときは、裁判所によって
国選弁護人が付される。
日本では、従前国選弁護人が付されるのは

起訴後に限定されていたが、2006年 10月

2.3. Criminal Cases
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からは、一定の重大犯罪について勾留されて
いる被疑者にも国選弁護人が付されるように
なり、2009年 5月からは、対象事件がいわ
ゆる必要的弁護事件にまで拡大された。さら
に、2016年の刑事訴訟法改正によって 2018
年 6月までに対象事件が「被疑者に対して
勾留状が発せられている場合」に拡大される。
公判の中心は、証拠調べである。公判前整

理手続や期日間整理手続において、証拠や争
点の整理が行われることもある。公判前整理
手続や期日間整理手続に付された事件では、
検察官に一定の範囲での証拠開示が義務付け
られているが、それ以外の事件では義務付け
られていない。
一定の重大犯罪の被害者やその遺族は、裁

判所の決定により、自ら又は委託を受けた弁
護士が刑事裁判の公判期日に出席し、意見を
述べたり被告人への質問や証人を尋問するこ
とができる。
なお、刑事司法の問題点と日弁連の刑事手

続の抜本的改革への取組については、「刑事
司法の制度の改革」（20ページ）を参照。

②裁判員制度
裁判員制度は、個々の事件毎に有権者の中

から無作為抽出により選ばれた裁判員が、職
業裁判官とともに（原則として裁判員 6名、
職業裁判官 名）、地方裁判所における一定
の重大な犯罪（法定刑に死刑又は無期刑を含
む罪に関する事件及び法定合議事件で故意の
犯罪行為により人を死亡させた罪に関する事
件）に関する裁判を行うものであり、2009
年 5月に導入された。
裁判員は、職業裁判官とともに刑事裁判の

審理に参加し、事実認定と量刑判断を行う。
裁判の中で被告人や証人に質問することもで
きる。裁判員制度は、裁判員が有権者リスト
から無作為抽出により選ばれ、個々の事件毎
に選任されるという点で、陪審制度に類似し
ており、国民が職業裁判官とともに裁判を行

20]
Saiban-in

Saiban-in
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Procedures in criminal cases

Judgment

Occurrence of crime

Commencement of investigation

Compulsory investigation Voluntary investigation

(including interrogations without detention)

Suspect informed of right to legal counsel
No more than 72 hours

Detention at or a police station cell
In principle 10 days, maximum 20 days

Arrest

Detention

Case processed by public prosecutors

Referral to family court

(Cases wehere the suspects are minors under the age of 20)

*Depending on the case, procedures to arrange evidence and
 contested issues may take place prior to or during the first or between trials.
*Bail may be allowed after indictment.

Indictment

Opening proceedings

Examination of evidence

Closing argument

Appeal to high court

If dissatisfied

If dissatisfied
*Appeals must be filed within two weeks after the receipt of
 the judgment.

Appeal to the Supreme Court
(jokoku)

Charges dropped

Litigation in the 1st instance (district court)
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刑事事件における手続

判決

事件の発生

捜査開始

強制捜査 任意捜査

（身体拘束なしの取調べを含む）

弁護人選任権の告知
最大 72時間

警察署の留置施設又は拘置所における身体拘束
原則 10日，最長 20日

逮捕

勾留

検察による事件処理

家庭裁判所へ移送

（20歳未満の未成年による事件）

※事案によって，第一回公判前や期日間に証拠や争点の整理が行われる。
※起訴後，保釈されることがある。

起訴

冒頭手続

証拠調べ手続

弁論手続

高等裁判所への不服申立（控訴）

不服がある場合

不服がある場合

※不服申立期間は判決送達日から2週間以内。

上告審への不服申立（上告）

不起訴

第一審の手続（地方裁判所）
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うという点で、参審制度とも類似している。
裁判員制度は、連日開廷による集中審理、

法廷での証人尋問を中心とした分かりやすい
証拠調べの実現により、直接主義・口頭主義
を実質化するものと考えられている。

③再審
有罪判決が確定した後でも、無罪を言い渡

すべき明らかな証拠をあらたに発見した場合
等には、再審を申し立てることができる。

（4）少年事件
少年事件とは、罪を犯した 14歳から 19

歳の少年（犯罪少年）に関する事件、刑法又
は法令に違反したが年齢が若いため刑法の下
では犯罪者と見なされない 14歳未満の少年
（触法少年）、及び罪を犯すおそれがあると認
められる 20歳未満の少年（ぐ犯少年）に関
する事件である。
少年事件は、少年法第 1条の少年の健全

育成の理念を全うするため、全件送致主義が
とられており、警察、検察で捜査を遂げた後
は全件が家庭裁判所に送致される。家庭裁判
所は、受理した事件について調査し、その後、
審判を開く。審判は非公開であるなど、通常
の刑事裁判と異なる。審判の結果、不処分決
定、又は保護観察・少年院送致・児童自立支
援施設等送致といった保護処分決定が言い渡
される。家庭裁判所が、調査の結果、刑事処
分を相当と認めるときは、審判における決定
をもって検察官に送致することとされてお
り、この場合、成人と同様の刑事裁判手続が
行われる。
少年は、弁護士を「付添人」として選任す

ることができるが、国費で弁護士を選任する
国選付添人制度の対象事件は、一定の事件に
ついて少年鑑別所に収容されて身体拘束され
た少年の事件に限定されており、かつ、家庭
裁判所の裁量により必要と認めた場合にのみ
選任されるのが実情である。

2.4. Juvenile Cases
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外国法事務弁護士の制度

1   外国法事務弁護士になる 
ための要件

外国で弁護士資格を有する者が日本国内で
の法律業務を行うには、外国法事務弁護士と
して登録することが必要である。まず、法務
大臣の承認を得て、外国法事務弁護士となる
資格を取得する。そのためには、３年の職務
経験など一定の条件を満たす必要がある。法
務大臣の承認を得た者は、日弁連に外国特別
会員として登録することにより、外国法事務
弁護士として法律事務を行うことができる。
なお、当該登録請求者が外国の （弁

護士以外の者が持分又は議決権を有する法律
事務所）に所属している場合、当該 が
一定の要件を満たす業務参加型 （法律
事務所の業務に参加する非弁護士に持分又は
議決権を与える ）である場合にのみ、
登録が認められる。

2   外国法事務弁護士による 
法律事務の取扱い

外国法事務弁護士が取り扱う権限を有する
のは、自らが弁護士資格を取得した国（原資
格国）の法または法務大臣から指定を受けた
特定の国の法（指定法）に関する法律事務で
ある。さらに、一定の条件を満たす者の書面
による助言を受ければ、第三国法に関する法
律事務を取り扱うこともできる。国際仲裁事
件の手続について関係当事者の代理を行うこ
とができる。
外国法事務弁護士は、原資格国法・指定法

に関する法律事務であっても、日本の裁判所
など官公署における手続の代理等一定の法律
事務は取り扱うことができない。
外国法事務弁護士は、弁護士を雇用するこ

とができるが、権限外法律事務については自
ら取り扱うことはもちろん、弁護士に業務上
の命令をすることもできない。また、外国法
事務弁護士は、法律事務を行うことを目的と
して弁護士と共同事業を営むことができる。

The Registered Foreign Lawyer 
System

1. Requirements to Become a Registered 
Foreign Lawyer

2. Handling of Legal Services by a 
Registered Foreign Lawyer
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しかし、共同事業を営む弁護士や雇用する弁
護士が行う法律事務であって、当該外国法事
務弁護士の権限外の法律事務にあたるものの
取扱いについて不当な関与をしてはならな
い。

3 外国法事務弁護士法人

外国法事務弁護士は、特別措置法に従って、
外国法事務弁護士法人を設立することができ
る。
外国法事務弁護士法人の社員は、外国法事

務弁護士でなければならない。

4   外国法事務弁護士及び外国
法事務弁護士法人に対する
懲戒

外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法
人は、特別措置法又は所属弁護士会若しくは
日弁連の会則中外国法事務弁護士又は外国法
事務弁護士法人に関する規定に違反し、所属
弁護士会又は日弁連の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべ
き非行があったときは、懲戒を受ける。
外国法事務弁護士の基本倫理については、

外国法事務弁護士職務基本規程に規定されて
いる。
懲戒の種類は、①戒告、②２年以内の業務

の停止、③退会命令、④除名の４種である。
外国法事務弁護士綱紀委員会及び綱紀手続に
関する規程、外国法事務弁護士懲戒委員会及
び懲戒手続に関する規程に詳細が定められて
おり、基本的には、弁護士の懲戒手続に準ず
る内容となっている。
何人も、外国法事務弁護士又は外国法事務

弁護士法人について懲戒の事由があると思料
するときは、その事由の説明を添えて、当該
外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人
の所属弁護士会を経由して、日弁連に懲戒の
請求をすることができる。懲戒権限は日弁連
にのみ与えられ、所属弁護士会には懲戒権限
は認められていない。弁護士会は懲戒権限を
有していないが、所属の外国法事務弁護士又

3. Registered Foreign Lawyer Corporation

4. Disciplinary Action against Registered 
Foreign Lawyers and Registered 
Foreign Lawyer Corporations
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は外国法事務弁護士法人については、当該弁
護士会に設置された綱紀委員会において、懲
戒事由の調査をなし得るという限度で懲戒手
続に関与することが認められている。
日弁連が特別措置法に基づいてした処分に

ついて、懲戒処分を受けた外国法事務弁護士
又は外国法事務弁護士法人は、日弁連に対す
る不服申立てをすることができないが、東京
高等裁判所に当該処分の取消しの訴えを提起
することができる。
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死刑廃止を含む刑罰制度
全体の改革に関する活動

日本は死刑制度存置国である。
日弁連は、2016年の人権擁護大会で、①

刑罰制度全体の改革、②死刑制度廃止及び代
替刑の制度設計、③受刑者の再犯防止・社会
復帰のための法制度の整備の実現に向けて全
力を尽くす旨の「死刑制度の廃止を含む刑罰
制度全体の改革を求める宣言」を採択した。
この宣言を受け、2017年 6月に「死刑廃止
及び関連する刑罰制度改革実現本部」を設置
し、各種活動を行っている。

Activities to Reform the Penal 
System including Abolition the 
Death Penalty
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