開催にあたって
弁護士業務改革シンポジウムは，充実・発展を遂げながら，今回で18回を迎
えることになりました。
今 回 は ，「つなげよう，広げよう，弁護士業務～弁護士の使命を全うするた
めに～」というスローガンを掲げ，7つの分科会を開催いたします。
第 1回 シンポジウムを開催した1985年当時に約12,000人であった弁護士会員
数 は ， 2013年 9月 時 点 で 33,000人 を 超 え てい ま す 。「 社 会 の 隅々 ま で 法 の支 配
を」という司法改革の理念の下，日弁連では弁護士過疎問題の解消や国及び地
方公共団体における公務員任用，企業内弁護士の採用促進に取り組んでまいり
ました。その結果，1993年当時に74か所あった弁護士ゼロワン地域はほぼ解消
され ， ま た，国，地方公共団体及び企業内で働く組織内弁護士は771名（弁護
士白書2012年版）にまでなり，現在も増え続けております。
一方 ，各地の弁護士会法律相談センターにおける相談件数は伸び悩んでおり ，
市民からのアクセスを容易にするための一層の工夫が必要になっていると思わ
れます。
日 弁 連 では，そのための取組の1つとして，2013年3月1日から全国統一の電
話番号で全国の弁護士会法律相談センターにつながる「 ひまわりお悩み110番 」
を開設しましたが，今後も弁護士へのさらなるアクセス改善に継続的に取り組
んでいく所存です。
今 回 の シンポジウムでは，市民と弁護士を「つなげる」ことに関して，第4
分科 会 で 新たな視点から弁護士紹介制度を取り上げます。第5分科会の弁護士
保険制度は，経済面での弁護士アクセスを容易にするものですが，保険対象と
なる事件の拡充の方向性を探り，より市民に利用し易い制度を目指します。ま
た， 第 1分科会では，地域行政の法律面での充実を図るため，弁護士と地方自
治体の連携の在り方を議論します。
第 2分 科会で取り上げるスポーツ，第6分科会で取り上げる民事信託，第7分
科会で取り上げる中小企業の海外展開は，弁護士業務を「広げる」もので，今
回のシンポジウムが従来の枠にとらわれない弁護士の新たな分野への進出の契
機となることを期待しております。
こ の 他 ，第3分科会で取り上げるIT分野では，IT技術のめざましい発展が新
たな顧客獲得と依頼事務処理の迅速化をもたらす一方，情報漏えい等の危険を
常にはらんでいることから，その対策について検討します。
本シンポジウムの開催のため，長期間準備をしてこられたシンポジウム運営
委員会及び各分科会関係者の皆さま，そして開催地である兵庫県弁護士会会員
の皆さまの御尽力により，弁護士会員のみならず多くの皆様が参加する大規模
なシンポジウムが開催されますことは，誠に感謝に堪えません。
今回のシンポジウムが，後に，歴史的な意義のあるシンポジウムであったと
評価されることを期待しております。
日本弁護士連合会
会長 山 岸 憲

司

ご挨拶
このたび，日本弁護士連合会主催の第18回弁護士業務改革シンポジウムが兵庫県
神戸市で開催されることは，兵庫県弁護士会にとって大変光栄なことであり，地元
単位会を代表して心より歓迎の意を表します。
弁護士業務改革シンポジウムは，1985年の初回以来，弁護士業務を発展させ，ま
た全体の底上げを図るため，私たち弁護士自らが協力し，そのシステムを作り上げ
るべく，多くの提言を行ってまいりました。広告の解禁，弁護士の偏在問題の解消，
権利保護保険の開発，法律事務所の法人化，自治体との連携，事務職員能力認定試
験制度の実施，立法対策センター・民事司法改革立法推進，中小企業支援センター
設立，専門登録，判決データの公開推進などの提言が，これまでの業務改革シンポ
ジウムを契機に次々と実現され，また実現されつつあります。
今回は，これまでの成果を踏まえ，「つなげよう，広げよう，弁護士業務～弁護士
の使命を全うするために～」をメインテーマに，
「地方自治体の課題と弁護士の役割」
「スポーツ基本法と弁護士の役割」「FacebookなどＳＮＳと弁護士の関わりと情報漏
えい対策」「弁護士紹介制度の現状と未来を考える」「弁護士保険制度の更なる充実
と安定した制度運営のために」「高齢社会における民事信託の積極的活用」「弁護士
による中小企業の海外展開支援」と具体的な企画が一昨年同様に予定され，7分科会
に分かれて議論されます。これらの企画もまた，弁護士はもとより，自治体，企業，
市民の方々にとって誠に有意義なものになろうかと思います。
今回のシンポジウムが今後の弁護士業務の改革，発展につながる一里塚となり，
私たち弁護士だけではなく，一般市民にとっても光明を与えるものとなることを祈
念し，ご挨拶と致します。
兵庫県弁護士会
会長

鈴

木

尉

久

弁護士急増時代の弁護士業務は如何にあるべきか
―弁護士の使命を全うするために―
１

弁護士急増時代の課題
今年度の司法試験合格者の発表が 9 月 10 日にありました。2,049 名でした。
日弁連は合格者減を提唱していますが，今年も昨年とほぼ同様の合格者数で
す。
2,000 人余りの合格者数にここ数年大きな変化はなく，急増傾向が続いていま
す 。 弁 護 士 会 の 会 員 は 現 在 33,000 人 を 超 え て い ま す の で ， 今 年 の 暮 れ に は
35,000 人を超える見込みです。40,000 人という数字もすぐそこに来ています。
弁護士急増時代にあって，弁護士業務はいかにあるべきなのか。業務に対す
る不満や不安を抱えた多くの会員に対し，強制加入団体としての弁護士会は，
いかなる方向性をもって対処するべきなのか。
会員内での競争は激しさを増し，広告宣伝も，広告規程やガイドライン違反
ではないのか，職務基本規程違反ではないのか，と疑われる事例も目立つよう
になってきました。
会員間での収入格差が広がると共に，都市部の会員と地方会の会員の間で，
あるいは，若手会員と年配の会員の間でも，思惑や理解に齟齬や対立が目立つ
ようになってきているのではないでしょうか。
競争激化の中，従来の業務に関する規制は現在の実態とあっているのか。業
務を規制している，有料事件紹介の禁止，複数事務所の禁止等々の制限はこの
まま一切許されないという対応でいいのか？通信システムの驚異的な進歩の前
では無意味な制限となっているのではないのか？他士業の圧力に耐えられるの
か？そして何よりも依頼者のニーズに応えているのか？人権擁護活動を今後も
十分に行えるのか？数々の疑問が突きつけられています。
急激な会員の増加を前にしては，対策を躊躇・先送りをしている余裕はあり
ません。早急に将来の方向性を示し，対策を講じる必要があります。
仮に，会員相互の思惑や利害に対立があったとしても，どのような対処をす
べきなのか。弁護士の利益だけを追求するような対処であれば，国民の理解を
得ることはできません。依頼者の利益や弁護士に科された使命を全うするため
の方策を，早急に講じることが必要です。
２

分科会のテーマ
弁護士業務の問題は多岐にわたり，ひとつの課題を取り上げるだけで問題が
解決するという特効薬はありません。多方面からの検討が必要であるとの視点
から今回のシンポジウムでは 7 つの分科会を開催することとしました。様々な
課題が山積する中で，すべてを網羅することは出来ませんでしたが，選定した
テーマは，いずれも，市民の潜在的な法的ニーズを顕在化し，それに応えるた
めに検討が必要なテーマです。

第 1 分科会 地方自治体の課題と弁護士の役割～実践例と今後の展望～
第 1 分科会では，異なる分野で活躍する任期付公務員等の実践例を踏まえ，
地方自治制度や今日の地方自治体が抱える課題について検討します。また，弁
護士が任期付公務員等として活躍するために必要な条件を検討，提案するとと
もに，弁護士が地方自治体と連携し，課題解決に果たすべき役割を展望します。
第 2 分科会 スポーツ基本法と弁護士の役割～体罰・セクハラ・スポーツ事故
の防止 グッドガバナンスのために～
第 2 分科会では，各スポーツ団体のスポーツ事故防止やグッドガバナンスに
向けた取り組みを調査し，スポーツ団体，アスリート，スポーツ仲裁機構等の
参加を得て，行政や団体に具体的な制度の確立や弁護士による支援・推進につ
き提言します。
2020 年東京オリンピック招致が決定した今こそ，スポーツ界のガバナンス強
化，スポーツ事故対策，体罰一掃等へ向けた弁護士の役割が期待されています。
第 3 分科会 Facebook など SNS と弁護士の関わりと，情報漏えい対策
第 3 分科会では，弁護士が Twitter や Facebook 等のＳＮＳをどのように活用
できるのかを紹介します。一方で，ＩＴ技術の利用は情報漏洩などのリスクを
伴うものですが，弁護士の日常業務に特化したセキュリティ対策の方法論を紹
介します。その他，過去のシンポジウムから継続的に行っている判例検索サー
ビスの比較と進化を紹介するとともに，スマートフォンの活用をはじめ，弁護
士業務に役立つハードウエア・ソフトウエアの最新情報を紹介します。
第 4 分科会 弁護士紹介制度の現状と未来を考える
第 4 分科会では，
「弁護士ドットコム」等のネット上の民間弁護士紹介サイト
やＪＡＦ，信託銀行，地方自治体，商工会議所，ＮＰＯ団体等における紹介制
度と問題点，諸外国制度（マッチングサイト）の紹介，比較，研究を行ってお
ります。さらに，他士業の現状及び現在の法律の枠組み内で活用できる「弁護
士紹介制度」について，業務拡大の可能性を探りながら関連する規則やひいて
は弁護士法 72 条，広告規程の改正の必要性にまで踏み込んだ提言を出来ればと
考えています。
第 5 分科会 「弁護士保険制度の更なる充実と安定した制度運営のために」～
どんな事案もカバーする保険の推進と紛争解決のための環境整備と紛争防止の
ノウハウ～
日弁連協定会社等の扱う弁護士保険は，被保険者自身による弁護士選任分等
を含め，今年度 2 万件の取扱件数に達する状況です。現在取扱いの多い交通事
故事案だけではなく広い法分野に適用される保険推進のため，海外調査を基に，
我が国の弁護士保険のあるべき姿を探り，そのための環境整備に向けての意見
交換を行う予定です。
第 6 分科会

高齢社会における民事信託の積極的活用～弁護士業務と民事信託

の可能性～
第 6 分科会では，超高齢社会のわが国の現状を踏まえ，テーマとして「民事
信託」を取り上げます。弁護士業務において，民事信託をどのように活用でき
るのか，また，活用する際の留意点などについて，具体的な事例を交えて議論
します。さらに，現行の信託法制，税制が抱える問題点を指摘し，今後あるべ
き信託制度について提言を行いたいと考えています。
第 7 分科会 弁護士による中小企業の海外展開支援 ～あなたの町の中小企業
の挑戦を支えよう～
いま日本全国で中小企業の海外展開が加速しており，日弁連も中小企業の海
外展開を法的に支援する活動を進めています。当分科会は，海外展開支援を行
う弁護士の裾野を全国に広げるとともに，高度な専門性が必要とされる事項に
ついては全国の弁護士及び連携団体を含めた新たなネットワークで対応できる
体制の構築につき提言します。
３

業革シンポの意義
弁護士は，利益追求を本来の目的とする営利法人とは異なり，業務問題を語
ることは，憚られる，あるいは潔しとしない傾向がこれまであったかもしれま
せん。しかし，法の支配を社会の隅々まで浸透させるために，弁護士業務関連
の諸課題を克服することは「基本的人権の擁護と社会正義の実現」という弁護
士に課せられた使命を全うするために避けて通れない課題です。
先に述べましたように，業務の関しては，収入の格差が広がると共に，若手
と年配の会員，都市部と地方会の会員等々の間で，様々な思惑や意識の齟齬等
が生じつつあります。
利害が違い，思惑が違うからこそ，同じ場に集い，意見を交わすことが重要
です。忌憚のないご意見の交換がなされ，弁護士業務の将来に向けた貴重な成
果を得られるシンポジウムとなるように，多くの会員の皆様の積極的なご参加
と，熱心なご議論をお願い申し上げます。
本シンポジウムを開催するにあたりましては，兵庫県弁護士会の多数の会
員・事務局の皆様に多大のご尽力を頂きました。兵庫県弁護士会の皆様に頂い
た「おもてなし」のご配慮に，心より感謝申し上げます。
また，7 つの分科会のメンバーの皆様，シンポを支えて頂きました事務局の
皆々様にも心より御礼お申し上げます。
本シンポジウムが弁護士業務の更なる充実につながり，弁護士の使命たる「基
本的人権の擁護と社会正義の実現」のために，少しでも貢献できるシンポとな
ることを祈念し，本シンポジウムに参加された全ての皆様に心より御礼申し上
げます。
第 18 回弁護士業務改革シンポジウム運営委員会
委員長 桂
充 弘
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１

地方自治体の課題と弁護士の役割
はじめに
弁護士業務改革シンポジウムにおいては，これまでも弁護士と地方自治体との関係

をテーマとして取り上げてきており，既に回を重ねて今回で 6 回目となる。
この間，地方自治体に関しては，2000 年の地方分権一括法，2007 年の地方分権改革
推進法，2011 年の地方主権改革関連 3 法の制定など，地方の権限拡大が進んできた。
地方自治体は，権限拡大により，地域の行政主体として，主体的に新たに生じる課題
を解決していかなければならないことになり，より大きな責務を負うことになった。
他方，弁護士においては，司法制度改革により，多方面においてその役割を担うこ
とが期待されている。
こうした中，弁護士が，地方自治体が担う地方行政の分野において，法律による行
政が実質的に行われるよう果たすべき役割は大きい。
近年，全国において，弁護士が地方自治体の任期付公務員として活躍するなど，次
第にこのような認識が弁護士側，地方自治体側の双方に浸透してきているところであ
る。このことは，弁護士業務改革シンポジウムの他，日弁連の活動の一定の成果であ
ると自負しているところである。
これまでも，弁護士と地方自治体は，弁護士が地方自治体の審議会や委員会の委員
になること，住民向けの法律相談を担当することの他，地方自治体が直面する，消費
生活，行政対象暴力，虐待等の法的分野の課題において連携してきたが，弁護士が任
期付公務員として地方自治体の職員となることや弁護士会として組織的取組みについ
ては，未だ，緒に就いたばかりであり，今後，さらなる関係を築いていく必要がある。
そこで，今回の弁護士業務改革シンポジウムの第 1 分科会においては，弁護士が，
これまで地方自治体の仕事にどのように関わってきたかについて，法科大学院教育に
携わっている大学教授，現在，実際に任期付公務員として地方自治体で働いている弁
護士，弁護士を任期付公務員として採用した地方自治体の長及び担当職員にも参加し
てもらい，任期付公務員としての実際の仕事の内容を紹介してもらいつつ，地方自治
体が抱える課題，その課題に対して，弁護士会あるいは個々の弁護士がどのように関
与し，貢献していくことができるかについて展望したい。
２

地方自治体を取り巻く状況変化と課題

(1) 地方自治体を取り巻く状況変化
地方分権の名のもと，2000 年には地方分権一括法，2007 年には地方分権改革推進
法が施行され，その後も，いわゆる義務付け・枠付け廃止という方向性のもと，2011
年から 2013 年にかけて 3 度に亘って，一括法が施行された。また，この間，地方自
治体の合併が進んできた。
1994 年には行政手続法が施行され，行政の公正・透明性の確保が要請され，また，
2001 年には情報公開法が施行され，行政の説明責任が求められるようになった。さ
らには，2009 年には，地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され，財政
規律についても厳しく要請された。

このように，地方自治体の権限は確実に拡大しており，その責任，役割は大きく
なっている。
(2) 地方自治体の課題
①

一般的課題
地方自治体は，いうまでもなく，地域住民の福祉の増進を図ることを目的とす
るものである（地方自治法 1 条の 2）。そのため，地方自治体は，福祉，環境，ま
ちづくり，産業，教育等の様々な分野において，住民のニーズを的確に把握しつ
つ，時期を逃すことなく，行政としての対応をしていくことが求められる。
地方自治体は，各分野において様々な課題を有していることと思われるが，こ
こでは，各分野に関係する一般的課題について考えてみたい。
まずは，財政の健全化が上げられる。2007 年に財政再建団体に指定された夕張
市の例を上げるまでもなく，バブル崩壊後の長引く不況の中，地方自治体は厳し
い財政運営を強いられている。一方で，支出を抑えるべく人件費の削減等を図り
つつ，税外収入の拡大，さらには，債権の回収などに積極的に取り組む地方自治
体も増えてきている。横浜市は広報印刷物，ウェブだけでなく，公共施設等を広
告媒体として利用することで広告収入を得ているとのことであり，その額は 2004
年度から 2009 年度までで約 32 億 9900 万円にも及ぶとのことである。
また，船橋市など，債権回収のための専門の部署を設けている自治体や，江戸
川区などは弁護士に債権回収を委託するなどの取り組みを行っている。
次に，地方分権や権限強化に関して，適切な権限の行使があげられる。例えば，
地方分権一括法により，地方自治体は，国から法定外公共物である里道や水路の
譲与を受けたが，既に道や水路としての機能を失っており，境界確定や所有権を
めぐって住民と争うになっている例も多い。東京都世田谷区は国から譲与を受け
た法廷外公共物について，占有者との所有権をめぐる訴訟上の争いにおいて，登
記を経ていたにもかかわらず，敗訴した。また，墓地埋葬法における墓地の設置
権限が都道府県知事から市町村町に移ったことにより，具体的にどのような手続，
基準により許可権限を行使すべきか検討する必要に迫られている。
さらには，地方自治体の責任が重くなっていることから，地方自治体のコンプ
ライアンスをどのように確保するかも大きな課題である。地方自治体にあっては，
権力分立に基づき「法律による行政の原理」が要請されている。地方自治法 1 条
の 2 においては地方公共団体の役割が規定されているし，2 条においては，自治
行政の基本原則が定められている。地方公務員法においては，服務の根本基準（30
条），法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（32 条），信用失墜行為の禁止（33
条），秘密を守る義務（34 条），職務に専念する義務（35 条）が規定されている。
したがって，地方自治体にあっては，そもそも法律で，コンプライアンスが規
定されているともいえる。しかし，コンプライアンスとは，狭義では「法令を遵
守すること。」であるが，広義では「法令に明記されていないことについても自主
的，誠実に対応すること。」であるとされている。これを地方自治体に当てはめれ
ば，地方自治体のコンプライアンスとは，法律に定める義務を果たすだけでなく，
法令の背後にある地域住民，地域社会の要請に応えて行くことにあると考える。

こうした意味でのコンプライアンスを果たしていくことは決して容易ではない。
法を課題解決，政策実現の手段ととらえ，そのためにどのような立法，運用，訟
務が求められるかを検討・評価し，実行するという「政策法務」が唱えられてい
る。
公共サービス改革法が 2006 年 7 月に施行され，民間業者が実施できない業務で
あっても，法律の特例措置を同法に設けることにより可能となることになる。地
方自治体が行う業務の中では，既に，戸籍謄本等，納税証明書，登録原票の写し
等，住民票の写し等，戸籍の附表の写し，印鑑登録証明書の交付の受け付け，引
き渡し業務が規定されている。財政の健全化と関係して，どの範囲まで民間委託
すべきかを議論する必要があろう。
こうした課題を解決するには，職員の能力向上が前提となる。これまで，地方
自治体では，スペシャリストを養成すべきか，ゼネラリストを養成すべきかとい
う形で議論されてきたが，実際のところは，3 年から 5 年で人事異動しているケ
ースが多く，一般的にはゼネラリストが職員の大半を占めているものと考えられ
る。しかし，地方自治体が抱える課題には，専門的知識・知見を要するものも多
く，改めて，どのような分野でどの程度のスペシャリストが必要であるのか，検
討すべきであると考える。
②

個別的課題
ここでは，地方自治体が抱えている課題のうち，「法律による行政の原理」，コ
ンプライアンスに関連する具体的課題について検討してみたい。
まずは，適正な財産管理についてである。地方自治体は，多くの行政財産，普
通財産を有している。そのため，個々の財産の管理が必ずしも適正に行われてい
ない場合がある。普通財産である土地が長期間他者に占用されてしまっていると
い事例はどこの地方自治体にもあるのではないか。債権も財産の一つであり，債
権回収も適正な財産管理の課題の一つである。
契約についても，適正な契約を実現するにはどうしたらよいかが問題となる。
入札業務については，地方自治法や地方自治法施行令，条例や規則に規定され
ている。これまでの入札の手続きは，予定価格と最低制限価格の間で，もっとも
安い価格を提示した者をそのまま落札者として決めるというものであり，価格が
絶対視されてきた。そのため，談合事件が跡を絶たず，ダンピングや過当競争が
みられるようになり，2005 年には，公共工事品確法が施行され，公共工事の品質
は，価格以外の要素をも考慮すべきとされるに至った。そこで，採り入れられた
契約の方式が総合評価制度である。しかし，価格以外の要素としてどのような要
素を考慮すべきかが問題である。技術性，福祉や環境，男女共同参加，公正労働
などの社会的価値や政策的価値を要素として考慮している例がみられる。このよ
うな価値をどのような指標によって評価するかが問題となろう。
地方自治体が必ず行っているともいうべき補助金行政についても課題がある。
地方自治法 232 条の 2 は，地方自治体が補助することができる要件として，
「公
益上必要があるとき」と定めている。地方自治体が第三セクター（以下「三セク」
という。）や公の施設の管理委託の相手先に対して補助金を交付することに公益性

があるかをめぐって裁判になった例も数多い（日韓高速船補助金訴訟，
「陣屋の村」
補助金住民訴訟）。
前回の第 17 回弁護士業務改革シンポジウムで取り上げたように，監査制度につ
いても，そのあり方そのものが課題となっている。現行の地方公共団体の監査制
度は，
「監査委員制度」と「外部監査制度」から成り立っている。監査委員制度は，
長が議会の同意を得て，指揮権を有する者及び議会の議員から監査委員を選任し，
この監査委員が例月出納検査，決算審査，財務監査，行政監査等を行うものであ
る。また，外部監査制度としては，包括外部監査と個別外部監査の 2 種類がある。
いずれも，長が議会の議決を経て外部監査人と契約を締結し，外部監査人が実施
するものである。このうち，包括外部監査は，毎会計年度，外部監査人がテーマ
を決めて監査を実施するものであり，都道府県・指定都市・中核市には義務付け
られており，その他の自治体は条例により導入することができる。これに対し，
個別外部監査は，議会・長・住民から要求のあった場合に，外部監査によること
が適当であると認めるときに，外部監査人による監査を実施するものであり，す
べての地方自治体が条例に定めることにより実施することができることになって
いる。しかし，監査委員の独立性・専門性，外部監査制度の実効性などから，地
方行財政検討会議を踏まえて総務省が作成した「地方自治法抜本改正の考え方」
において，①長の責任の明確化及び監査機能の外部化（内部統制を整備し監査委
員を廃止，監査は外部化），②内部と外部の監査機能の明確化（監査委員を廃止し
新たに内部監査役を設け外部監査人と役割分担），③監査機能の共同化（地方公共
団体が都道府県単位等で監査を共同して行う組織を設立）を取り上げたが，現行
の監査委員監査及び外部監査制度の廃止を内容とするものの，具体的な制度につ
いての議論が進展しなかった。そこで，より現実的な方策を議論するため，2012
年 9 月に総務省自治行政局に「地方公共団体の監査制度に関する研究会」が設置
され，2013 年 3 月には報告書がまとめられた。その中で，論点と方向性が示され
ており，①監査基準，監査委員の専門性・独立性，監査委員事務局の専門性・独
立性，②内部統制の整備及び運用，外部監査制度のあり方，③監査を支援するた
めの「監査サポート組織」のあり方についての検討が示された。この報告書は，
今後詳細な制度設計を検討していく際の議論の参考として活用することとされて
いる。研究会報告は，監査基準設定によるマニュアルや公認会計士による方法に
親和的な監査など，弁護士による監査を重視する方向での提案が見受けられない
ように思われる。制度改革の議論の前に，監査の独立性・専門家の強化という方
向での対応が必要である。
改正の動きといえば，行政不服審査法の改正についても注視する必要がある。
行政不服審査制度は，違法・不当な行政の処分によって侵害された国民の権利利
益を救済するとともに，行政が自らの処分を見直すことを通じて行政の適正な運
営を確保することを目的とした制度である。行政不服審査法は，1962 年の制定以
降 50 年もの間，抜本的な改正は行われていない。この間，1993 年には行政手続
法が制定され，2005 年には行政事件訴訟法の大きな改正がなされた。2008 年 4
月に，
「行政不服審査法案」，
「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律案」及び「行政手続法の一部を改正する法律案」の 3 法案が国会に提出
されたが，審議が行われないまま，2009 年の衆議院解散によって審議未了・廃案
となってしまった。2013 年 5 月に至り，総務省行政管理局は，2008 年の法案を基
礎に一部修正を加えた，「行政不服審査制度の見直しについて（案）」を公表し，
広く意見を聴取した上で，行政不服審査制度の見直しについて取り纏めていくと
している。主な内容は，行政手続法の制定を踏まえ，最上級行政庁への審査請求
に一元化すること，審理は審査員が行うものとすること，審査庁が審理員意見書
の提出を受けた場合に第三者機関に諮問すること（第 1 案），口頭意見陳述におけ
る処分庁に対する質問権・証拠書類等の閲覧，審査請求期間を 3 か月とすること
などである。これに関連して，行政手続法の改正において処分等の求め，行政指
導の中止等の求めを規定すること，裁定的関与に係る不服申立てに改正後の行政
不服審査法を適用すること，不服申立前置の見直しなどが提案されている。
３

弁護士の役割

(1) 弁護士を取り巻く状況変化
司法制度改革により，広く社会に法の支配を浸透させるべく，法科大学院教育に
より，実務との架橋が図られることになり，司法試験合格者も大幅に増員された。
弁護士も法廷活動に留まることなく，様々な分野に進出し，社会のニーズに積極
的に対応しその健全な運営に貢献することが期待されている。組織の一員として活
躍することも一つの方法であり，会社内で活躍する弁護士の数は既に 700 人(日本弁
護士連合会「弁護士白書 2012 年版」)を超えている。もっとも，官公庁で活躍する
弁護士の数は会社に比べ少ない現状にあり，地方公共団体で活躍する弁護士の数は，
2013 年 8 月現在，任期付公務員は 45 人に留まる。
会社内で活躍する組織内弁護士に比べ，地方公共団体で活躍する弁護士の数が極
端に少ない理由としては，弁護士の使命は人権擁護・社会正義の実現であり，これ
は，権力と対立することで実現するものであると，弁護士側も地方自治体側も捉え
てきたからではないかと考える。
しかし，弁護士が地方公共団体で活躍することは権力におもねるものではない。
実質的に法律による行政が行われるよう弁護士が行政職員として活動することも
人権擁護・社会正義の実現に繋がるはずである。
弁護士の認識を変化させ得る状況も生まれている。
司法試験科目一つとってみても，新司法試験導入前の旧司法試験においては，行
政法は，選択科目にすらなっていなかった。大学の行政法においても，行政行為，
取消訴訟などの概念的な理解が中心であった。そのため，地方自治法については，
まったく扱ったことがない弁護士が大半であったのではなかろうか。しかし，新司
法試験においては，法科大学院において，行政法にあっては，実務に即して具体的
な行政行為，行政訴訟について議論され，地方自治体の行う行政も主な対象となっ
ているばかりか，環境法など，地方行政の重要な分野についても選択し，学ぶこと
ができるようになっており，まさに，実務との架橋が図られている。
事実，東京弁護士会の自治体の抱える法務についての研究会である自治体等法務

研究部には，若手会員の登録が増えており，入部動機として，法科大学院で学んだ
自治体行政に関する法務に興味を持ったという弁護士が多い。例えば，弁護士は，
環境法の分野において，地方自治体に関わる訴訟の対応をするだけでなく，廃棄物
処理，土壌汚染などをめぐって，環境法の運用や環境条例制定に専門的知見を提供
することができる。弁護士は，提訴型の活動以外にも応訴型の活動，紛争予防型の
活動，さらには政策形成型の活動に至るまで，活動領域は広がっているのである。
(2) 弁護士の役割
このような弁護士を取り巻く状況変化に対応して，弁護士会及び弁護士個人が状
況の変化を正しく認識するとともに，行動していく必要がある。
まずは，弁護士が地域住民の福祉を担う地方自治体の役割を十分認識した上で，
地方自治体が抱えている課題解決のためにどのような役割を果たすことができるの
か，地方自治体に対して，積極的に提案していく必要がある。
本シンポジウムにおいては，そのためのヒントを実際に任期付公務員として活躍
している弁護士からの報告によって得たいと考えているが，上記のような地方自治
体が抱える課題を踏まえ，検討してみたい。
まず，はじめに，弁護士による関与の方法について検討してみたい。これまでも，
弁護士は地方自治体の審議会や委員会の委員になることや住民向けの法律相談を担
当することのほか，地方自治体が直面する，消費生活，行政対象暴力，虐待等の法
的対応が必要不可欠な分野において弁護士会の各委員会等において連携してきた。
しかし，地方自治体が抱える上記課題を考えれば，弁護士会が組織的に地方自治体
と連携を図る必要がある。その意味では，連携対象の地方自治体や部局を広げるこ
とを目的に，弁護士会が地方自治体に対して，このような支援ができるということ
をメニューとして明示した大阪弁護士会の取り組みは大きく評価されるべきもので
ある。市民サービス・福祉・財政・債権回収など，30 項目をあげ，弁護士が常勤・
非常勤職員として勤務することも提案している。2002 年に任期付公務員の制度が設
けられており，弁護士が期間を限って地方自治体の職員として勤務することができ
るようになった。弁護士が地方自治体の外部からではなく，内部から地方自治体の
課題解決に資することができるのであり，迅速で継続的な対応など，その効果は大
きい。組織内弁護士，とりわけ任期付公務員にあって，登録や事務所，公益活動な
どの問題が速やかに解決されるべきである。
次に，地方自治体がかかえる課題に対して，弁護士がどのような役割を果たすこ
とができるかについて考えてみたい。
まず，財政の健全化の点においては，前々回の第 16 回弁護士業務改革シンポジウ
ムにおいても取り上げた債権管理回収業務が挙げられる。地方自治体の主な債権は，
地方税であるが，その他にも使用料，手数料，分担金などのいわゆる公債権のほか，
私法上の債権と正確の異ならない私債権がある。公債権や私債権の管理の方法につ
いては地方自治法，同施行令が定めているところであるが，滞納処分をすることが
できない債権については，督促，訴訟提起，強制執行という民事の手続きを踏むこ
とになる。そのため，債務者との交渉を含め，かかる手続を業務としている弁護士
が受任することで管理・回収を図ることができるだけでなく，滞納を予防するため

の方法をアドバイスできる。例えば，船橋市が滞納債権を一元的に管理する債権管
理課を設けたということは既に紹介したが，そうした一元的な組織が各債権につい
て把握した情報を同一債権者の他の債権回収のために利用できるのかなどが直ちに
疑問として生じてくるのである。また，滞納処分ができる強制徴収公債権について
も，弁護士が管理・回収を受任することは難しくとも，研修を担ったり，任期付職
員になることで，適正な管理に貢献することができる。債権管理を弁護士に業務委
託することは，公共サービス改革法の考えに沿うものであり，内閣府が地方自治体
の職員を対象に弁護士会と連携して研修を実施するなど，広まってきている。しか
し，さらに進んで，税外収入の拡大という施策においても，弁護士が積極的な役割
を果たすことができるのではないかと考える。地方自治法は，行政財産の目的が阻
害されないよう，私権の設定を禁止している（地方自治法 238 の 4 第 1 項）。これで
は，行政財産を活用して収入を得ようとすることはできない。しかし，税外収入の
拡大という観点からは，行政財産についても，その目的を阻害しない範囲で有効に
活用したいということになる。この点，地方自治法 238 の 4 第 2 項 4 号は，庁舎等
の建物，附属設備及び敷地の床面積や敷地に余裕がある場合には当該余裕がある部
分を貸し付けることができるとして，行政財産に私権を設定できないと言う原則を
緩和している。しかし，これでは，建物の屋根にソーラーパネルを設置させて賃料
を得たい，あるいは，庁舎の壁のスペースを項公のスペースとして貸し付けて収入
を得たいと考えても，果たして，
「床面積」といえるのかという問題に直面してしま
う。法的検討が不可欠なのである。
財産管理については，違法にこれを怠ることになれば，住民訴訟の対象となって
しまう。地方分権一括法に基づき，国から譲与を受けた法定外公共物である里道や
水路は，境界確定がなされていないばかりか，公共物としての形態・機能を喪失し
てしまっているものが多くあり，第三者が占有しているなど，その管理について地
方自治体が苦慮していることについては既に述べたとおりである。境界確定に当た
っての資料の見方や占有者に時効取得が成立するかなどの検討において，弁護士が
助力することができる点は多いであろう。
地方自治体におけるコンプライアンスについて法律専門家である弁護士の果たす
役割は大きい。例えば，地方自治体は環境行政を担っており，条例の制定，適切な
許可や命令の行使が求められている。また，その地方自治体自らが，環境法に違反
することになればその信頼は失われてしまうが，環境法分野においては，様々な細
かな規制がなされており，誤ることなく事業を執行することは決して容易でない。
そのため，環境法に詳しい弁護士の実践的なアドバイスが有効である。
行政の民間委託については，公共サービス改革法が制定されたとはいえ，地方自
治体においては法定業務に限定されており，公共サービスの質を確保しつつ，経費
削減の可能性を官民比較により検討すべきであり（市場化テスト），この点において
も弁護士が検討の委員会の委員として関与するなどして貢献できる。
法的スペシャリストの職員を養成するという点で，弁護士が任期付公務員や非常
勤職員として採用されれば，即戦力になるとともに，一般職員の養成にも貢献でき
る。

次に，前回の第 17 回弁護士業務改革シンポジウムでも取り上げたが，監査の問題
に触れてみたい。前述のように，国において監査制度改革が継続的に検討されてい
るが，弁護士の関与を拡大する方向での議論はなされていない。しかし，法的専門
家である弁護士が地方自治体の監査に関与することは，法律による行政を徹底する
ために必要不可欠である。ところが，現状は，包括外部監査人のほとんどは，公認
会計士が就任しており，弁護士が就任しているケースはごくわずかに留まっている。
弁護士は，この分野ではその能力を発揮できていないというべきである。補助金
の執行，三セクの財政状況など計数的なチェックも当然ながら必要ではあるが，法
律による行政，広義のコンプライアンス，ガバナンスのあり方を含めて監査するに
適しているのはやはり弁護士であると考えられる。プレゼン技術とマンパワーに長
けた監査法人が地方自治体のプロポーザルで採用されているのではないかとの指摘
もあるが，地方自治体側の選定方法・基準の見直しを求めるとともに，弁護士側も，
地方自治体の監査の重要性を踏まえ，弁護士会がプロポーザルで採用される方途を
考えるなどして，積極的に関与していく必要があろう。
行政不服審査法の改正も，地方自治体の行政に弁護士の関与が拡大する要素の一
つである。行政不服審査法による審査の申出がよりしやすくなれば，その件数が多
くなることが見込まれる。そうなれば，処分庁側もその対応に迫られ，法的専門家
である弁護士の助力を求めることになるであろうし，第三者機関の委員に弁護士が
加わることも予想される。

第２
１

地方自治体と弁護士・弁護士会の連携
連携の方法と問題点
これまで，ほとんどの地方自治体において，顧問弁護士を有してきた。地方自治体

が顧問弁護士を有しているのは，訴訟が提起されることに備えるだけでなく，地方自
治体において，必ず法的検討が必要となる問題が生じることを自覚しているからであ
る。
庁内の法律相談の担当者として，弁護士が任期付公務員等として常勤していれば，
迅速に対応することができ，しかも，指定代理人として訴訟活動をすることもできる。
しかし，地方自治体の総務部門に庁内の法律相談の担当者として弁護士がいるだけ
では地方自治体の抱える課題を解決することはできない。
この点，注目されるのが，児童相談所の職員としての任期付公務員の採用である。
児童相談所は，虐待児童について家庭裁判所の承認を経て児童養護施設等に入所措
置をするなど，権力的行為を行っており，保護者との間で訴訟が生じるおそれもある。
そこで，適切な権限の行使が求められるのであり，その担当職員として弁護士が従
事することは適任というべきである。この他にも，地方自治体には適切な権限の行使
が強く求められる業務がたくさんある。このようないわば事業担当部署においても，
弁護士を採用することで，地方自治体が抱える課題の解決が図られるのである。
民暴，消費者，高齢者障害者の問題など，法的専門分野における弁護士の連携方法

としては，法律相談担当弁護士を地方自治体の各担当部局が委嘱するという方法も考
えられる。
問題は，このような認識が未だ地方自治体に浸透していないことにある。地方自治
体の弁護士の任期付公務員の採用実績は未だ少ないが，しかもそのほとんどは庁内の
法律相談の担当者，訴訟担当，研修担当としての採用である。地方自治体としても，
弁護士の任期付公務員の採用等にあたっては，当然ながら，費用対効果を考えなけれ
ばならないが，地方自治体が抱える課題の解決に対する弁護士がはたすことのできる
役割について認識してもらえれば、納得できるものであると考える。
一方，弁護士側の認識にも問題がある。まず，弁護士の活動の中心は法廷活動にあ
るとの認識である。弁護士は社会のニーズに積極的に対応し貢献することを期待され
ているのであるから，もはや，法廷活動だけが弁護士の業務であると考えることはで
きないのである。そうだとすると，地方自治体において任期付公務員として活躍する
ことも弁護士の業務であって，さらには，法律相談の担当者としてだけでなく，事業
を遂行する職員として携わることも弁護士の業務なのである。弁護士の意識改革が求
められるとともに，地方自治体の側にもこのような認識を持ってもらう必要がある。
任期付公務員として勤務しようとする場合，その勤務条件を問題にしないわけには
いかない。まず，給与面であるが，公務員ということであまり期待できないと考える
弁護士も多いかもしれない。公務員の給与は，給料表をもとにしており，給料表には
○○級○○号は○○○○円と定められており，各職員がこの中に位置づけられること
になっている。弁護士などの専門的職員は特定任期付公務員とされ，一般の職員とは
別の給料表が定められており，専門性を加味してその額は多くなっている。そのため，
採用しようとしている職や弁護士としての経験によって異なるが，年額 600 万円～800
万円程が中心ではないかと思われる。この他に，福利厚生も充実しており，その待遇
は決して悪くない。
ただ，任期付公務員として勤務しようとする弁護士が最も心配するのは，任期が終
わった後の処遇であろう。任期付公務員は更新したとしても 5 年が限度であり，その
後の身の振り方をどうするかという問題が付きまとう。この点，これまで任期付公務
員に応募した弁護士の大半は，「まずは，やってみてそれから考えよう。」と考えてい
たものと思われる。実家が当該地方自治体にあるなどの特殊事情で応募したと聞いた
例もある。しかし，それでは，多くの弁護士が応募するという状況を作り出すことが
難しいのではないか。国の任期付公務員が地方自治体に比べ多いのは，国の場合，例
えば，特許庁など，その業務が法律事務所の扱う案件を処理するのに役立つ場合が多
く，任期付公務員の任期終了後，もとの法律事務所で働く場合が多いと聞いている。
地方自治体の任期付公務員について，今後どのようなキャリアプランを描くことが
できるかを提案していく必要があると考える。ただ，地方自治体の任期付公務員とし
て数年働けば，実態を踏まえた行政事件や行政に関する法務能力を身につけることが
できることは間違いのないところである。その能力を生かして，更に別の地方自治体
で任期付公務員として勤務することや一般民事を取り扱う事務所に勤務しつつ，任期
付公務員として勤務していた地方自治体において，そのまま週に一度程度，非常勤職
員として勤務することが考えられる。現在，行政事件や行政に関わる法務を中心に扱

っている法律事務所が少ないとはいえ，徐々に増えてくるであろうそうした法律事務
所において専門性を生かした業務を行っていくことなども考えられるところある。副
市長として登用されたり，自ら首長として自治体運営にあたる道もある。
事務所の登録や公益活動についての問題の他，弁護士登録を抹消して任期付公務員
になっている例もあり，早急に，弁護士会側と地方自治体の側で解決していく必要が
ある。
２

連携の構築
日弁連では，若手法曹センター公務員任用支援プロジェクトチームにおいて，
「地方
自治体における弁護士の役割」についてのシンポジウムを各地で実施するなどにより，
地方自治体と弁護士会との情報交換の場を設けている。
地方自治体と弁護士・弁護士会との連携をさらに推進するためには，このような情
報交換の場をさらに増やしていく必要があろう。
大阪弁護士会のように各弁護士会において，弁護士側から提案を行ったり，また，
反対に，地方自治体側から弁護士会に要望するなどの活動が活発化すれば，地方自治
体と弁護士の双方に連携の有用性・必要性が認識されるであろう。
具体的には，まずは，弁護士・弁護士会の側から，地方自治体に対して，どのよう
な支援・貢献ができるのかを具体的に示す必要があるのではないか。いくつかの地方
自治体で，メールでの相談を弁護士に依頼している。地方自治体が，メールで弁護士
に相談することで疑問が解決し，業務を円滑に進めることができたということになれ
ば，弁護士を積極的に活用していこうということになるのではないか。まずは，どの
ような形にせよ，弁護士と地方自治体との関係を構築する必要がある。

３

今後の展望
今後，どのような形で地方自治体と弁護士の連携が進んでいくのかについては，ア
ンケート分析を踏まえ，本シンポジウムのパネルディスカッションにおいて討議され
ていくことになるが，ここでは，連携の方向性について展望してみたい。
現在，法科大学院の教授，講師に多くの弁護士が就任しているところであるが，行
政法や環境法などにおいての実績は少ない。地方自治体の任期付公務員の経験のある
弁護士が増えれば，法科大学院の行政法や地方自治法など講師に地方自治体の任期付
公務員の経験のある弁護士等が就任していくであろう。そうした弁護士が，法科大学
院の学生に対し，地方自治体の任期付公務員としての仕事の実態とその魅力を伝える
ことで，より多くの弁護士が地方自治体の任期付公務員を有力な就職の選択肢として
位置付けることになるのではないか。
多くの地方自治体が弁護士の有用性を自覚し，任期付公務員等として採用していく
動きが出てくれば，任期付公務員には任期があるため，毎年，新たな募集があるとい
う状況が生まれる。
ただ，地方自治体と弁護士の連携を任期付公務員等の採用に限定して考えるべきで
はない。現在のところ，債権回収の受託が目につくが，他にも多くの連携の方法・内
容があるものと思われる。大阪弁護士会が示す行政との連携の「お品書き」において

は，法教育，消費者，多重債務者救済，自殺未遂者相談支援，交通事故，犯罪被害者
支援，ＤＶ問題，中小企業支援，児童虐待，学校問題，高齢者・障害者，民事介入暴
力，自治体債権回収管理などが挙げられており，その方法としても，法律相談担当弁
護士の外部委託もある。連携の対象としても，地方自治体そのものだけではなく，地
方自治体が出資する三セクなどにも拡大され得る。
冒頭に述べたとおり，弁護士業務改革シンポジウムにおいて弁護士と地方自治体と
の関係をテーマとして取り上げてから，今回を含めて既に 6 回になる。本シンポジウ
ムにおいて，地方自治体と弁護士の連携について，これまでの実践例を踏まえて，具
体的な展望が示されるよう期待する。

第３

地方自治体との連携・大阪弁護士会の実践

大阪弁護士会（以下，「弁護士会」とも略称する。）では，従来，多岐にわたる委員会
において，委員会活動の一環として，活発に，地方自治体等における委員就任，研修講
師，相談員，事件受任など，地方自治体等との連携活動（以下「行政連携活動」という。）
を行ってきた。
そのような中で，2011 年 4 月，行政連携推進プロジェクトチームを設置し，その活動
及び組織を発展させる形で，2013 年 4 月，
「大阪弁護士会行政連携センター」
（以下，
「行
政連携センター」という。）を発足した。
本稿では，地方自治体との連携に関する大阪弁護士会の実践例について，紹介するこ
ととする。
１

発足経緯

(1) ステージ 1（2006 年度以前）
①

各種委員会＝行政連携活動の主役

②

セールスポイント
シンクタンク（ノウハウ，経験，専門的知見の集積）
人材バンク（その分野に精通した弁護士の育成）

③

限界＝宝の持ち腐れ
縦割りによる情報の偏在
弁護士会としてのマネジメントの欠如
対外広報の欠如

(2) 転機（2007 年度）
①

2007 年 10 月，大阪府下自治体アンケート調査（資料 1）を実施
（目的）「地域司法計画 2008」作成のため，大阪府下自治体が抱える法的ニー
ズの実情及び課題を探る。
→

②

多様な法的ニーズへの気付き

2007 年以降，自治体債権管理回収に関する府下自治体との懇談会を開催
→

弁護士会との連携に対する自治体側阻害要因への気付き

悪しき弁護士像（顧問弁護士以外は敵）＝誤解
横並び意識＝先例のない取り組みには消極的
企画力不足＝自らアイデアを出すことに消極的
(3) ステージ 2（2008 年度～2009 年度，地域司法計画への取り込み）
①

「地域司法計画 2008」発刊
地方自治体が法的サービスを受けやすくする方策を提言（抜粋）
府下自治体に対する広報を強化すること
自治体の多様なニーズにマッチした法律支援メニューを作り，提案するこ
と
弁護士会主催の研修講座を自治体職員に公開すること
「自治体法務実務研究会」を設置し，弁護士の自治体法務能力の研鑽向上
を図るとともに，自治体との連携・交流を図ること
実務経験を有する弁護士の登用に向けた働きかけを積極的に行うこと

②

「地域司法計画 2008」の限界（2009 年度）
単年度理事者制の下で弁護士会としての政策の「継続性」がなかった。
「委員会任せ」の行政連携にすぎなかったため，弁護士会として「戦略
性」をもって「マネジメント」する「組織」が存在しなかった。
委員会毎の「縦割り」での行政連携にすぎなかったため，弁護士会内部
で「情報共有」されず，「有効活用」されていなかった。

(4) ステージ 3（2010 年度）：課題解決に向けた取り組み（その 1）
～弁護士会としての政策の方向性の決定～
①

2010 年 6 月，会長の下に「行政との連携に関するプロジェクトチーム」を設置
し，次の事項について諮問
＜諮問事項＞
1

大阪弁護士会に常時継続的に行政機関と接触し，自治体のニーズや情報を
集め，これを受け止め，そのニーズにかなうものを提供することを検討する
組織を作る必要があるか。

2

１において，有ると答申される場合にはどのような組織が適切と考えられ
るか。

3
②

その他，行政との連携に関する諸問題
2010 年 9 月，同プロジェクトチームより答申

＜答申の趣旨（抜粋）＞
1

方向性（諮問事項１）
大阪弁護士会内において，諮問事項 1 記載の機能（以下「行政連携機能」
という。）を担うための組織体制を強化することが必要と考える。

2

弁護士会組織のあり方（諮問事項 2）
継続的に行政連携情報の一元化とその効果的活用等を図るため，常設組織
（仮称「行政連携室」）を新設する。

3

弁護士会が行政連携機能を強化するための課題（諮問事項 3）

略

③

答申の背景～いま何故行政との連携が必要か～
1

社会の変化

・社会経済のグローバル化が進む一方で，過度の規制緩和や苛烈な自由競争は
格差・貧困・環境破壊の問題を招いている。行政が市民生活に深く関わりセ
ーフティネットの役割を果たすことが重要である。福祉の現場では様々な法
的支援が課題になってきている。
・市民にとって身近で利用しやすい司法を実現することを目的として弁護士を
増員したが，行政領域への弁護士の進出が遅れている。個々の弁護士の努力
のみでは行政領域の法的需要を個々の弁護士に結びつけることは困難であ
る。
2

地方自治体に対する法的支援ニーズの高まり

・自治体は，通達行政に象徴される国依存体質から脱却し，「自らの判断と責
任」において，法令及び条例を解釈適用し，自治立法（条例，規則等）を制
定改廃し，「法律による行政」を実行することが求められている。
・自治体の現場においては，法的適合性の判断のための法的能力の向上や，市
民生活のためのセーフティネットの役割が求められる場面が飛躍的に拡大
している。これを補完ないし支援する法律専門家として，様々な形態で弁護
士を活用するニーズが高まっている。
3

法の支配の実効性を高める

・これまで行政と司法（その一翼担う弁護士）との関係は，チェック・アンド・
バランスという緊張関係の中で捉えられてきた。
・弁護士及び弁護士会が自治体との連携を図ることは，行政施策の形成過程に
弁護士が適法性をチェックし違法不当な人権侵害の未然防止，国民の福祉に
適う行政施策の実現，法の支配の実効性を高めることに繋がる。
(5) ステージ 4（2011 年度～2012 年度）：課題解決に向けた取り組み（その 2）
～「会」としての行政連携活動の始動と組織・体制づくり～
①

2011 年 4 月，会長の下に「行政連携推進プロジェクトチーム」を設置
行政連携を推進するための「エンジン」の役割＝マネジメント機能
・弁護士会全体の視点，戦略性
・情報の共有と会内連携
・自治体ニーズの把握
・広報資源の効果的な活用
・対外広報

②

行政連携推進のための具体的活動（2011 年度～2012 年度）
1 弁護士会内部の行政連携情報（成功体験事例）の収集と共有化
①関連委員会に対しアンケート調査実施（資料 2）
②関連委員会担当者会議を開催
2 会内広報

狙い：行政連携の意義・必要性等の理解を広げ，行政連携活動を促進する
ため

3

①平成 23 年 9 月号，平成 24 年 4 月号

特集記事

②平成 24 年 2 月号～現在まで

連載記事

法的ニーズの調査（リサーチ）
①府下自治体に対し行政連携ニーズに関するアンケート調査実施（資料 3）
②外部開放研修参加自治体職員に対するアンケート調査実施（資料 4）

4 効果的な広報ツール（自治体向けコンテンツ）の開発
狙い：自治体内部に潜在する行政連携ニーズを顕在化させるため
①市長インタビュー（資料 5，資料 6，資料 7，資料 8）
②月報連載記事（資料 9 など）
③自治体向け開放研修に関する理事者申合わせ，開放講座の選定（資料 10）
④弁護士の任期付公務員に関する府下自治体との懇談会開催（資料 11）
5 効果的な対外広報
狙い：自治体内部に潜在する行政連携ニーズを顕在化させるため
①「行政連携のお品書き」や各種リーフレットの配布
②大阪府下自治体への月刊大阪弁護士会の送付
③外部開放研修の案内
④自治体主催研修への派遣弁護士による広報活動（講師が弁護士会広告塔）
⑤大阪弁護士会ホームページの自治体向けコンテンツの検討提言
6 関係委員会への情報提供
狙い：自治体との連携を図るための取り組みを促すため
7 自治体の行政連携ニーズに対するサポート
狙い：弁護士会との連携を望む自治体からの各種問い合わせに対応するた
め
①任期付公務員採用に関する相談支援（池田市ほか）（資料 12）
②府下自治体の債権管理研修に関する相談支援（資料 13，資料 14）
③大阪府下自治体からの債権回収業務委託に関する相談支援
④固定資産税等回収のための相続財産管理人選任申立代理人等紹介支援
（奈良県生駒市）（資料 15）
8 委員会が実施する行政連携活動に対する側面支援
①「成年後見・遺言相続」無料出張講座事業
②行政問題委員会及び弁護士業務改革委員会主催の自治体債権管理マニュ
アル出版報告会への共催
③

限界
「会」としての「組織」及び「政策」の「継続性」が不十分・不完全
自治体に対し情報発信する「シンボル」が存在しない
自治体のニーズを受け止める「窓口」が存在しない
自治体のニーズを適切な委員会に繋ぐ「マッチングシステム」が存在し

ない
④

組織作り（2012 年度）
2013 年 3 月

大阪弁護士会臨時総会にて会則改正を承認

2013 年 4 月

会長の下に「大阪弁護士会行政連携センター」を発足

常設委員会化・センター化へ
行政連携の理念は何か？
1 行政による住民福祉の充実・セーフティネット機能の拡充
→

弁護士会と行政は住民福祉実現のための「パートナー」であり，
よりよいパートナーシップの確立を目指す

2 行政における法令遵守の確立，法の支配の実現，よりよい地方自治の実
現
→

行政は法の重要な「ユーザー」であり，法のユーザーとしての行
政への法的サービスの拡充を図る

２

行政連携センターの組織及び事業概要
(1) 組織
行政連携センターとは，国の行政機関，地方公共団体，独立行政法人等（以下「行
政機関等」という。）と大阪弁護士会が連携して行う活動を推進し，行政機関等から
の法的な需要に応える目的をもって設置した機関である（大阪弁護士会会則 69 条 1
項）。
行政連携センターは，大阪弁護士会会長が総理し（大阪弁護士会行政連携センタ
ー規程 3 条 1 項），会長は本センターの運営を「行政連携センター運営委員会」にあ
たらせる（同 3 条 2 項）。

(2) 特徴
弁護士会活動の主たるユーザーは，市民であり，中小事業者である。
これに対し，今回発足した行政連携センターは，地方自治体等の行政機関に特化
した事業及び活動を行う点に特徴がある。
(3) 事業概要
行政連携センターの主な事業を列挙すると以下のとおりである。
①

広報活動

②

行政機関等に対する弁護士紹介業務（対象分野：行政機関等の債権管理，
コンプライアンスの確保，行政対象暴力その他行政機関等に係る法律問題）

③

行政機関等に対する講師紹介業務（対象：行政機関等の全分野）

④

条例・規則等の立案，制定，運用に関する支援業務

⑤

弁護士の任期付公務員等の任用に関する支援業務

⑥

行政連携活動を推進するための方策の検討，立案及び実行，行政連携活動
に関する調査及び研究，各種団体との連絡協議

(4) 弁護士紹介及び講師派遣システムの仕組み
①

ニーズの把握
まず，行政連携センターは，地方自治体等から弁護士紹介及び講師派遣の申込

みを受けるにあたって，地方自治体等のニーズの把握に努めるよう工夫している。
「ニーズの把握」は，地方自治体等に対し適切な弁護士を紹介する前提として極
めて重要な作業である。
ア

専用の「弁護士紹介申込書」「講師派遣申込書」（次頁書式参照）
第 1 に，申込書用紙には，「自治体債権」「コンプライアンス」「行政対象暴
力」「成年後見」「生活保護」「消費生活」などを列挙している。地方自治体等
は，法的支援を希望する分野を予め明示することになる。
第 2 に，申込書用紙には，「紹介弁護士」や「委員会等」に関する希望欄を
設けている。地方自治体等は，法的支援を受ける委員会及び弁護士を希望する
ことができる。
このような記載内容を通じて，地方自治体等のニーズ（どのような分野にお
いて，どのような委員会のどのような弁護士による法的支援を希望している
か）を把握しやすくしている。

イ

個別のヒアリング
もっとも，申込書の記載のみでは地方自治体等のニーズが判然としない場合
も想定される。このような場合，運営委員会委員は，直接，地方自治体等の担
当者に電話し，申込みの趣旨等を確認することとしている。

②

適切な委員会及び弁護士とのマッチング
次に，行政連携センターは，原則として，次に述べる「委員会推薦方式」によ
り，地方自治体等のニーズにマッチした弁護士を人選する。

(1)運営委員会は，地方自治体等の申込みの趣旨及び希望を勘案し，他の委
員会等に適切な弁護士の推薦を求める。
↓
(2)他の委員会等は，地方自治体等の申込みの趣旨及び当該委員会が持つ情
報等に基づき，適任者を人選し，運営委員会へ推薦する。
↓
(3)行政連携センターは，運営委員会の議を経て，地方自治体等に対し，適
切な弁護士を紹介する。
このように行政連携センターでは，総合法律相談センターにおける市民向け弁
護士紹介システムのような「名簿登録方式」を採用していない。これは，地方自
治体等の依頼内容が，一般事件と異なる特殊性と多様性に富み，「名簿登録方式」
による機械的な人選には馴染まないからである。他方，
「委員会推薦方式」を採用
したのは，委員会での行政連携活動というＯＪＴを通じて行政分野における知識
と経験を獲得した弁護士を推薦するのが自治体のニーズに最もマッチすると考え
られるからである。
３

行政連携センターの役割

(1) 行政機関向け対外広報の「シンボル」としての役割
行政連携活動を広げていくためには，地方自治体等の内部に潜在する法的需要を
顕在化させ，顕在化させた法的需要を呼び込むのにふさわしいメッセージを強く発
信することが必要である。
行政連携センターは，委員会等が行っている行政連携活動（成功体験事例，人的
資源等）に関する広報資源を有効活用するほか，大阪弁護士会会員又は元会員で自

治体の市長・副市長，任期付公務員等に就任した方々との連携を図り，弁護士会と
地方自治体等との連携の必要性や有用性について，地方自治体の首長や職員が興味
関心を持つような形で，積極的で効果的な広報に努めることが期待されている。
(2) 行政機関のための「窓口」としての役割
委員会等が行っている行政連携活動（成功体験事例，人的資源等）や弁護士の任
期付公務員採用に興味・関心を持ち，弁護士会に「問い合わせてみたい」
「弁護士を
紹介して欲しい」と考える地方自治体等のために，予め，一元的で分かりやすい「窓
口」を弁護士会に設けておくことが必要である。
行政連携センターは，地方自治体等から気軽に「問い合わせ」をいただけるよう，
アクセス障害の解消に努めることが期待されている。
(3) 行政機関の要望にマッチした委員会及び弁護士に繋ぐ「マッチングシステム」と
しての役割
行政連携センターは，地方自治体等から問い合わせをいただいた場合，地方自治
体等の要望内容を適切に把握し，その要望内容にマッチした適切な委員会及び弁護
士に迅速に「繋ぐ」ことが期待されている。
このような「マッチング」を図ることは，依頼者である地方自治体等にメリット
があるだけでなく，行政連携活動を担っている委員会の活性化と若手弁護士の知識
経験の獲得にも繋がるものといえる。
４

行政連携センターの具体的活動（2013 年度）

(1) 「行政連携のお品書き」の改訂版（資料 16）の作成と配布

(2) 任期付公務員ゼロワンマップ（大阪）の作成と配布

(3) 行政連携センター発足記念シンポジウム開催
①

概要
日

時：2013 年 7 月 18 日（木）午後 1 時 30 分～午後 6 時 30 分

場

所：大阪弁護士会会館 2 階ホール

参加者：地方自治体関係者約 90 名，弁護士会関係者約 60 名，学者 4 名
プログラム： 第 1 部

②

基調報告

第2部

パネルディスカッション

第3部

弁護士会と自治体職員との懇談会

第 1 部：基調報告
ア

行政連携センター事業概要（資料 17）

イ

分野別プレゼンテーション
(ｱ)自治体債権管理回収支援（資料 18）
(ｲ)行政対象暴力等対応支援（資料 19）
(ｳ)自治体コンプライアンス支援（資料 20）
(ｴ)成年後見・高齢者障害者権利擁護支援（資料 21）
(ｵ)遺言相続対応支援（資料 22）

(ｶ)任期付公務員任用支援（資料 23，資料 24）
ウ

参加者アンケートの結果
○興味・関心の傾向

○第 1 部発表内容に関する感想
自治体職員の感想（自由記載）
○弁護士会に対するイメージ・距離感に関する感想
弁護士の距離が身近になった／これまで弁護士会は遠い存在・関係にある
と日頃から思っていたが，心強く感じた／うるさい存在のイメージが変わ
った
○弁護士会の行政連携の取り組みの有用性に関する感想
それぞれの委員会の活動を知ることができた／いろんな取り組みがある
ことがわかって役に立った／様々な活動をしていることにびっくりした
／弁護士会における行政分野についての取り組みについて改めて深く知
ることができ非常に有益でした
○今後の弁護士会との連携に関する感想
幅広い分野に亘り委員会が設置されており，連携の窓口があることを知る
ことができたのは有意義だった／幅広い分野の活動報告があり当市でも

活用を働きかけていきたい／今後の連携を検討するうえでよい情報とな
った
弁護士会関係者の感想（自由記載）
○行政連携の取り組み状況に関する感想
行政との連携の多様さと進捗に感心した（大阪）
○行政連携の可能性に関する感想
自治体と弁護士会との間で様々な連携の可能性があると感じた（匿名）／
弁護士会の従来からの活動で，自治体のニーズに合うものが多様に存在す
ることがわかった（匿名）
○プレゼン方法に関する感想
自治体職員が具体的な連携方法のイメージを持つことができる発表であ
った（日弁連）
③

第 2 部：パネルディスカッション
ア

テーマ
・地方自治体の首長・職員が必要とする法的な分野・局面とは
・地方自治体における弁護士活用法
・弁護士会と地方自治体との連携はどうあるべきか

イ

パネリスト
・濱田

剛史氏

・山下

真氏

・余川章一郎氏

高槻市市長（弁護士・大阪弁護士会会員）
生駒市市長（元大阪弁護士会会員）
特定任期付公務員・松原市法務部政策法務課参与（弁護士・
大阪弁護士会会員）

・江野

一氏

大阪市総務局行政部行政課長（リーガルサポーターズ制度所
管）

ウ

弁護士活用法
パネリストより，各自治体における弁護士活用法の紹介があった（資料 25，
資料 26,資料 27,資料 28）

エ

参加者アンケートの結果

○第 2 部パネルディスカッションの内容に関する感想
自治体職員の感想（自由記載）
○法的サポートの必要性に関する感想
現職市長の話は行政のトップとして日々接している問題を踏まえており，
非常に興味深いものであった／行政の全般について法的知識が必要であ
るということが理解できた／いかに必要性が高いかということをよく感
じた。
○弁護士活用法に関する感想
有資格者を活用されている自治体の生の声を聞くことができ参考になっ
た／リーガルマインドを持った行政職員の活躍状況が分かり，とても参考
になった／法律相談のあり方（顧問弁護士，リーガルサポーターズ，任期

付公務員など）について，各市の状況で有効な方法が変わってくるという
点が興味深かった。
○弁護士会との連携の可能性・必要性に関する感想
行政と弁護士会との連携には様々な可能性があると感じた／これからの
時代，弁護士と行政の関わりが必要ということがよくわかった
○任期付公務員の意義・必要性に関する感想
法的サポートの必要性から任期付公務員の採用が今後必要になってくる
と思った／自治体の職員としては頼れる存在である。心強い／自治体の内
部における法律専門家の必要性を痛感した／法的なことを身近に相談で
きる弁護士が職員としているのが羨ましかった／この先増加していけば
行政を行ううえで効率的なものになる／採用が現実的に感じられた。
○最も興味をもったパネリストの発言
「国の通知にもおかしなところがある」という山下市長の話／「法律・条
例の解釈について国や都道府県の意見などよりも，自ら考え解釈していか
ねばならない」という話／法の判断は結局その地方公共団体の責任という
山下市長の話／「任期付職員がこんなにいいとは思わなかった」という濱
田市長の話／「収入より遣り甲斐が重要」という濱田市長の話／「事実認
定が重要」だという余川弁護士の話
弁護士会関係者の感想（自由記載）
行政職員の本音が聞けて参考になった（愛知）／弁護士の利用の実情がよ
くわかる内容のディスカッションで非常に参考になった（奈良）／２人の
市長の話から，弁護士の活用法はこれからさらに工夫できる分野と感じた
（大阪）／弁護士が首長になることの意義は大きいと感じた（大阪）／行
政が求める弁護士について，現職市長から発言があり説得力があった（匿
名）
○最も興味をもったパネリストの発言
「弁護士会から自治体への売り込みが必要」という濱田市長の話（奈良）
／「弁護士の経験が生きている」という濱田市長・山下市長の話（大阪）
／「弁護士が中に入ってよかった」という話（大阪）

④

行政連携のお品書きに関する参加者アンケート結果
○興味・関心の傾向

○感想（自由記載）
自治体職員の感想（自由記載）
メニューを具体的に示していただけているので，今後，弁護士会に「何」
を期待できるか，どういったことについて頼ることができるかが明らかに
なった／実にうまくまとめており，大いに参考にする
⑤

行政連携センター発足の意義・役割に関する参加者アンケート結果
自治体職員の感想（自由記載）
○自治体に向けの「窓口」が発足したことについて
全般的な感想
全国初で画期的なこと／よく発足された。弁護士会での横串の取り組み
と感じている／ありがたい／歓迎／大いに評価
利便性に関する感想
とても使いやすい／連携・窓口一本化という意味で非常に有用
弁護士会との距離感に関する感想
心強い／自治体によって強い味方ができた／行政の弁護士会に対する
ハードルが低くなったと感じる／弁護士が自治体との関係で，さらに身
近な存在になったと感じた／気軽に相談できる窓口ができた
今後の利用に関する感想
これからお世話になりたい／必要があればぜひ利用したい／活用して
いきたい／しっかりと連携していきたい／今後ともお世話になります
連携の意義・必要性・方向性に関する感想
積極的に進めてもらいたい／住民ニーズの多様化・専門化を受けて行政
事務も専門性を求められる中において必然的なもの／これから両者の

連携が幅広い分野で進むきっかけになる／これからの自治体業務に不
可欠な要素になる。連携が深まることを期待する／自治体の業務がより
円滑に進むようになったと思われる／顧問弁護士がいるとはいえ，弁護
士とのチャンネルが増えることは非常にありがたい／行政としては，よ
り迅速かつ的確な対応が求められる中で，より総合的な対応をしていた
だけると思う／今後，自治体との協力関係が深まると感じた
○自治体の要望を受け止め適切な委員会・弁護士との「マッチング」を図
る役割について
全般的な感想
素晴らしい／期待したい／期待し応援する
弁護士会との距離感に関する感想
連携について，気軽に相談できるようになる／弁護士会の敷居が低くな
る／大変頼りになる
利便性に関する感想
今回研修でお世話になった。大変ありがたい。とても使いやすい／看板
通り連携し，より一緒に活動できると感じ，スピーディーで安心できる
センターだと思う
連携の意義・必要性・方向性に関する感想
今後ますます必要／非常に重要な役割／今後も連携を密にすることが
重要／うまく機能すれば，その役割の重要性は高まる／行政執行上，法
的な判断が必要となる場合が多くなると思うので，今後益々進むとよい
／自治体にとっても弁護士会にとっても非常によい／自治体の仕事は
幅広いため，専門的分野の弁護士とマッチングできることは非常にあり
がたい／問題の内容により専門分野の弁護士があたるのはよい／行政
分野の業務において住民福祉のセーフティネットや法令遵守等により
質の高い確保が図れる
弁護士会に対する要望
自治体のニーズをしっかり把握して欲しい／まだ弁護士の敷居が高い
と感じるので，債権管理等研修発表を行うなどして密な連携を図って欲
しい
⑥

弁護士会と自治体との連携のあり方に関する参加者アンケート結果
自治体職員の感想（自由記載）
○連携のあり方に関する感想
情報交換を重ねることが必要／自治体と弁護士会の定期的な交流の場な
どを通じて相互にニーズ等を把握する／いろんな面で連携できればあり
がたい／よいことだと思う。大いに必要／さらに連携を深める／身近な関
係を築ければいい／大切な事であり，お互いの発展を祈る／継続していく
ことにより，さらによいものになる／話し合いや顔合わせの機会をもっと
図る必要がある／自治体毎に懇談会を開催して欲しい／共同研究／弁護

士会の主導で職員を引っ張って欲しい／事案発生時に迅速に個別具体的
な指示をいただけるような連携
○連携の意義・必要性に関する感想
これからの時代必要／今後益々必要性が高くなる／行政も弁護士も社会
正義の実現という目的は同じなので，このような取り組みは本当に必要／
訴訟時代になる中で，いざというときのために必要／住民訴訟の多さを考
えると今後もっと密になっていってもらいたい。今後の業務の中で重要に
なってくる／法による行政の原則の下において弁護士会と自治体が信頼
関係を深めていくことは非常に重要／ともに法を扱う職。連携協力によ
り，法に基づく行政が実現できると思う／よい行政を行っていく上でも必
要／自治体判断の部分で法的対応を求められることが増加している状況
においては連携は必要／公益の面から望ましい。市民によりよいサービス
をするため自治体としても法的なサポートは必要／職員の法務能力向上
のための方策について指導願いたい／警察との連携は深いが，今後は弁護
士の方々との連携も深めるべきと感じた
５

結語に代えて
大阪弁護士会行政連携センターの活動は未だ緒に就いたばかりである。しかし，大

きな手応えを感じている。今回のシンポを通じて，
「行政も弁護士も社会正義の実現と
いう目的は同じ」だということを自治体職員に実感してもらえたからである。今後，
全国で弁護士会と自治体の連携が進むことを期待する。

第４

行政経営上の課題と弁護士をはじめとする専門職の任期付職員の活用
～町田市の活用状況を例に～
町田市は，東日本の基礎自治体（市町村及び特別区）においては法曹有資格者を対

象とした任期付職員の公募採用の前例がない中で，法曹有資格者である弁護士を任期
付職員として公募により採用した最初の自治体である。
また，その採用以前からも，町田市は，特定の分野について専門的で高度な能力と
経験を持つ人材を，外部から任期付職員として採用し，積極的に活用していた。
その町田市の活用状況を例にして，行政経営上の課題としてどのようなものがある
のかを明らかにした上で，その課題解決のためには法務能力等の専門的能力の向上と
人材の育成が欠かせないこと，法曹有資格者等の専門職がどのように活用できるか，
自治体と弁護士とはどのような関係にあるか，などを報告する。
１

行政経営上の課題と改革の方向性

(1) まちだ未来づくりプラン
町田市は，物流，交通の要衝に位置し，多摩丘陵の恵まれた自然環境のもと，人口
42 万人を超える首都圏の中核都市として発展を続けている。小田急線とＪＲ横浜線の
町田駅を核とする中心市街地は，百貨店やファッションビルが軒を連ねる商業集積地

であり，年間商品販売額は，東京都の商業集積地区（956 地区）の中で，新宿駅東口，
日本橋地域などに続き，第 7 位となっている（平成 19 年商業統計調査）。

しかし，少子高齢化の進展，長期にわたる景気の低迷，市民のライフスタイルや意
識の変化，さらに東日本大震災や新型インフルエンザをはじめとする市域を越えた危
機の発生など，町田市を取り巻く状況は大きく変化している。このような状況の中で，
町田市が今後も発展し続けていくためには，明確なビジョンのもとでまちづくりを進
めることが重要である。
そこで，将来の町田市のあるべき姿を見据え，2012 年度から 2021 年度までの 10 年
間に，何を目標にどのようなまちづくりを進めていくのかを示す町田市基本計画「ま
ちだ未来づくりプラン」を策定した。
(2) 行政経営上の課題
「まちだ未来づくりプラン」は，
「未来づくりプロジェクト」，
「まちづくり基本目標」
及び「行政経営基本方針」で構成している。
その 1 つである「行政経営基本方針」では，行政経営上の課題と，課題解決に向け
た改革の方向性を示している。

(3) 改革の実現に向けて
基本方針 2「市民の期待に応えられるよう，市役所の能力を高める」に基づく改革
の方向性としては，社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応で
きるよう，職員の意識改革と能力開発を進め，自立的かつ機動的な経営ができる組織
をつくることを定めている。
その改革を実現する 1 つとして，町田市では，これまで，定員管理計画を定め，適
正な定員管理を推進し，また，市民協働の推進や民間活力の導入，組織改正による業
務の効率化などを進め，定員の削減を図ってきた。
その結果，総務省が調査して取りまとめた「類似団体別職員数の状況（2010 年 4 月
1 日現在）」において，人口と産業構造（産業別就業人口の構成比）の類似する団体の
中で，人口 1 万人あたりの普通会計職員数（他の市区町村との比較を行うため，実施
している事業にばらつきがある病院などの公営企業部門の職員を除いた数）が最も少
ない状況となった。なお，2010 年（平成 22 年）4 月 1 日の普通会計職員数は 1,987 人
で，人口 1 万人あたり 47.55 人である。

ただし，2012 年度から実施している新 5 ヵ年計画などに要する定数については，原
則として業務の見直しなどにより生み出すことで，2011 年度の定数を維持することと
している。
このような中，少数の職員で質の高い市民サービスを効率的かつ多様に供給するた
めには，新規卒業者を主に対象とした従来の画一的な採用方法を改善するほか，専門
で高度な知識・能力を持つ人材を採用できる制度を整備していく必要がある。
その制度の 1 つが，特定の重点課題や時限的な問題を解決するために，専門的で高
度な能力を持つ人材を，期間を限定して採用することができる任期付職員の制度であ
る。
(4) 法務能力の向上の必要性
自治体を経営するために必要な基盤となる能力の 1 つは法務能力である。
行政は，法令及び条例規則に基づいて行うものであり，これまでも，法務能力の向
上は重大な課題であった。
また，地域主権改革が進み，
「義務付け・枠付けの見直し」，
「ひも付き補助金の一括
交付金化」等の法律の整備が行われており，できるだけ住民に近い自治体が行うこと

が望ましいという考えのもと，国に集中している権限や財源が自治体に移譲されるこ
ととなった。町田市でも，地域主権一括法（第 1 次及び第 2 次）の制定に伴い，次に
掲げる内容を実施した。
①

権限移譲に伴う業務量の増及び市役所内部での役割分担を勘案し，2013 年 4 月 1

日付けの組織改正において新たな係等を設置したほか，2013 年度以降の事務の執行
に必要な定数を配分した。
②

条例制定権が拡大されたことに伴い，必要な条例を適正に整備（制定又は改正）

し，2013 年第 1 回市議会定例会までに 28 件（制定 15 件，改正 13 件）の条例を制定
した。
すなわち，地域主権改革の進展により，自治体は，これまで以上に，自治体自身の
責任と判断で，行政を経営していかなければならない状況にある。
また，住民の権利意識の高まりや情報公開制度の利用などにより，これまで以上に
訴訟のリスクも増大している。
これらの状況下で，これまでも重要な課題であった法務能力の向上は，より一層重
要な課題になっていると言える。
この重要な課題を解決するために有用な方法の 1 つが，法曹有資格者を任期付職員
として採用することである。法曹有資格者が，法務に関して高度で専門的な能力を備
えていることは疑いようのないことである。そして，法曹有資格者を職員として採用
すれば，共に働く職員らの法的意識が強まり，法務能力が向上するという改革により，
行政経営上の課題が解決される方向に向かっていくと考えた。
２

専門的で高度な能力を持つ人材の活用

(1) はじめに
自治体は，地域の生活，経済，福祉，教育，文化，スポーツなどあらゆる分野を事
業領域とする組織であり，地域の発展のためへの貢献を期待されている団体である。
一方，時代の流れ・変化は以前に比べて格段に早くなっている。様々な分野で，技
術が日々進化し，高度化しており，各分野における専門性も高まっている。
そのため，地域を発展させるために，自治体は，その時代の流れ・変化や技術の進
化，高度化に迅速かつ的確に対応していかなければならない。
その迅速かつ的確な対応を実現するには，自治体内の人材育成が重要であり，欠か
せないものである。また，必要とあらば，専門的で高度な能力を持つ人材を活用して
いかなければならない。
自治体は，これまでも，特定の分野の業務については，専門的で高度な能力を持つ
人材を活用してきた。そして，その活用方法は，外部の民間会社や民間人への業務委
託という形態を取っていた。
しかし，人材育成という面も考えた場合には，業務委託よりも，外部から職員とし
て採用することが効果的である。すなわち，専門的で高度な能力を持つ人材を職員と
して採用すれば，その職員と他の職員とが共に同じ組織内の職員という立場で仕事を
することにより，強い刺激を受けるようになり，意識が改革され，能力も向上してい
くことになるのである。

そして，それが，時代に合った住民サービスを生み出し，住民の満足度が高まって，
地域が発展していくことにつながるのである。
(2) 町田市の活用状況
町田市では，広報，情報システム，法務について，外部から専門的で高度な能力を
持つ人材を，管理職の任期付職員として採用している。スタッフ職ではなく，ライン
の管理職の 1 人としての採用であり，部下となる職員もいることになる。これは，そ
の能力を最大限に発揮してもらうだけでなく，人材育成も期待してのことである。
それぞれの任期付職員の採用理由，成果などについては後述するが，2008 年度には
広報担当部長（任期 3 年），2009 年度には情報システム担当部長（任期 3 年），2010
年度には法務担当課長（任期 2 年）をそれぞれ採用した。
現在は，情報システム担当部長は任期を更新して在職中で，広報担当部長及び法務
担当課長は，それぞれ 2 人目が在職している。
これらの任期付職員の採用は，
「 町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に
関する条例」に基づくものである。
(3) 給与と能力・資質
任期付職員の給与体系は一般の職員と異なる給与体系となっており，人件費の費用
対効果の面から気にする向きもあるかもしれない。
しかし，町田市としては，費用対効果の面で言えば，人件費は気にする必要のない
ほど小さな問題であると考える。それは，いずれの任期付職員も専門家であり，十分
な効果が上がることは当然のことで，選考場面でのリスクが少ないこと，終身雇用に
比べコストが小さいことや組織内人材育成のメリット等，任期付職員の費用（給与）
の問題は小さいという意味である。
ここで，法務担当課長について言えば，自治体は法令及び条例規則に基づいて業務
が執行されるものであり，法務は自治体経営の基盤である。すなわち，学校，道路な
どが自治体にとって必要不可欠なインフラであることと同じように，法務も自治体に
とって必要不可欠な基盤となるものである。
したがって，必要不可欠なものである以上，相当な金額の範囲内での人件費は気に
する問題ではないということである。
もちろん，インフラの性能や質が大切な問題であるように，法務担当課長の能力や
資質も大切な問題であり，それが担保されていなければならないことは言うまでもな
い。町田市では，受験資格として，①採用時に年齢が 59 歳未満であること，②司法修
習生としての修習を修了していること，③弁護士としての実務経験が 3 年以上である
ことを必要としている。そして，書類審査及び面接審査の結果をもって採用をしてお
り，能力や資質の適正さは担保されていると考えている。
(4) 法務担当課長について
町田市の法曹有資格者採用の理由，成果等については，日本弁護士連合会「自由と
正義」
（2011 年 10 月号）に掲載されており，今回の報告と重複する部分もあるが，後
任の弁護士が採用されたこともあるので，改めて報告をすることとする。
①

契機
町田市の職員は熱心に仕事をしているが，「法務に関する知識と理解」が若干不

足していると見受けられていた。特に，「私人」としての行為，例えば賃貸借契約
や土地売買契約あるいは債権債務の取り扱いなどに関する知識と理解については，
自信のない場面が見受けられていた。
これが契機となり，本格的に法務の能力開発に取り組むこととなった。
②

理由
法務の能力開発，すなわち職員の法務能力を向上させるために，弁護士を任期付
職員として採用することとなったが，その具体的な理由の一つ目は，近年の訴訟件
数の増加に伴う的確かつ組織的な訴訟対応と行政上の法律問題に対する確実かつ
迅速な解決を図るためである。言い換えれば，行政経営上のリスク管理を継続的に
しっかりと行う体制を整備することを意図したものである。
また，法令遵守及び法務能力重視という経営上の価値観を，組織・人事配置，給
与制度を通じて全職員に首長からのメッセージとして伝える意図も含まれている。
二つ目は，市職員の法務能力を向上させるためである。訴訟対応のプロセス及び
行政上の法律問題の解決のプロセスにおいて，法律の専門家である弁護士の指導，
助言の下で，当該訴訟又は法律問題を所管する課の職員のみならず，案件ごとに法
制課の各職員を関与させることにより，職員の法務に関する知識と理解の醸成を進
め，ひいては，市職員全体の法務能力の向上に資することを期待したものである。

③ 弁護士の任期付職員としての身分及び役職
採用する弁護士の身分については，町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の
特例に関する条例に基づく特定任期付職員とした。
また，その職は，市の争訟法務（訴訟及び行政不服申立て）及び行政法律相談の
事務を所管する特命担当課長とした。組織上の位置付けは，市の法務部門をつかさ
どる法制課の法務担当課長とし，主に政策法務（争訟法務を除く。）を所管する法
制課長とは，事務のすみ分けをした。
それは，二人目の後任の弁護士についても同様である。
④

成果
採用後，法務担当課長は，これまで行政の様々な場面で，その専門性を発揮して

成果を上げており，それは後任の弁護士についても同様である。
ア

法務の体制

(ｱ) 採用前
市では，いわゆる顧問弁護士（行政法律相談を委託している弁護士である。）
が，弁護士を採用する前の2009年度までは3名体制であった。
(ｲ) 採用後
弁護士の採用に伴い，2010年度から顧問弁護士を2名体制とした。
(ｳ) 後任の弁護士採用後
前任の弁護士が，法務専門員（非常勤職員）として，週 1 日，勤務すること
になった関係で，顧問弁護士は 2013 年度からは 1 名体制とした。
法務専門員の役割は，法務担当課長への助言と法制課職員への指導・助言で
ある。

イ

訴訟業務
弁護士が採用されたことにより，訴訟を提起する，又は訴訟が提起された場合
に，以前と同様に顧問弁護士等の外部の弁護士に訴訟委任することがあるものの，
指定代理人となる市の職員だけで訴訟を遂行することも可能となった。

(ｱ) 採用前
以前の法務課（現在の法制課，弁護士採用前は法務課であった。）の役割は，
訴訟委任をした訴訟代理人弁護士と所管課（訴訟，法律相談に係る事務を所管
している課）との連絡調整であり，所管課も当事者として訴訟に参加している
という意識は薄く，結果として，訴訟対応は訴訟代理人弁護士に任せていたと
いうのが実情であった。
法務課と所管課のそれぞれ担当職員の役割は，裁判を傍聴して，その報告を
上司に行うことであった。また，訴訟代理人弁護士が訴状，答弁書，準備書面
等を作成するため，必要に応じ打ち合わせをすることであった。
(ｲ) 採用後
それが，弁護士採用後は，法務担当課長が市長の指定代理人として顧問弁護
士とともに直接訴訟に参加するようになった。その場合の法制課の基本的な役
割は変わらないが，訴訟の案件ごとに法制課の職員を関与させた結果，法務担
当課長の指導の下で積極的に訴訟にかかわるようになった。訴訟代理人弁護士
と所管課との連携も密になった。
つまり，弁護士の採用によって，法制課と所管課の職員が，当事者として訴
訟に参加しているという意識改革がもたらされ，これによって訴訟代理人弁護
士と法制課と所管課が三位一体で取り組む体制が確立した。弁護士の採用前と
比較して，的確かつ組織的な訴訟対応ができるようになったということであ
る。
更に言えば，外部の弁護士に訴訟委任をしない場合には，法務担当課長をは
じめとした市の職員だけが指定代理人として訴訟を遂行することになり，職員
が当事者意識を明確に持って，より主体的かつ積極的に訴訟対応をするように
なった。
(ｳ) 後任の弁護士採用後
訴訟業務の進め方等は同様である。
そして，訴訟記録の整理も進められている。訴訟に関する書類は，主張書面，
証拠書面，および手続関連書面に分けられるが，それらの書類は膨大な分量に
なることもある。
市の職員が，訴訟リスクに適切に対応する力をつけるためには，市が当事者
となった（なっている）訴訟の争点を把握し，どのように対応すべきかを事後
的に（あるいは裁判と平行して）検討できる必要があり，そのための整備も進
めている。
ウ

行政法律相談業務
市では，業務を遂行する中で，日常的に様々な法的問題が生じる。行政法律相
談の中には，既に生じている問題で解決しなければならないものに限らず，契約

書の作成に関する相談，私債権の管理に関する相談，市有財産の管理に関する相
談その他の相談で，業務の適正な執行に資するもの又は問題を未然に防ぐための
ものも多く，その内容は，枚挙に遑がない。こうした行政上の法律問題を確実か
つ迅速に解決し，又は未然に防止することは，自己決定と自己責任を基調とする
昨今の行政経営にとっては，必要不可欠なことである。
(ｱ) 採用前
所管課から法務課に法律相談があったときは，その相談内容の論点を整理し
た上で行政法律相談申込書を提出させる。その上で，顧問弁護士3名（それぞ
れ週1回1時間）の相談日に振り分け，事前に顧問弁護士に行政法律相談申込書
をファックス又は郵送する。法務課で相談を受け付けた日から相談日までに，
通常は3日から7日を要し，相談日には，所管課（2～3名）と法務課長が同席し
て行われていた。
(ｲ) 採用後
庁内に弁護士の採用を周知するとともに，法務担当課長による「よろず法律
相談」を呼びかけた。その結果，相談件数は2009年度の120件に対して2010年
度は400件余りとなり，実に3倍を超える相談が寄せられた。これは，弁護士採
用前は相談までに時間を要することや，顧問弁護士に相談をするほどの問題で
はないといった理由から，相談を控えていたことによるものではないかと思わ
れる。つまり，日常的に法務担当課長という立場の職員に相談できる体制にな
ったことで，行政法律相談のハードルが低くなり，それまで潜在化していた相
談の需要が喚起されたものと思われる。
法務担当課長は，相談の内容に応じて，①その場で即答する，②法令，判例
等を確認してから回答する，③電話又はメールで顧問弁護士の意見を聴いてか
ら回答する，④2009年度までと同様に所管課と法制課が同席の下，顧問弁護士
に相談する，というように柔軟に対応し，かつ，そのいずれの場合も法制課の
職員を関与させている。弁護士の採用により，行政法律相談による確実かつ迅
速な問題解決が図られているということである。
(ｳ) 後任の弁護士採用後
相談業務の進め方は基本的には同様である。
法務担当課長が，従来から継続する重要な案件の相談を法務専門員と共同し
て受けたり，法務専門員が法務担当課長に対して，任期中に培った経験に基づ
く助言を行ったりしている。
このような体制を組むことにより，法務担当課長が担当する行政法律相談及
び訴訟業務の処理のスピードと質の維持を図っている。実際に，2013 年度以降
も，各部課から法務担当課長に寄せられている相談案件数が，月 50 件程度と
数多く多岐にわたっていることから，業務の引き継ぎが円滑に行われ，従来の
処理のスピードと質が維持されていることが伺われる。
更に，職員の法務能力を一層向上させるため，各部課から寄せられる多数の
法律相談の結果を庁内に還元する取り組みが進められている。

エ

職員研修体制

(ｱ) 採用後
法務担当課長により，スポット的に，法令研修，パワーハラスメント研修，
勉強会形式の判例研究の研修や，債権管理に関する研修が行われた。
(ｲ) 後任の弁護士採用後
法務担当課長による研修体制が整備されて行われるようになった。
各部課の管理職等（原則として係長級以上）を対象に，判例だけでなく，各
部課が直面する実際の案件を題材にして，訴訟リスクへの向き合い方を積極的
に討論する形式のリスク管理研修を行っている。
なお，他の公私の団体同様，町田市でも，女性管理職の登用が重要な課題と
なっている。女性の弁護士が法務担当課長になったこともあり，女性管理職の
積極的な参加を呼び掛け，実際に女性管理職の参加人数も伸びている。
オ

市職員の法務能力の向上
法制課と所管課の職員を積極的に関与させることにより，職員の法務に関する
知識と理解は少しずつ醸成されており，職員全体の法務能力は着実に向上しつつ
ある。
政令指定都市を除き，市町村は，ある程度において都道府県の指導や指揮で動
いている面がある。日常の市町村職員の扱う業務の大半は，法律や都道府県条例
によって，さらには，通達，通知などに従って執行されている。法令の解釈の疑
義があれば都道府県に聞いてみて，となる。
そうした，法務能力を養う機会そのものが少ない環境にあったが，弁護士採用
後は執行状況の改善が進んでおり，弁護士が中心になって常時，各課の法務事務
全体を見ている法制課の存在は大きく，「日々，職員が仕事を通じて育っている」
と実感できるようになった。

(5) 情報システム担当部長について
情報化に関する諸問題の解決，具体的には①新庁舎への移転にあたり情報システム
の向上，②庁内の情報リテラシーの向上，③稼働中の情報システムの再構築，④情報
システムのコスト削減などを目的として，公募により情報システム担当部長を外部か
ら採用した。
情報システム担当部長は，情報技術（ＩＴ）を「使う側」の専門家である。情報シ
ステムの最終的な利用者が「何をしたいか」を的確に把握し，要望に沿ったサービス
を探し出すことについて高度な経験と能力を持つ者である。
新庁舎の移転も無事に完了し，庁内のシステムの利便性も向上し，上記の各目的は
十二分に達成された。特にコスト削減については，億単位の削減が実現され，その採
用の成果は数字的に見ても非常に大きいものであった。その他では，コンビニでの証
明書発行などの情報技術を駆使した利便性も向上した。
今後，自治体の情報システム部門の環境変化は，経済環境の変動，地域主権改革の
進展，緊急時の情報伝達，行政への市民参画の進展，情報技術の進歩などを受け，益々
激しくなると考えられる。

具体的には，住民基本台帳への外国人の登録に代表される国レベルの制度新設・変
更進度の増大，市民への情報端末の普及，自治体・中央官庁・民間企業・医療機関な
どが電子的に連携すること（マイナンバー制度の導入）で，住民サービスの向上と行
財政改革を同時に進める動きが想定される。
また，情報漏えい防止を的確に図り，備蓄してきたデジタル情報を，市民や企業が
活用でき，より効果的な福祉の向上や経済活動に活かせるような仕組みづくりが必要
となっている。
町田市では，それらの変化への備えも順調に進んでおり，また，変化に積極的に対
応できる人材も育成された。これは，情報システムの専門家を任期付職員として採用
した成果である。
(6) 広報担当部長について
町田市が市制を敷いた昭和 33 年には約 6 万人だった人口は，現在約 7 倍の 42 万人
を超えるまでに達したが，新住民の割合が圧倒的になるにつれて，市民のコミュニテ
ィ意識が希薄になってきた。それまでは強かった隣近所の連帯感や触れ合いも徐々に
薄くなり，市全体の一体感を築くことが難しい状態でもある。
そのような中で，地域コミュニティを作り直し，さらに行政と住民の間を埋める１
つの手段として有効なものが，住民が地域とかかわる糸口となるような情報を発信す
ることができる広報である。
情報伝達に係る環境はインターネット等の普及により大きく変化している。情報発
信の内容や方法によって，市民に与える効果も大きく違ってしまう。
そこで，より戦略的な市政の広報を行い，行政と住民双方に有益な情報伝達を図る
情報を送る供給側，つまりは行政の論理ではなく，情報を受け取る市民側のニーズを
しっかり踏まえる必要がある。また，地域の魅力を高め，地域資源を多くの人に伝え
るシティプロモーション活動も展開していく必要もある。
そのために，広報担当部長を，行政とはかかわりのない広報の専門家を公募により
外部から採用した。
自治体の組織に慣れた職員だと分かる内容も，住民からすれば分かりにくいことが
ある。その違いは組織外にいた者であるからこそ分かる感覚である。そして，その感
覚を維持することは期間的に限定される。その意味で，広報担当部長には任期付職員
がうってつけであると言える。
実際に採用したことによる成果としても，新鮮な感覚を持っている広報担当部長が，
広報の仕事を他の職員と共にすることで，他の職員たちも市民の側に立った広報の重
要性をより理解するようになり，また，実際に編集力も格段についてきた。
(7) 公認会計士，税理士ら会計専門家の採用の可能性
町田市は，2012 年度から，現行の会計処理に加えて複式簿記・発生主義会計を導入
している。これは「新公会計」と言われているものである。
国も都道府県も市町村も，いわゆる官庁の会計は，現金の収入・支出を記録するこ
とを基本にしているが，この会計方式は「予算を何にどれだけ使ったか」は明らかに
できるが，いくつかの問題点がある。
・

現金以外の資産や負債（ストック）の情報を一覧できる仕組みがない。

・

減価償却費などの非現金情報を取り扱わないので，それぞれの事業や行政サー
ビスに要したコストを正確に把握できない。
また，これらの問題点の結果として，更なる問題が生じる。

・

市民に対して，市の財政状態や，事業の実施コスト・費用対効果などの情報を
十分に提供できていない。

・

事業や行政サービスを評価するための情報が不足しているので，的確な経営判
断が行えない。

これらの問題点を解消する会計方式が新公会計制度である。会社勤めの人にもなじ
みやすく，分かりやすい会計制度にすることで，資産は全部でいくら持っているのか，
どれだけの負債があるのか，この施設にはどれぐらいコストがかかっているのかなど，
財政状況を「見える化」し，必要な情報をより正確に市民に提供できるようになる。
また，コストの情報を事業や行政サービス，あるいは部や課の単位など，よりきめ
細やかに把握することによって，目標と成果の関係が明らかになり，行政経営の「視
点」を増やすことができる。

そして，この会計制度は，公認会計士や税理士が普段から使用している会計制度と
ほぼ同じである。そのことからすれば，会計制度に精通し，また，財務分析等にも長
けた公認会計士，税理士を職員として採用することによるメリットが生じる可能性は
考えられる。
しかし，現在，新公会計制度は始まったばかりのものであり，職員も積極的に取り
組んでいるところであるので，公認会計士，税理士の採用は今後の推移次第である。
３

自治体と弁護士の関係の展望

(1) 自治体における弁護士のかかわり
自治体には，任期付職員として弁護士が採用される前からも多様な立場で弁護士が
かかわってきた。
町田市でも，弁護士は，監査委員，建築審査会委員，情報公開・個人情報保護審議
会委員，情報公開・個人情報保護審査会委員，固定資産評価審査会委員，人権擁護委
員，公益通報監察員，市民法律相談担当，顧問弁護士，研修講師など，数多くの仕事
にかかわっている。
また，市の組織に属さない弁護士，公認会計士等による外部の専門家が，市長との
契約に基づいて財務監査等を行う包括外部監査制度を 2007 年から導入している。
このような弁護士の自治体へのかかわり方は，法的知識及び経験が備わっている弁
護士が社会的にも信用される存在である以上は，今後も変わらないものであると考え
られる。

(2) 自治体における弁護士採用の増加
最初に述べたとおり，町田市での法曹有資格者の任期付職員としての採用は，東日
本の基礎自治体においては公募採用の前例がない中で行われた。東京都では既に任期
付職員の公募採用が行われており，神奈川県逗子市では任期付職員ではなく弁護士の
一般の職員としての採用は行われていたが，基礎自治体のレベルでの法曹有資格者の
任期付職員としての採用は，町田市が最初の採用であった（西日本では，大阪市と三
重県名張市が先行して採用していた。）。
それは，現在より約 3 年半前のことであったが，当時，自治体の法曹有資格者の採
用は極めて少数であった。
それが，日本弁護士連合会の調べによれば，2013 年 7 月 9 日現在の自治体における
法曹有資格者の常勤職員は，自治体数は 46 団体で，合計 61 人（任期付職員数は 45
人）が勤務しているということである。また，9 月以降に任期付職員として採用を予
定している自治体は 5 団体あるということである。
しかし，自治体は，2013 年 1 月 1 日現在で 1,742 団体あることからすれば，法曹有
資格者を採用している自治体数はまだまだ少ないと言える。
自治体の行政経営上の課題として，法務能力の向上が必要であることは既に述べた
とおりである。自治体内部では日常的に法曹有資格者の助言や指導を必要としている
業務は数多い。あまり認識されていないかもしれないが，契約（業務委託契約，売買
契約，賃貸借契約，雇用契約など），債権管理，親族相続問題などの私法上の法的知識
を必要とする業務は数多いのである。もちろん，行政関係の法令についても，法曹有
資格者の助言や指導を必要とする場面は多い。
財政面からも，公債権のみならず，私債権の適正な管理の推進・債権回収業務の効
率化を目的として，私債権の情報やノウハウを全ての部署で共有し，適正な私債権の
回収を推進することが求められている。
そして，以前に比べても，訴訟リスクは増大しており，行政経営上のリスク管理も
重要な課題の１つである。
したがって，行政経営上の課題解決のため，今後も法曹有資格者の任期付職員とし
て採用する自治体の数は増えていくと考えられ，また，それは当然のこととも言える。
法曹有資格者の活用は積極的に進めていく必要がある。
(3) 法曹有資格者採用後の法務体制に関する課題への対応
町田市としては，現在の法務体制が十分な成果を上げていると考えてはいるが，そ
の体制が完成形だとは全く考えていない。まだ始めたばかりの制度でもあり，その制
度の運営にあたっての課題を抽出していく必要がある。
そして，今後は，他の自治体での活用事例も参考にするのはもちろんのこととして，
他の自治体と情報交換をするなどして，より良い法曹有資格者の活用方法を検討し続
けていく。

第５
１

アンケート分析について
アンケートの実施及び回答について
当会では，2013 年 6～7 月に地方行政分野における法的ニーズ把握を目的として，
兵庫県及び県内の市町村（29 市 12 町）の合計 42 団体に対してアンケートの回答を
依頼した。
アンケートは，総務部門と事業部門（①福祉・民生部門，②土木部門，③公営住
宅部門，④病院部門及び⑤学校教育部門の 5 部門）にそれぞれ回答を依頼する形式
とした。
回答をいただくことができたのは，総務部門について 26 団体（62％）であり，事
業部門については，①福祉・民生部門が 24 団体，②土木部門が 25 団体，③公営住
宅部門が 21 団体，④病院部門が 9 団体，⑤学校教育部門が 22 団体であった。回答
をいただいた自治体の属性は，都道府県 1 団体，政令指定都市 1 団体，中核市 3 団
体，特例市 3 団体，これら以外の市 12 団体，町村 6 団体であった。
結果については，下記 2 以降に述べるとおりであるが，事業部門へのアンケート
は，総務部門の質問内容の一部であることから，以下に示す結果は原則として総務
部門からの回答であり，事業部門からの回答に関してはこれに付記する形式となっ
ている点に御留意いただきたい。
また，以下の回答におけるパーセントは，1 パーセント未満について四捨五入を
した概数であり，割合の合計が必ずしも 100％に一致しないことをあらかじめお断
りしておく。

２

係争案件の現状及び弁護士への依頼状況について
(1) 訴訟等について
総務部門において，2012 年度（平成 24 年度）中に新規に提起された，あるい
は申立てをした紛争案件，及びこのうち弁護士に依頼をした件数は，それぞれの
類型について以下のとおりであった。
①

行政訴訟事件

16 団体，130 件（うち 107 件（82％）を依頼）

②

民事訴訟事件

12 団体，292 件（うち 132 件（45％）を依頼）

③

民事調停事件

8 団体， 13 件（うち

6 件（46％）を依頼）

④

支払督促申立事件

4 団体， 26 件（うち

3 件（12％）を依頼）

⑤

家事申立審判事件

3 団体，

8 件（うち

2 件（25％）を依頼）

⑥

住民監査請求

8 団体， 40 件（うち

4 件（10％）を依頼）

⑦

異議申立て

8 団体

24 件（うち

1 件（ 4％）を依頼）

⑧

審査請求

6 団体

43 件（うち

1 件（ 2％）を依頼）

このうち，民事訴訟については，特定の自治体に訴えが集中しているという事
情があるが（2 団体がそれぞれ 187 件及び 82 件），行政訴訟を含む訴訟事件につ
いては，多くの案件について弁護士に依頼していることが分かる。支払督促に関
しては，申立てを実施した 4 団体のうち，3 団体については弁護士に依頼をせず，
1 団体は全案件について依頼をしていた。これに対し，住民監査請求，異議申立

て及び審査請求については，弁護士の関与は多いとはいえないとの結果であった。
(2) 行政対象暴力，悪質なクレームについて
2012 年度（平成 24 年度）中に新規に発生した行政対象暴力及び悪質なクレー
ムとされるものは，6 団体において 77 件との回答があり，このうち弁護士に依頼
をした案件は，4 団体で合計 5 件にとどまっている。
(3) 弁護士への相談状況について
係争案件のうち，弁護士に依頼あるいは相談した割合については，90％以上と
する自治体が最も多いが（8 件，31％），0～25％であるとの回答も同程度存在し，
自治体間にかなりのばらつきが見られた。
また，係争以外の案件について，外部の弁護士への年間相談件数について，回
答のあった 18 団体中，件数の上位 3 団体は，それぞれ 250 件程度，100 件程度，
95 件となっているが，40 件未満とする自治体も多かった（13 団体）これは。任
期付公務員が受ける相談件数と比較すると，相当程度少ないものとなっているも
のと考えられる。
こうした相談状況の満足度について，係争案件及びそれ以外の案件に関しそれ
ぞれ質問をしたところ，ほとんどの自治体から，
「不都合を感じない」との回答が
なされ（係争案件について 20 団体，それ以外の案件について 21 団体），現状より
も増やすことを希望する回答は，係争案件についてはなし，それ以外の案件につ
いては 2 団体であった。
３

顧問弁護士の状況について
(1) 回答のあった自治体のうち，ほとんどの地方公共団体（23 団体）において 1 名な
いし 3 名の顧問弁護士を委嘱している。また，委嘱先の事務所数は，1 事務所（12
団体），あるいは 2 事務所（6 団体）とするところが多かった。事業部門に対する同
様の質問では，
「委嘱していない」とする回答が総務部門よりも多い（福祉部門で 6
団体，教育部門で 6 団体），あるいは少数ではあるが，「分からない」と回答する部
門（福祉部門 2 団体，土木部門で 3 団体，公営住宅部門及び教育部門で 1 団体）が
あるなど，顧問弁護士と各部門との間に距離があるケースが散見された。
(2) 顧問弁護士に対する主な相談内容の多くは，総務部門では訴訟・調停（22 団体），
個別行政分野における業務執行上の問題（18 団体），債権管理回収（16 団体），裁判
外紛争（14 団体）である。これに対し，政策形成，立法過程について顧問弁護士に
相談をする自治体は少数にとどまっている（それぞれ 5 団体，4 団体）。
事業部門からの回答の傾向もほぼ同様であるが，土木，病院，教育の各部門では，
「苦情処理対応に関するもの」の割合が比較的高く，いわゆるクレーマー対応に現
場が苦慮している状況が見受けられる。また，部門によっては，
「自部門では特に相
談をしていない」との回答一定数あり（福祉部門，公営住宅部門について各 4 団体，
土木部門について 2 団体），部門ごとの顧問弁護士の活用について課題があると考え
られる地方公共団体があった。
また，顧問弁護士に法律相談又は代理業務を依頼している分野としては，公営住
宅（14 団体），自治体債権（13 団体），建築･土木関係（12 団体）の順となっており，
特に分野を限らないとする自治体も多い（6 団体）。これに対し，行政対象暴力，病

院等，住民とのトラブルに関する依頼をする地方公共団体は，総体としては必ずし
も多いとはいえないとの結果であった（それぞれ 6 団体，3 団体・いずれも総務部
門からの回答）。
(3) 顧問弁護士へのアクセスについては，相談，依頼のいずれについても多くの地方
公共団体が総務部門を経由しており（12 団体），総務部門が顧問弁護士との仲立ち
となっているケースが多い。総務部門は，相談内容や資料の整理等を行っているも
のと予想されるが，これにより弁護士と現場との間に距離が生じることともなって
いるようである。
もっとも，顧問弁護士の有用性については，委嘱先のほとんどの自治体が認めて
おり，特に総務部門においては，「大いに役立っている」との回答は 87％となって
おり，何らかの不満があるとの回答はなかった。事業部門については，総務部門ほ
ど「大いに役立っている」との回答は多くはなかったものの，
「ある程度役だってい
る」との回答を含めると，ほとんどの地方公共団体がその有用性を認めている。も
っとも事業部門からは，少数ではあるが，
「あまり役だっていない」との回答も見ら
れ（福祉部門について 2 団体，公営住宅部門について 1 団体），その理由として顧問
弁護士の事務所が遠方にあること，即時に相談をできないこと等，顧問弁護士への
アクセスの問題を指摘する回答があった。
(4) また，今後顧問弁護士への委嘱を希望する業務あるいは分野について，総務部門
においては，自治体を当事者とする訴訟･調停等の代理人（20 団体），個別行政分野
における業務執行上の法律相談（16 団体），自治体債権の管理回収に関する法律相
談及び納付交渉代理業務（13 団体），裁判外紛争に関する法律相談及び代理人（12
団体），行政不服申立における裁決書等に関する法律相談及び文書のチェック（12
団体），契約書に関する相談等（10 団体）が多く，さらに，政策ないし条例の立案
過程への関与，苦情処理対応の代理人についても必要性があるとの認識が示されて
いる（それぞれ 9 団体）。
事業部門に対する同様の質問に対する回答の上位もほぼ同様であったが，総務部
門において回答数が比較的少なかった「苦情処理対応の代理人」
（9 位）が，特に土
木，病院，教育，公営住宅の各部門で高順位となっており，ここでもいわゆるクレ
ーマー対応を顧問弁護士求めたいとの現場の意向が示される結果となっている。
(5) こうした顧問弁護士を委嘱する際に地方公共団体が重視する要素としては，総務
部門からの回答では，行政訴訟・行政法規，あるいは自治体行政に対する知識や経
験が重視されるとともに（それぞれ 22 団体，17 団体），対応の迅速性（13 団体），
公正さ（11 団体）の外，相談のしやすさ等（9 団体）も重視されている。他方，公
務員経験，他の自治体等での顧問経験（いずれもなし），年齢あるいは行政分野以外
の専門性（それぞれ 1 団体），についてはあまり考慮されていないようであり，紹介
ルートを挙げた地方公共団体も 3 団体にとどまっている。
事業部門においては，対応の迅速性をあげる地方公共団体が総務部門よりも多く，
公営住宅部門，病院部門では 1 位となっている。また，事業部門ごとの専門性を求
める回答が総務部門に比較して多く，やはり総務部門と比較すると，即時性，専門
性を求める意向が強いといえる。

４

顧問弁護士外の弁護士の自治体での役割・関与形態について
(1) 次に，顧問弁護士以外の弁護士が，自治体の事務に関与する場合に有益と考えら
れる役割ないし関与形態について，総務分野からは，特定分野（行政対象暴力，悪
質クレーム対策，債権管理回収等）における事件処理の依頼が最も多く（15 団体），
審議会・委員会等の委員，自治体の部門レベル･現場レベルでの職員向け法律相談（い
ずれも 12 団体）が続いている。これに対し，弁護士を監査委員，包括外部監査人（な
いしその補助者）とすることについてはその必要性が認められていないようである。
外部監査については，義務的設置自治体と条例による任意設置の自治体以外の地方
公共団体も本アンケートの対象になっていることから，回答数が単純に関心の高さ
を示すものとはいえないものの，従前から日本弁護士連合会が取り組んできたテー
マでもあり，なお課題とされるべき事項と考えられる。
これに対し，事業部門では，総務部門同様，特定分野の事件処理依頼が最も多く
（部門ごとで合計 53 部門），これに続いて部門レベル・現場レベルでの職員向け法
律相談（同 46 部門）となっているが，第 3 位として住民とのトラブルの仲裁人・調
停人とする回答が続いており（同 43 部門），現場における迅速な住民対応のために
弁護士を利用するニーズが高いとの結果が示されている。また，福祉部門，教育部
門においては，特定分野ごとに自治体実務担当者と弁護士会との共同研究の実施が
1 位（それぞれ 17 団体，10 団体）となっている。

（顧問以外の弁護士に期待される関与形態）
＜総務部門＞
1 自治体の部門レベル・現場レベルで職員向け法律相談担当弁護士を依頼
2

弁護士を審議会・委員会等の委員（長期固定化を避けるための定期交替を含
む）に委嘱

13

13

12

12

3 弁護士を監査委員（長期固定化を避けるための定期交替を含む）に委嘱

2

4 包括外部監査人又は包括外部監査人補助者（自治法及び条例設置によるもの）

1

5 ミニ外部監査（自治体独自に行うもの）の支援

0

6 各種研修会講師を弁護士に依頼

8

7 貴自治体の職員として弁護士を任用

7

7

8 童虐待，いじめ等）毎に自治体実務担当者と弁護士会との共同研究会

7

7

9 自治体内部の内部通報に関する窓口及び調査

5

特定分野（行政対象暴力・悪質クレーム対策，債権管理回収，消費者問題，高齢者虐待，児

10 住民からの苦情受付

1

11 住民とのトラブルの仲裁人・調停人

6

12

特定分野（行政対象暴力・悪質クレーム対策，債権管理回収等）における事件
処理の依頼

2
1
0
8

5
1
6
15

15

13 特になし

1

14 その他

0

1
0

＜事業部門＞
福祉民生 土木 公営住宅 病院 学校教育
1

自治体の部門レベル・現場レベルで職員向け法律相談担当
弁護士を依頼

8

13

12

3

10

2

弁護士を審議会・委員会等の委員（長期固定化を避けるため
の定期交替を含む）に委嘱

7

4

3

3

6

3

弁護士を監査委員（長期固定化を避けるための定期交替を
含む）に委嘱

0

0

1

0

0

4

包括外部監査人又は包括外部監査人補助者（自治法及び
条例設置によるもの）

0

1

0

0

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

福祉・民生部門
土木部門

5 ミニ外部監査（自治体独自に行うもの）の支援

0

0

0

0

2

公営住宅部門
病院部門

6 各種研修会講師を弁護士に依頼

8

8

5

2

10

7 貴自治体の職員として弁護士を任用

3

4

4

0

1

17

4

2

3

10

9 自治体内部の内部通報に関する窓口及び調査

1

0

1

0

1

10 住民からの苦情受付

2

5

2

1

3

11 住民とのトラブルの仲裁人・調停人

11

11

8

6

7

14

10

15

7

7

13 特になし

1

3

1

3

2

14 その他

0

0

0

1

0

特定分野（行政対象暴力・悪質クレーム対策，債権管理回収，消費者

8 問題，高齢者虐待，児童虐待，いじめ等）毎に自治体実務担当者と弁
護士会との共同研究会

12

特定分野（行政対象暴力・悪質クレーム対策，債権管理回収
等）における事件処理の依頼

学校教育部門

18

(2) 特定の自治業務について，職員向けの法律相談を担当する弁護士を外部の顧問弁
護士以外の弁護士に依頼しているとする地方公共団体は，回答のあった 22 団体中 4
団体であった。依頼業務の内容は，学校問題への対応，労務管理・危機管理，債権
管理・債権回収等特定の分野とする地方公共団体が各 1 団体，本庁業務全般とする
ものが 1 団体であった。
５

自治体における職員研修について
(1) 研修担当講師とその評価について
各自治体の中で平成 24 年度中に法務・コンプライアンスに関する職員研修を実施
したのは，総務部門にあっては，19 団体であり，このうち外部講師が研修を担当し
た自治体は，12 団体であった。研修を担当した外部講師としては，大学教授が最も
多く（6 団体），ついで顧問を委嘱している弁護士（4 団体），司法試験･公務員試験
予備校講師（3 団体）となっており，顧問以外の弁護士が講師を担当した自治体は，
職員向けの相談担当弁護士が担当したものが 1 団体，顧問あるいは相談担当ではな
い弁護士が 1 団体と少数であった。
研修の内容に対する評価については，概ね「満足している」との回答となってい
る。また，コスト面では，ほとんどが「安い」ないし「適当」と評価されているよ
うである。
事業部門に対しては，当該部門独自で研修会を実施したかどうかの質問について，
外部講師を依頼した実績があるのは 4 団体（福祉部門 1，土木部門 2,学校教育部門
1）にとどまっている。研修に関しては，多くの地方公共団体が，総務部門の運営に
よって開催されているようである。
(2) 弁護士会による講師派遣について
弁護士会が講師派遣制度を設けている場合に，同制度に興味があるとした地方公
共団体は，総務部門において 15 団体（58％）であったが，そもそも興味がないと回
答した地方公共団体も 6 団体（23％）あった。興味があると回答した地方公共団体
が講義テーマとして関心を持っているのは，行政法ないし行政争訟分野が最も多く
（それぞれ 12 団体），次いで行政対象暴力あるいは悪質クレーム対策（10 団体）,
自治体の債権管理回収及び学校関係（それぞれ 9 団体），地方行政（7 団体），福祉
関係（6 団体）となっている。さらに少数ではあるが，里道，水路等の土地関係（4
団体），まちづくり（3 団体），公害・環境等，セクハラ，労働裁判等（それぞれ 2
団体）等の回答が寄せられ，講師派遣についての幅広いニーズが認められる。
事業部門において，弁護士会が講師派遣をする場合に興味を持っている分野は，
各部門の業務の内容を反映したものとなっており，福祉分野（福祉部門），民事訴訟・
民事執行（公営住宅部門），学校関係（教育部門）が 1 位となっているが，行政対象
暴力・悪質クレーム対策については，いずれの部門においても講師の派遣に興味が
あると回答しており，各部門共通して対応の必要性を認識しているものと考えられ
る。
このように各種の研修について，講師派遣のニーズはあるものの，上記のとおり
地方公共団体が実施する研修への弁護士の派遣実績は多いとはいえない。弁護士会
への依頼ルートの確立とその広報，必要な人材の確保等によって，地方公共団体が

有するニーズに応えることが可能になるものと考えられる。
(3) 弁護士会による研修への参加について
地方公共団体が開催する研修会の講師派遣とは逆に，弁護士会が開催する研修を
地方公共団体職員に開放する場合に興味があるとする分野は，上記の内部研修とほ
ぼ同様であって，総務部門については，行政法あるいは行政争訟分野が最も多く（そ
れぞれ 17 団体），これに地方行政分野（14 団体）が続き，さらに，行政対象暴力・
悪質クレーム対策（12 団体），自治体債権の管理回収（9 団体）となっている。
また，事業部門についても，上記の内部研修において示された事業部門の回答と
同様の傾向が示されているものの，福祉部門における成年後見，教育部門における
刑事・少年事件がそれぞれ 2 位となっており，自治体内部の研修ニーズと若干の相
違が見られた。
６

地方公共団体と弁護士会との連携について
(1) 弁護士会との連携をはかることに興味があるとの回答があった地方公共団体は，
総務部門において 15 団体（58％）であり，半数を大きく超える地方公共団体が弁護
士会との連携に前向きであることが分かった。これに対し，
「興味がない」と回答し
た自治体も 6 団体あった。
事業部門においては，総務部門と比較して「興味がある」と回答した地方公共団
体はさらに多く，福祉部門においては 79％（19 団体），公営住宅部門においては 85％
（17 団体），事業部門全体では 75％が連携に肯定的であった。
(2) 弁護士会と地方公共団体とが相互理解を深め連携を図る上で，どのような方法が
実現可能で有益かとの質問に対しては，総務部門からの回答では，自治体のニーズ
に対応するための一元的な窓口を弁護士会に設置すること（14 団体）及び弁護士会
が，自治体との連携分野を一覧することができる「メニューリスト」の提供（13 団
体）が多く，研修の相互乗り入れ，あるいは弁護士会の各種委員会と自治体の各部
門とが気軽に懇談し相互交流する場を設置することが続いている（それぞれ 5 団体）。
弁護士会の業務内容を各自治体に知ってもらうこと，及び各自治体から弁護士会へ
のアクセスルートの確立が，連携を進める上での第一次的な要請となるものと考え
られる。そして，具体的な方策としては，部門ごとの相互交流，あるいは共同事例
研究の場の設定，研修の相互乗り入れ等についての需要が多いということができる。
事業部門においてもほぼ同様の回答が得られているが，総務部門における上位 4
件に続いて，メールマガジン等による情報提供，分野別共同事例研究の場の設置に
有用性があるとする回答が多かった。
(3) また，自治体が弁護士会と連携をする上で，弁護士会が制度化する事業として興
味を持っているのは，総務部門にあっては，各種審議会・委員会委員への弁護士の
推薦（13 団体），自治体職員を対象とした各種研修会への講師派遣（12 団体），自治
体の部門あるいは現場での職員向け法律相談担当弁護士の派遣制度（11 団体）であ
った。
そのほか，市民や児童生徒向けの研修会への講師派遣，条例規則等立案のための
助言・支援（6 団体），弁護士の任期付公務員採用について情報提供や助言，支援に

ついて興味を持つ自治体（6 団体）もあった。
事業部門に対する同様の質問では，審議会・委員会委員への弁護士の推薦よりも，
職員向け研修講師の派遣，あるいは部門別の職員向け相談担当弁護士の派遣が多く，
これに住民とのトラブルの仲裁人･調停人の推薦が続いている。さらに，総務部門で
はあまりニーズが認められない特定分野ごとの共同研究会や法律相談，事件処理担
当弁護士の紹介制度が第 4 位となっている。
（連携において弁護士会に期待される事業）
＜総務部門＞

1 自治体の部門レベル・現場レベルでの職員向け法律相談担当弁護士の派遣制度

11

2 各種審議会・委員会委員への弁護士の推薦

13

3

監査委員への弁護士の推薦，包括外部監査人又は包括外部監査人補助者（自
治法及び条例設置によるもの）への弁護士の推薦

0

5 各種研修会講師（自治体職員向け）の派遣

12

6 各種研修会講師（市民・児童生徒向け）の派遣

6

任期付公務員として弁護士を採用した自治体と採用に興味関心を持つ自治体と
の懇談会の開催

13

2

4 ミニ外部監査（自治体独自に行うもの）の支援

7

11

2
0
12
6

3

8 弁護士の任期付公務員採用や効果的な広報に関する情報提供・助言・支援

6

9 自治体内部の内部通報に関する窓口及び調査

2

3
6
2

10 住民からの苦情受付担当弁護士の紹介

3

11 住民とのトラブルの仲裁人・調停人の推薦

5

12 行政ＡＤＲ（裁判外紛争処理機関）の設置

2

2

13 り扱い，被災者の生活再建その他の支援策など）についての協議会の設置

2

2

14 自治体の内部統制制度の整備，コンプライアンス改善のための助言・調査・支援

2

2

15 自治体契約・公金支出の適法性調査のための助言・調査・支援

5

16 不祥事発生時における第三者調査委員会委員への弁護士の推薦

3

17 条例規則等立案のための助言・支援

6

自治体の防災及び自然災害時の対応のあり方（地域防災計画，災害弱者の個人情報の取

18

特定分野毎に自治体実務担当者と弁護士会との共同研究会，面談・電話による
法律相談，メールでの法律相談，及び事件処理担当弁護士の紹介制度

19 特になし

2
3

3
5

5
3
6
2
3

＜事業部門＞
福祉民生 土木 公営住宅 病院 学校教育 0
1 自治体の部門レベル・現場レベルでの職員向け法律相談担当弁護士の派遣制度

13

9

9

5

6

2 各種審議会・委員会委員への弁護士の推薦

6

2

4

1

5

0

0

1

0

0

4 ミニ外部監査（自治体独自に行うもの）の支援

0

0

0

0

1

5 各種研修会講師（自治体職員向け）の派遣

9

10

5

7

12

6 各種研修会講師（市民・児童生徒向け）の派遣

4

0

3

1

10

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

3

7

監査委員への弁護士の推薦，包括外部監査人又は包括外部監査人補助者（自治
法及び条例設置によるもの）への弁護士の推薦

任期付公務員として弁護士を採用した自治体と採用に興味関心を持つ自治体との懇
談会の開催

8 弁護士の任期付公務員採用や効果的な広報に関する情報提供・助言・支援

2

4

6

8

10

12

福祉・民生部門

9 自治体内部の内部通報に関する窓口及び調査

0

0

1

0

1

10 住民からの苦情受付担当弁護士の紹介

5

5

8

1

5

11 住民とのトラブルの仲裁人・調停人の推薦

8

8

8

3

7

12 行政ＡＤＲ（裁判外紛争処理機関）の設置

2

0

1

0

0

13 い，被災者の生活再建その他の支援策など）についての協議会の設置

1

1

0

0

0

14 自治体の内部統制制度の整備，コンプライアンス改善のための助言・調査・支援

1

2

0

1

2

15 自治体契約・公金支出の適法性調査のための助言・調査・支援

1

1

0

0

3

16 不祥事発生時における第三者調査委員会委員への弁護士の推薦

3

0

1

1

5

17 条例規則等立案のための助言・支援

2

3

2

0

1

11

2

5

3

7

0

6

3

1

2

自治体の防災及び自然災害時の対応のあり方（地域防災計画，災害弱者の個人情報の取り扱

18

特定分野毎に自治体実務担当者と弁護士会との共同研究会，面談・電話による法
律相談，メールでの法律相談，及び事件処理担当弁護士の紹介制度

19 特になし

土木部門
公営住宅部門
病院部門
学校教育部門

14

７

法曹資格を持つ自治体職員について
(1) 兵庫県内において，現に法曹有資格者を任用している地方公共団体は 2 団体であ
り，司法試験合格者を任用している地方公共団体が 1 団体との回答があった。また，
平成 25 年度中に採用する予定としている地方公共団体が 1 団体，具体的な採用計画
はないものの，採用に向けた検討を進めているとしている地方公共団体が 2 団体，
検討はしていないものの関心そのものはあるとしているとする自治体が， 15 団体
であったが，そもそも関心がないと回答した団体も 7 団体あった（いずれも総務部
門の回答）。
事業部門に対し同様の質問をした回答のうち，「関心がある」とした部門は 35％
であり，法曹有資格者の任用についてある程度の関心があることが認められた。

(2) 今後自治体が法曹有資格者を職員として任用するに際して，自治体の意思決定過
程の中で重視される要素については，首長の発案かどうか（4 団体），人事部門の意
見が前向きかどうか（3 団体），法務部門の意見が前向きかどうか(2 団体)との具体
的な回答があったものの，
「分からない」とする回答が多く（13 団体），具体的な採
用計画がない自治体が多いためか，どういった要素が重視されることとなるのかに
ついてのイメージをつかみきれていないように思われる。
(3) また，自治体において法曹有資格者の職員採用を検討するとした場合，採用に消
極的な意見として想定されるものとしては，顧問弁護士の存在及び活用を挙げる自
治体が最も多く（5 団体），同種の回答として，採用の必要性，有用性についての理
解を求める必要性が挙げられた（8 団体）。すでに述べたとおり，各自治体の顧問弁
護士に対する評価は高く，法曹有資格者の採用にあたっては，既存の顧問弁護士と
の相違，あるいは関係についての説明，及び採用の効果についての説明を求められ
る可能性が高いことが指摘されている。また，これに次いで任用コストや正職員の
定数管理が問題とされる可能性を指摘する自治体も多かった（17 団体）。このほか，
応募についての不安があるとの回答もある程度の数認められ（6 団体），弁護士会に
おける応募のバックアップの必要性があるものと考えられる。これに対し，弁護士
に対するマイナスイメージについて，これを問題視する自治体はなかった。
(4) 次に，法曹有資格者が任用された場合に活躍が期待されるとする分野は多岐にわ
たっている。総務部門からの回答によれば，現在顧問弁護士等が行う訴訟手続等の
代理業務（22 団体）だけでなく，これまで弁護士が活用されていない例規業務（12
団体），行政不服審査に関する業務（15 団体）のほか，原課からの日常的な法律相
談への対応等（14 団体），職員のコンプライアンス全般（10 団体）についても活躍
の場があるとの認識が多数となっている。
事業部門からの回答では，総務部門と同様訴訟手続等の代理業務が最も多かった
が，次いで公債権や私債権の管理・回収業務，行政対象暴力や不当要求への対応，
行政不服審査業務，原課からの日常的な法律相談があげられており，全般により密
着した業務への期待が強いということができる。事業部門ごとの集計では，特に病
院部門，学校部門において，いわゆるモンスターペイシェト，モンスターペアレン
トへの対応に有用性が期待されるとする回答が多く寄せられた。

（法曹有資格者の任用により成果が期待される業務）
＜総務部門＞

1 訟務
2 行政不服審査業務
3 例規業務
4 諸政策の企画・立案
5 公立学校における事故への対応
6 公立学校における苦情への対応
7 公立病院における事故への対応
8 公立病院における苦情への対応
9 行政対象暴力や不当要求行為への対応
10 公債権や私債権の管理・回収業務
11 児童虐待の防止に向けた取組強化
12 契約書の作成・チェック
13 住民向け法律相談
14 議会事務局
15 労働委員会の事務局
16 教育委員会の事務局
17 人事委員会の事務局
18 内部監査
19 内部統制
20 職員のコンプライアンス全般
21 原課からの日常的な法律相談への対応
22 職員研修
23 その他
24 特になし

22
15
12
4
4
3
3
2
11
13
3
10
6
1
0
0
0
0
2
10
14
7
0
2

22
15
12
4
4
3
3
2
11
13
3
10
6
1
0
0
0
0
2
10
14
7
0
2

＜事業部門＞
福祉民生

土木

公営住宅

病院

学校教育 0

10

12

10

2

4

2 行政不服審査業務

8

7

5

0

2

3 例規業務

1

2

2

1

1

4 諸政策の企画・立案

0

2

2

0

0

5 公立学校における事故への対応

0

0

0

0

7

6 公立学校における苦情への対応

0

0

0

0

8

7 公立病院における事故への対応

0

0

0

6

0

8 公立病院における苦情への対応

0

0

0

7

0

9 行政対象暴力や不当要求行為への対応

8

7

7

1

4

10 公債権や私債権の管理・回収業務

10

7

10

2

2

11 児童虐待の防止に向けた取組強化

6

0

1

0

9

12 契約書の作成・チェック

2

2

3

0

1

1 訟務

2

4

6

8

10

12

福祉・民生部門

13 住民向け法律相談

9

2

1

0

1

14 議会事務局

0

0

0

0

0

15 労働委員会の事務局

0

0

0

0

0

16 教育委員会の事務局

0

0

0

0

6

17 人事委員会の事務局

0

0

0

0

0

18 内部監査

1

0

0

0

0

19 内部統制

0

0

0

0

0

20 職員のコンプライアンス全般

5

3

2

2

1

21 原課からの日常的な法律相談への対応

9

7

2

1

3

22 職員研修

1

4

1

0

1

23 その他

0

0

0

0

0

24 特になし

3

3

4

0

5

土木部門
公営住宅部門
病院部門
学校教育部門

14

(5) 任用する法曹有資格者の実務経験の有無に関しては，現段階では判断が難しいと
回答した自治体が多かったが（13 団体），修習終了後の法曹有資格者を直ちに任用
するとした自治体はなかった。実務経験を求めると回答した自治体（7 団体）では，
5 年程度とする自治体が最も多かった（4 団体）。また，年齢については，ほとんど
の自治体が問題としないとの回答であった（18 団体）。
(6) 法曹有資格者を任用する場合に求められる人物像（自由記載）については，総務
部門からの回答を得ることはできなかったが，事業部門において，
「 相談のしやすさ」
をあげる地方公共団体があった。
(7) 自治体向けに任期付公務員に関する説明会を実施した場合の説明担当として各自
治体が希望するのは，特に任用された弁護士本人（18 団体），及び配属先上司（15
団体）であり，これに任用した人事担当者（13 団体）が続くという結果になってい
る。
８

まとめ
(1) 地方公共団体において生じる法的問題について，裁判所の利用に至らない行政不
服審査法上の不服申立，住民監査請求については，弁護士を利用せず，職員自らが
対応するケースが現状としては多いようである。
(2) 弁護士の地方公共団体への関与としては，顧問弁護士の委嘱という方法がとられ
ることが一般的であるが，係争案件について相談をするか否かについては，自治体
ごとにばらつきがみられた。既存の顧問弁護士に対する地方公共団体の評価は高い
ものの，顧問弁護士だけではなく弁護士会との連携を図ることについても，前向き
に評価する地方公共団体が総務部門，事業部門を通じて多かった。ニーズの内容と
しては，特に事業部門において，クレーム対応等，迅速性や現場対応を求める意見
が多く，事業部門ごとの専門家による相談を求める意見も多いことから，顧問弁護
士の活用に加え，これら事業部門のニーズに応えるような連携を図る必要があるこ
とを確認することができた。
地方公共団体との連携に当たっては，まず，弁護士会において実施可能な業務内
容を地方公共団体に周知すること，及び，弁護士会とのアクセスルートの確立をす
る必要性が認められた。また，地方公共団体からの法的ニーズそのものは相当程度
広範囲にわたっていることから，これらに応えるためには，弁護士会内における委
員会等の連携も必要になるものと考えられる。
(3) 法曹有資格者の任用に関しては，地方公共団体においてある程度の関心が認めら
れるものの，職員として任用することの有用性，顧問弁護士との役割との相違につ
いて，なお具体的なイメージが定着しているとまではいいがたい。したがって，弁
護士会において，任用された場合の成果あるいは問題点の検証結果等についての情
報提供に努める必要性があるものといえる。また，任用を前向きに考えている地方
公共団体の中には，応募等について不安があるとする回答もあることから，弁護士
会による情報提供等のバックアップにより，さらに任用を推進することができるも
のと考えられる。

第１８回弁護士業務改革シンポジウム

〈第２分科会〉

「スポーツ基本法と弁護士の役割」
～体罰・セクハラ・スポーツ事故の防止
グッドガバナンスのために～

第１章 基調報告
第２章 基調講演
～スポーツ界におけるグッドガバナンスとフェアプレーの精神～
第３章 海外調査報告
第４章 スポーツ団体の事業活動の適正に関するアンケート報告
第５章 パネリストの紹介
第６章 パネルディスッカション基調講演
～スポーツ不祥事を撲滅するための仕組みの構築～
第７章 総括と提言

資料編（付属のＣＤに収録）
資料２－１

「スポーツ基本法制定される」（自由と正義 2012 年 1 月号 63 巻）
「代理人弁護士によるプロ野球選手の契約更改」（自由と正義 2001

資料２－２
年 9 月号 52 巻）
資料２－３

「スポーツ仲裁」（自由と正義 2007 年 2 月号 58 巻）

資料２－４

「スポーツ基本法に向けての意見書」（2010 年 8 月 20 日）
「スポーツ基本法制定にあたりスポーツに関する基本的権利の明記

資料２－５
を求める意見書」（2011 年 3 月 10 日）
「スポーツ指導から暴力の排除を求める会長声明」（2013 年 2 月
資料２－６
13 日）

第１章
第１

基調報告
はじめに

2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致が決定した。子供たちはもちろん，
国民の多くがスポーツに対する夢と希望を共有することになった。なでしこジャパンの
2011年ＦＩＦＡワールドカップドイツ大会の優勝，昨年のロンドンオリンピックでの日本
人選手の活躍，また本年8月のイチロー選手の日米通算4000本安打達成は，我々に勇気と
感動を与えてくれた。
スポーツは，明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や個人の心身の健全な発達に必要
不可欠であり，人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは，大きな意義を有している
（スポーツの社会的価値）。しかし，その一方，スポーツにおける事故，いじめ，暴力，
セクシャルハラスメントや大相撲八百長事件などの競技団体の不祥事等々，スポーツの現
場において不公平・不公正な事象が発生し，スポーツにおける権利侵害が繰り返されてい
る。スポーツ団体が一般社会と異なる閉鎖的な部分社会であることや，チームや団体内に
おける上下関係から選手が権利侵害の事実を表明しにくいなどの理由で，その実態が表面
化せず，これらが放置されているのが現状である。スポーツにおける様々な権利侵害を防
止し，スポーツの健全な発展を図るためには，法の支配の確立が必要である。
東京オリンピックが決定したことにより，現在さまざまな不祥事が問題となっている
ことを忘れ，金メダル至上主義に走ることがあってはならない。オリンピックムーブメン
トと言われている。これを機に国・スポーツ団体・アスリート等が一致団結して日本のス
ポーツ界に新しい第一歩を踏み出さなければならない。
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スポーツ基本法とスポーツ団体のガバナンス

１

スポーツ基本法の施行から2年
2011年8月に，スポーツ振興法を全面改正するものとしてスポーツ基本法が施行さ
れ，2年が経過した。
スポーツ基本法は，「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは，全ての
人々の権利」と謳うとともに（前文），基本理念として，「スポーツを行う者に対し，
不当に差別的取扱いをせず，また，スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に
実施すること」（第2条8項）を掲げており，スポーツに関する活動が公正，適切に行
われることを求めている。そして，これを受けて，第5条は，「スポーツ団体の努
力」を定め，スポーツ団体の運営の適正の確保を努力義務として規定している。

２

スポーツ団体に求められるガバナンス
このように，スポーツ団体の努力義務が定められているのは，スポーツ団体の役割
の重要性が高まっているからである。
スポーツ基本法は，その前文において，スポーツは，①青少年の体力向上と人格形
成に影響を及ぼすこと，②地域社会の再生に寄与すること，③心身の健康の保持増進，

健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠であること，④我が国社会に活力を生み
出し，国民経済の発展に広く寄与すること，⑤我が国の国際的地位の向上に寄与する
ことを挙げて，その役割の重要性を述べている。このように，スポーツ基本法は，ス
ポーツの役割の重要性を認め，そのことから，スポーツに関する施策の策定及び実施
を国及び地方公共団体の責務とし（同法第3条，第4条），さらに，スポーツに関する
施策を実施するため必要な法制上，財政上又は税制上の措置その他の措置を講じるこ
とを政府の責務とし（同法第8条），その上で，国及び地方公共団体は，スポーツ団
体の行う振興のための事業に関し必要な経費を一部補助する（同法第33条，第34条）
としているのである。
すなわち，スポーツ団体は，もはや，かつてのような「同好の士の集まり」ではな
く，その果たすべき役割の重要性に照らし，社会に対して責任ある行動が求められる
と同時に，その重要性に鑑み，スポーツ団体の事業に対して公的資金が補助されるよ
うになっているのである。
だからこそ，スポーツ団体には，「スポーツの振興のための事業を適正に行うため，
その運営の透明性の確保を図るとともに，その事業活動に関し自らが遵守すべき基準
を作成するよう努める」（同法第5条2項）ことが求められているのである。
従って，スポーツ団体は，この努力義務を十分に認識し，これを満たすべく，事業
活動の透明性確保，基準の策定に取り組まなくてはならない状況におかれていること
を理解しなければならない。これは，要するに，スポーツ団体の組織のガバナンスを
向上させるということにほかならない。
３

スポーツ団体のガバナンスは向上しているか
ところが，スポーツ団体においては，スポーツ基本法施行後も，助成金の不正受給，
暴力，セクハラなどの不祥事が続いており，スポーツ団体の運営の適正が十分に確保
されているとは言いがたい状況にある。
とりわけ，本年初めに明らかとなった公立高校運動部活動における体罰事件と女子
柔道ナショナルチームにおける暴力問題は，社会的にも大きく取り上げられ，柔道で
は，助成金の不正受給や金銭管理の在り方も併せて問題となった。全柔連のこれらの
問題に対する組織としての対応は全く不十分であり，ガバナンスが極めて不十分であ
るとの厳しい指摘がなされ，全柔連は執行部や理事の入れ替えなど組織体制が揺らぐ
事態にまで発展している。

４

スポーツにおける法の支配の確立とグッドガバナンスの実現
柔道は，わが国伝統の競技であり，そのような競技の統括団体が抱える問題は，多
かれ少なかれわが国の競技団体に共通して存在する可能性がある。その意味で，全柔
連の組織上の問題点は，わが国のスポーツ団体のガバナンスの問題点を明らかにした
ものということができるであろう。
日弁連は，2010年8月20日，「スポーツ基本法の立法に向けての意見書」（資料24）を公表し，その中で，スポーツの分野はそもそも法の支配がおよびにくい背景及
び体質を有し，この分野において法の支配を確立すべき必要性が高いことを指摘して

いるが，ここでいう「法の支配が及びにくい背景及び体質」は，柔道のみならず，各
種競技に存在しているというべきである。
スポーツ団体は，今こそ，問題を克服してガバナンスを確立し，信頼を回復すると
ともに，より公正で適切な団体運営に努めるべきである。

第３
１

日弁連，各弁護士会の取組み

日弁連の取組み
日弁連は，プロ野球選手の契約更改における代理人問題を受け，1998年6月に弁護
士業務対策委員会（現弁護士業務改革委員会）にスポーツ・エンターテインメント法
促進プロジェクトチーム（以下，ＰＴという）を立ち上げ，以下，スポーツを巡る問
題につき取り組んできた。
(1) プロ野球選手の契約更改における弁護士による代理人交渉につき調査研究を行い，
2000年10月30日付で，日本プロ野球プロフェッショナル野球組織オーナー会議宛て
に要望書を提出した。2000年の契約更改では10人の選手が代理人による交渉を行っ
た（「自由と正義」vol.63（2001年9月号86頁～）（資料2-2））。
(2) （公財）日本体育協会日本スポーツ少年団と連携し，スポーツ事故の相談等スポ
ーツ少年団活動の法的支援のために全国の弁護士に働きかけ「ジュニアスポーツ法
律アドバイザー」制度を2004年に立ち上げた。現在登録弁護士は，約270名である。
年1度の研修会を開催しているが，必ずしも具体的な活動がなされているとは言え
ず，広報を含め，活動の充実を図ることが課題である。
(3) スポーツ法シンポジウム「スポーツビジネスの展開―北京オリンピックに向け
て」を，2007年11月21・22日に開催した。
このシンポジウムは，北京オリンピックを翌年に控え，ローエイシア，ローエイ
シア友好協会及び日弁連が主催し，中国，韓国の協力の下，アジア，太平洋地域か
ら法律家等の参加を得て，スポーツ法についての理解を深めるとともに，スポーツ
界における弁護士の役割拡大について議論した（ミネルヴァ書房，スポーツ法への
招待）。
(4) スポーツ基本法制定に向けて，スポーツ権の確立と法の支配が徹底されるよう活
動した。
① 「スポーツ基本法に向けての意見書」（2010年8月20日付）（資料2-4）の発表，
執行
② 民主党文部科学部門会議スポーツ政策ＷＴ・民主党スポーツ議員連盟合同会議
(2011年2月18日)に出席し，法の支配を中心に意見表明。
③ 「スポーツ基本法制定にあたりスポーツに関する基本的権利の明記を求める意
見書」（2011年3月10日付）（資料2-5）を発表，執行。
(5) 「スポーツ指導からの暴力の排除を求める会長声明」(2013年2月13日)（資料26）を発表。

２

各弁護士会の取組み（前掲，スポーツ法会の招待）
(1) 大阪弁護士会
同会では，2008年6月16日，プロ・アマを問わず，代表選手の選考やドーピング
問題などスポーツ選手が抱える問題を法律的に，かつ具体的な解決策を図るべく
「スポーツ･エンターテイメント法実務研究会」を発足させ，時宜に応じた問題に
つき，シンポジウムや講演会を開催するなど精力的に活動している。
(2) 愛知県弁護士会
同会では，2006年からプロ･アマを問わず，スポーツ事故，契約問題などスポー
ツに関する権利問題を中心に「名古屋スポーツ法研究会」を発足させ，スポーツ事
故，熱中症，代理人問題などにつき，シンポジウムや研究会を開催するなどの活動
をしている。
(3) 第二東京弁護士会
同会では，2007年7月に時宜に適ったスポーツ法問題を取り上げるべく「スポー
ツ法政策研究会」を発足させた。同会の特色は，同会だけでなく，東京弁護士会，
第一東京弁護士会の弁護士を横断的に組織するネットワーク型の研究会である。
「高校における特待生問題」，「アンチ･ドーピング問題」や契約問題等，幅広く
活動している。
(4) 横浜弁護士会
同会は，2013年4月1日，スポーツ法に関する研究研鑽に努め，個々の弁護士の経
験を交流する場とするべく，同会の専門実務研究会の一つとしてスポーツ研究会が
発足した。設立記念研修会では，横浜ＦＣ会長である奥寺康彦氏と，東京弁護士会
の望月浩一郎弁護士をお招きして講演をいただいたが，横浜開港記念会館の1階講
堂が埋まる大盛況であった。現在，75名の弁護士が研究会の会員として登録してい
る。今後は，神奈川県におけるスポーツ法分野の発展を目指し，行政等とも連携を
しながら，研究成果を発信していきたいと考えている。
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おわりに

スポーツ基本法は，「スポーツ権」を明記し，スポーツにおける「法の支配」の実現
を中核的理念としている。しかし，現実にはスポーツ基本法施行後も，スポーツ界におけ
る不祥事は後を絶っていない。我々，弁護士，弁護士会は，スポーツ基本法の根本的理念
である「法の支配」を具体的に着実にスポーツの現場に根付かしていかなければならない。
スポーツ界に「法の支配」を確立することは，弁護士の使命である。これまでの日弁
連，各弁護士会の活動を検証し，本シンポジウムの成果を踏まえて，スポーツにおけるグ
ッドガバナンスのために弁護士，弁護士会の果たすべき役割と取組みにつき検討・提言す
る。

第２章

基調講演
スポーツ界におけるグッドガバナンスとフェアプレーの精神
ロバート C.R.シークマン教授／博士
国際／欧州スポーツ法講座主任教授
エラスムス・ロースクール
エラスムス大学ロッテルダム
オランダ王国

はじめに
はじめに，遠国在住の私を日本までお招きいただき，スポーツ界におけるグッドガバ
ナンスについて皆様とお話する機会を与えてくださった本分科会の主催者の方々に改めて
厚く御礼申し上げます。私個人としては，今回のテーマはきわめて妥当なテーマだと考え
ております。スポーツにおける不正／腐敗行為といったテーマと密接な関係にあるため，
世界のスポーツ界において最近最も話題となっているテーマでもあります。しかし，スポ
ーツ界におけるグッドガバナンスについては，スポーツ統括団体と各アスリートの関係や，
各アスリートの権利および義務といった，私たちが目を向けるべき他の問題も存在します。
これらの他の問題については後ほどお話しますので，ここでは，はじめに，本日のテーマ
全般についていくつかお話ししたいと思います。
スポーツ界におけるガバナンスを改善し，グッドガバナンスを促進していくにはどう
すればよいでしょう？スポーツ界におけるグッドガバナンスに関する議論は，世紀が変わ
る頃から始まりました。その主な理由には，それまでは自明であった，国内外のスポーツ
統括団体の運営者や職員は所属する団体の憲章や規約に定められている規則に従い適切に
行動しなければならないという常識が通用しなくなり始めたことや，議論前のスポーツ界
で多くの不正／腐敗行為が発生し文書化されていたことがあります。ご存じのとおり，ソ
ルトレークシティ・オリンピック競技大会では，オリンピック招致を目指す各都市による
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）委員の買収問題が発覚しました。このため，オリンピ
ック・ムーブメントの運営統括団体であるＩＯＣでは，新たに就任したジャック・ロゲ会
長の下で，状況を改善するために必要な多くの取組みを行い，開催地選考手続をＩＯＣ委
員の独立性がより保たれるような手続へ変更しました。世界で最も規模が大きく重要なス
ポーツ・イベントには，オリンピック競技大会の他にもＦＩＦＡワールドカップがありま
す。しかしこれまでの状況を踏まえて考えると，開催地選考手続が公正に行われているか
どうかについては疑問視せざるを得ません。ＦＩＦＡについては，ＦＩＦＡ内部での腐敗
行為について書かれた『How They Stole the Game（盗まれたワールドカップ）』（デヴ
ィ ッ ド ・ ヤ ロ ッ プ 著 ， 1998 年 刊 ） や ， Ｆ Ｉ Ｆ Ａ 内 部 で の 贈 収 賄 に つ い て 書 か れ た
『 Foul! 』 （ ア ン ド リ ュ ー ・ ジ ェ ニ ン グ ス 著 ， 2006 年 刊 ） ， ま た 最 近 で は 『 FIFA
Maffia』（トーマス・キストナー著，ドイツにて 2012 年に刊行）を読みました。いずれ
の書籍も，ハイレベルで洗練された調査報道について描いている代表的な著作でした。

スポーツ界におけるドーピングの防止活動
スポーツ界では，従来，ドーピングが最大の問題となっています。このため，世界ア
ンチ・ドーピング機構（ＷＡＤＡ）が主導するドーピング防止活動が世界各地で継続され
ています。
ＷＡＤＡは，スポーツ界における主要機関であるＩＯＣ，各国際競技連盟（ＩＦ）お
よび各国政府の国際機関が密接に連携して設立した機関で，事実上，スポーツ界における
唯一の官民パートナーシップとして機能しています。長年の取組みから，スポーツ界にお
けるドーピング使用の防止活動は，国内外の各非政府組織（ＮＧＯ）が政府や国家から直
接的な関与および支援を受けることなく単独で実施することができない活動であることが
明らかとなりました。一般論としては，国家（政治）がスポーツへ直接関与することは慎
むべきですが，スポーツ界におけるドーピングは，一般社会（国家）レベルでも無視でき
ないほど大きな問題となっています。不正競争につながる行為を除けば，ドーピングの使
用は，社会全体で，公衆衛生を害し，若年アスリートにきわめて深刻な悪影響を及ぼしま
す。エリート・アスリートは世界中から多くの注目を集めるため，スポーツ界で起こって
いるドーピングに関する出来事は，エリート・アスリートを抱える国にとってもはや無視
できない問題となっています。これまでに発生したスポーツ界におけるドーピングの中で
最も注目を集めたのは，皆様もご存じのランス・アームストロングによるドーピングです。
ここで皆様にお薦めしたいのは，かつてプロの自転車選手であったタイラー・ハミルトン
と，ジャーナリストであるダニエル・コイルの共著した傑作である『The Secret Race,
Inside the Hidden World of the Tour de France: Doping, Cover-ups, and Winning at
all Costs（シークレット・レース：ツール・ド・フランスの知られざる内幕）』（2012
年刊）という書籍です。この書籍には，自分がドーピングしなくてもライバルのアスリー
トはするかもしれないというプロアスリートのジレンマが鮮明に描かれています。具体的
には，ドーピングをしなければ，自分が如何に他のアスリートより優れた天賦の才能を持
っているとしても，ドーピングをしたライバルには負けてしまうため，（ドーピングをせ
ずに）多大な努力やトレーニングを行って維持してきた競技生活にピリオドを打つか，ド
ーピングをして自身や家族の生計または競技生活を維持するかの間で悩むアスリートの姿
がはっきりと描かれています。しかしこのジレンマは，スポーツにおけるフェアプレーや
スポーツ倫理に照らして考えた場合，妥当なものでしょうか？前述の書籍には，ランス・
アームストロングの周囲は彼に勝って欲しいと考えていたが，彼自身は勝たなければなら
ないと考えていたと明記されています。彼はどうしても勝ちたかったため，あらゆる費用
を負担して，勝つためにし得るすべてのことを行いました。彼は最高のメンバーを揃えて
チームを結成した他，戦術的かつ心理的なあらゆる手段を講じてツール・ド・フランスの
各レースに影響を及ぼしました。彼が参戦していた当時のツール・ド・フランスは，勝者
が事前に分かってしまうようなレースばかりだったため，その人気に陰りが出ていました。
このことからも，事前に結果が予測できないことは，スポーツ人気を支えるのに必須の条
件であり，スポーツの中核を成す価値であるということができます。

不正／腐敗行為の撲滅
不正／腐敗行為は，ドーピング以上に，スポーツに対する信頼を低下させる行為とし
て，スポーツ界で新たに問題視され始めた行為です。
ドーピングは，スポーツ界における不正行為と比べ「容易に」発見および起訴できる
違法行為です。その理由は，競技の前後にアスリートに対し徹底的なドーピング・テスト
を実施することで防止できる行為だからです。では，組織的な犯罪として行われる，スポ
ーツ・ベッティングに関連する八百長を防止するには，特にどのような対策を講じたらよ
いでしょう？この種の八百長は，スポーツの中核を成すフェアプレーを侵害および毀損す
るため，外部からスポーツ界へ及ぶ脅威や危機の中でもより直接的なものとなります。こ
のため一部の専門家は，八百長の撲滅にも活用できるＷＡＤＡのような機構を設立しよう
という構想を支持および推進しています。またスポーツ統括団体が八百長を撲滅するため
の取組みを単独で効果的に実施する手段や能力を持ちあわせていないこと，団体の職員に
警察官や検察官と同等の権限がないこと，また団体の懲戒／裁定機関に刑事裁判所と同等
の権限がないことも，ＷＡＤＡのような官民パートナーシップの設立が求められている理
由となっています。

若年アスリートの保護
スポーツ界におけるガバナンスは，非常に多くの問題と関連するきわめて広範なテー
マです。多くの問題の中からはじめにお話ししたいのは，スポーツ統括団体の運営者や職
員が外部から悪影響を受けやすい状況で生じる，運営者や職員自身の役割や行動と関係の
ある問題です。この問題には，すでにお話しした，オリンピック競技大会やＦＩＦＡワー
ルドカップといった一大スポーツ・イベントの開催地選考と関係のある贈収賄問題があり
ます。一方，ドーピングや八百長といった問題は，スポーツ統括団体の各代表者自身と直
接関係のある問題ではなく，各アスリートと関係があり，各アスリートが処罰されること
となる問題です。これらの問題は，スポーツに対する信頼やスポーツの魅力を低下させる
ため，スポーツ統括団体の運営者や職員は，これらの問題に取り組む役割を果たす必要が
あります。運営者や職員による贈収賄は自制可能な問題ですが，ドーピングや八百長は，
第三者や団体以外の競技関係者が統制すべき問題です。
次にお話ししたいのは，各アスリートとスポーツ統括団体の関係に伴い生じる，各ア
スリートの法的地位，権利および義務に関する問題です。ここでは特に，若年アスリート
の保護についてお話しします。スポーツ統括団体は，トレーナーや監督と若年アスリート
との関係に代表される問題に対処する責任を負うべき機関のため，若年アスリートを保護
する役割を果たす必要があります。私は先日，最近母国にて刊行された，体操女子オラン
ダ代表チームの監督によるチームの運営方法について書かれている書籍を読みました。タ
イトルは『The Unfree Exercise』（2013 年刊）で，チームのメンバーであった 2 名の女
子選手が共著した書籍です。彼女達は，競技生活にピリオドを打った数年後に，自らが受
けたトレーニングの方法について真実を明らかにする決意をしました。私は，オランダの
ような文明国でこの書籍に書かれているようなことが行われていたことにとても驚きまし

た。トレーナーによる彼女達の扱いは，拷問も同然で，殴られる，精神的な脅しを受ける，
両親から引き離されるといった扱いを受けていました。また監督も，試合に勝利してメダ
ルを獲得するには，いかなる犠牲を払ってでも選手の生活を完全に統制する必要があると
考えていました。この書籍を読み，様々な検討を行った後に，私は，スポーツ界であるか
学校での普通教育であるかを問わず，トレーナーや教師が腕力および／または精神的影響
力を使って選手や生徒を完全に統制することは，無益で意味のない行為であり，虐待に相
当するため，関係者を刑法に基づき処罰すべきであるという結論に至りました。若年アス
リートには，監督から虐待された事実やその方法について公平な立場のスポーツ・オンブ
ズマンへ密告する権利および選択権を与える必要があります。またスポーツ・オンブズマ
ンは，アスリートから相談を受けた後に，アスリートの苦情を，アスリートに代わって関
連スポーツ統括団体の懲戒／裁定機関へ提起できる必要があります。

アスリートによる組合への加入
ここでは，アスリートが組合に加入する必要性に関する私の意見についてお話しした
いと思います。この組合は，監督やトレーナー，また所属スポーツ統括団体の首脳陣との
関係においてアスリートの利益を守るための活動をアスリートに代わって行ってくれる組
織です。スポーツ統括団体が，自発的に，またこれまで以上に積極的に，アスリートが置
かれている状況を改善し，トレーナーや監督の行動を統制する必要があることについては，
すでにお話しした体操女子オランダ代表チームの例からも明らかですが，同時にアスリー
ト側からも，スポーツ統括団体に対して改革を要請および強要していかなければ，何も変
わらないか，改革に長い時間がかかるという結果につながりかねません。またアスリート
は，すでにお話しした体操女子オランダ代表チームのケースに代表される異例の状況では，
必要に応じて集団ストライキを起こすことも検討しなければなりません。

行動規範
私たちがスポーツ界におけるグッドガバナンスについて法的な観点から議論する場合
には，国内で有効な行動規範（オランダ・オリンピック委員会が草案を作成した，スポー
ツ界におけるグッドガバナンスに関するオランダ王国の指針など）や国際的な行動規範
（20 数年前に，ブリュッセルで開催されたこの問題に関する国際会議に出席した際に規
範の草案が提示され，それについて議論が行われたことを覚えています）の草案作成を通
じてこれを行おうとする傾向にあります。これらの規範には，ガバナンスの透明性や団体
運営者の説明責任，またスポーツ統括団体の適切な資金調達などに関する多くの事項が定
められます。しかし私自身は，行動規範や類似の規範の草案を作成することが，スポーツ
界におけるグッドガバナンスについて議論し，ガバナンスを推進するのに適切な方法だと
いう確信を得られていません。
その理由は，草案作成が，外見を繕うだけの対応に見えることや，規範が，自明の事
実を再び述べたものに過ぎないことにあります。ではこれらの規範は，どのような法的効
果を有するのでしょう？スポーツ統括団体の正規の憲章や規約と同じ法的拘束力を有する

のでしょうか？この点について，前述の規範はスポーツ統括団体の倫理規程に類似のもの
として考えられています。前述の規範の内容は単なるソフト・ローに過ぎず，スポーツ統
括団体の運営やガバナンスに関する哲学と関係のある内容のため，精神的な内容と考えら
れます。通常，このような精神的な内容の規範は，既存の関係者の気持ちや考え方に影響
を及ぼすものであり，関係者が運営者または職員となる前に自分のものとすべき適切な思
考や運営の方法に関するものです。ここからは，私がかつて入会したスポーツ・クラブで
の出来事を交えてお話しします。ある若者が，模範となるサッカーを目指して練習を始め
た場合，若者は仲間との黙示的かつ明示的なやり取りを通じてフェアプレーとは何である
かを学びます。すると大人になり運営者となる頃には，公正で倫理的に問題のない素晴ら
しい運営者または職員となるために必要な方法が身に付きます。これまでは，このプロセ
スがうまく機能していたため，スポーツ統括団体の憲章や規約には，前述のような精神的
な内容は盛り込まれていませんでしたが，今日においては，前述の理想的なプロセスが機
能する状況が大幅に減少しました。
現在では，ほとんどのアスリートが，自身の啓発や豊かさのためだけに影響力，権限
および資金を求めるようになっています。このため，基本的かつ包括的なガバナンスとし
て行うべき全体の利益に関する取り組みが，スポーツ界だけでなく社会全体でも大幅に減
少しています。

代替案
私は，既存のスポーツ法や競技規則に従い，これらを適用および強制することが，現
時点で最良の解決策だと考えています。別の行動規範にスポーツ倫理やフェアプレーの精
神が盛り込まれていないことが明らかな場合でも，同じ行動規範の導入作業を行えば，ス
ポーツ倫理やフェアプレーの精神を明示的に再導入するための手続を実施しているかのよ
うに見せ掛けることができます。しかし私は，この方法は，問題に対処したように見せ掛
ける方法に過ぎないと考えています。それでも，現時点で主流となっている考え方を無視
することはできないため，私はここで妥協案を提示したいと思います。ただ私の提案につ
いて理解するには，その背景情報を理解することが不可欠なため，提案について具体的に
お話しする前に，現在私が実施しているスポーツ法に関する調査についてお話ししたいと
思います。
競技規則（Lex ludica）は，スポーツ法の一部分で，競技場での競技に適用される規
則と関係のあるものです。スポーツ・イベントは，いずれも競技規則がなければ開催でき
ないため，競技規則は，事実上，スポーツ法の中核を成す要素であると私は考えています。
法的にも，競技規則は，スポーツの基礎となる要素とみなすことができます。世界のどこ
で競技が行われる場合でも同じ競技規則が適用されるため，このような不変な規則が存在
しないと，各アスリートやそのチームは，国際試合を行うことができなくなります。たと
えば，国連加盟各国で行われるサッカー競技は，いずれも同じＦＩＦＡのサッカー競技規
則にしたがって行われます。にもかかわらず，現在では，競技規則に関する検討が国内で
も国外でも軽視されているという興味深い事実があります。その主な理由は，弁護士が，
競技規則を，当然のように，裁判所での正規の法的手続ではその内容をテストできないも

のとみなしていることにあります。私は，司法関係者によるこの判断に同意できなかった
ため，スポーツ法とは別のものとして考えられている競技規則について検討することを決
めました。サッカーは，世界で最も競技人口の多いスポーツであり，私自身も，かつては
街路で，ビーチで，また公式競技場でサッカーをプレーしていたため，私は，サッカーの
競技規則から分析を始めました。私はサッカーのプレーヤーでもあったため，競技におい
てサッカーの競技規則がどのように適用されるかについても知っています。サッカーの競
技規則についてじっくり検討した後に，サッカーの競技規則の中に他のスポーツの競技規
則を参考にしている部分があるかどうか（あるとすれば，他のスポーツの競技規則を参考
にしたことで，サッカーの競技規則の有効性がどの程度高まったか）について疑問を持っ
た私は，次に，サッカーの競技規則と他のスポーツ（特にチーム・スポーツ）の競技規則
の比較調査を行いました。
サッカーの競技規則について適切に理解するため，はじめに私は，適切な理解には，
追加情報として競技規則の歴史を理解することが不可欠であるという結論に至りました。
1974 年には，かつてＦＩＦＡの会長であったサー・スタンリー・ラウスとドナルド・フ
ォ ー ド が ， 関 連 情 報 が 非 常 に 詳 し く 記 載 さ れ て い る 『 A history of the Laws of
Association Football』と題された書籍を出版しました。この書籍には，たとえば，サッ
カーにはなぜオフサイドに関する規則が設けられているのかに関する情報や，1863 年に
イングランドサッカー協会が初めて一連の競技規則を導入して以降，オフサイドに関する
規則がどのように改良されてきたかに関する情報などが盛り込まれていました。またこの
書籍には，前述の情報以外にも多くの興味深い情報が盛り込まれていましたが，ここでは
その中の 1 つであるファウルと不正行為に関する規則についてお話しします。この規則は，
懲罰および制裁（処罰）に関する規則で，私を含む皆様がかつて学んだ刑法の基本を思い
出させる内容です。書籍には，ファウルは，過去においては意図的な行為でなければなら
なかったと記されていましたが，これは何を意味するのでしょう？また意図的でない行為
も含まれている現在の規則は，その歴史を踏まえた場合，そのように解釈できるのでしょ
う？
1978 年には，ＦＩＦＡの審判員講習を担当していたトップ講師であるスタンレー・ラ
ヴァーが，『Association Football Match Control』と題されたＦＩＦＡ公式推薦書籍を
出版しました。
ラヴァーは，この書籍の中で，フェアプレーの精神の重要性について何度も強調して
いました。またラヴァーは，すべての選手が安全かつ平等に競技を楽しめるようにするこ
とが，フェアプレーの精神の基本原則であると述べています。これらの原則の詳細につい
ては，書籍に記載されているため，ここでは説明しません。むろん私が一番検討したかっ
たのは，サッカーの競技規則に，フェアプレーの精神がどのような形で盛り込まれている
かという点であったため，この観点からサッカーの競技規則を検討し，規則本文の内容を
踏まえて判断すると，競技規則には，ある程度のフェアプレーの精神が黙示的な形でのみ
盛り込まれていると判断できるが，現時点では，フェアプレーの精神は競技規則の本文に
明示されておらず，どのような形で明示するかが検討されている状況であるという暫定的
な結論に至りました。フェアプレーの精神は，英国の紳士だけがサッカーをプレーしてい
た時代を起源とする，サッカーの哲学ともいうべき精神です。サッカーにおいては，フェ

アプレーの精神に似たスポーツマンらしく振る舞うという原則も，競技の中核を成す原則
となっています。また私自身は，1950 年代にサッカーを始めて以降，フェアプレーの精
神に則った教育を受けてきました。
サッカーの歴史においては，競技の職業化に伴いフェアプレーの精神が徐々に損なわ
れていきました。競技は徐々に商業化され，トップレベルにおけるサッカーはマネー・ゲ
ームとして一大産業を築いています。たとえば，スタンレー・ラヴァーは，1978 年に出
版したその著作で独立した章を設け，反則すれすれの巧妙なプレーや不正行為について詳
しく説明しています。私には，サッカーの競技規則に別の行動規範を付加することを求め
る気はありません。その理由は，サッカーの競技規則に欠けているのは，競技の目的や，
プレーヤーが尊重および遵守し審判が強制すべき規範および価値観（すなわち，フェアプ
レーの精神）が明示されている前文だと考えているためです。サッカーの競技規則の本文
の前には，関係者が必ず考慮すべきフェアプレーの精神に関する事項を明示する必要があ
ります。この前文は，審判が競技中に規則を適用する際に大いに役立つものとなります。
またプレーヤーにとっても，この前文は，スポーツマンシップに反する行為や競技を軽視
する姿勢が処罰の対象となることを知る手段となります。この前文は，全当事者を拘束す
る競技規則と不可分の正式な事項となるため，サッカーの職業化が進む時代において従う
べき，フェアプレーの精神，競技規則の精神，スポーツ倫理に関する誤解をなくすことが
できます。この種の前文は，一般的な法律や条約にも日常的に盛り込まれています。また
この種の前文は，競技規則の社会的背景や制定目的に関する説明にも使えるため，きわめ
て有用なものです。
それではここで，スポーツ界におけるグッドガバナンスの概念を，スポーツの競技規
則内の適切な場所へ盛り込むことに関する私の提案および提言についてお話しします。グ
ッドガバナンス，スポーツ倫理，スポーツの精神などについてこれまでに明らかとなった
事項が議論の余地が生じない明確な方法で（または黙示的な方法で）記載されている前文
を，（サッカーに代表されるスポーツの）競技規則だけでなく，国内外のスポーツ統括団
体のあらゆる憲章や規約に盛り込む必要があります。なおこのアプローチには，正式な根
拠がなければスポーツに関する規則や規制を容易に回避できなくなるという利点もありま
す。なお懲戒／仲裁機関は，関連する前文の内容を踏まえて理解すべき本文の内容に基づ
き懲戒や紛争に関する決定を下す必要があります。
私の説明は以上です。皆様，ご清聴いただきありがとうございました。

経歴
高校を卒業し，ライデン大学でスラヴ言語と法律を学ぶ。
アムステルダムの大学で博士号（1988）を取得し，国連平和維持活動部隊寄与国の法的地
位を手掛ける。
ハーグの T.M.C. ASSER 研究所国際欧州法の研究部長。その後，新設された ASSER 国際ス
ポーツ法センターのディレクターに就任。
2002 年，編集長として The International Sports Law Journal (ＩＳＬＪ)を始め，新設
された ASSER International Sports Law Series の編集長を務める。
2012 年 6 月，ASSER 研究所を退所。
2010 年，エラスムス大学ロッテルダムの法科大学院で国際欧州スポーツ法の教授に就任。
当年，エッジヒル大学（イギリス）のスポーツ法研究センター客員教授に就任。
2010 年，ジャカルタ（インドネシア）に設立されたハーグ国際スポーツ法アカデミー
（ＨＩＳＬＡＣ）のゼネラルコーディネーターとなる。
スポーツ法の分野における主な出版物
"Introduction to International and European Sports Law - Capita Selecta", T.M.C.
Asser Press, The Hague 2012.
"Lex Sportiva: What is Sports Law?"(2012)（共同編集）
過去 10 年間，オランダの国内外で，スポーツ法に関する多数の会議やセミナーを開催。
特に近年，中国の複数の大学で講義。
欧州委員会の多数のスポーツ法律関連の比較研究を行い，複数のＥＵ加盟国で組織される
欧州委員会のＥＵスポーツ法セミナーに参加。
チームスポーツの試合における法に関する比較研究による追求のために"Lex Ludica:
Soccer Rules Revisited"を執筆中。
これまでの 50 年間にオランダのいくつかのアマチュアサッカークラブでプレー。主な関
心は，スポーツ，特にサッカー。

第３章 「スポーツ団体のグッドガバナンスに向けた取り組みと弁護士の役割」
に関する海外調査（ヨーロッパ）報告
第１

海外調査の目的と概要

2013 年は，全日本柔道連盟や日本野球機構の不祥事が明るみに出たことなどにより，
我が国スポーツ界における，競技団体の適正な運営（グッドガバナンス）の必要性が，こ
れまで以上に叫ばれている年であるといえる。
このようなスポーツにおける競技団体のグッドガバナンスの必要性は，日本のみなら
ず海外でも同様に叫ばれてきた。特にＩＯＣやＦＩＦＡなどといった大規模な国際競技団
体が本拠を置くヨーロッパ地域では，1998 年に発覚したソルトレイク五輪招致をめぐる
金銭スキャンダル以降，競技団体のグッドガバナンスをいかに実現するかが，盛んに議論
され，研究され続けてきた。
我が国でも大相撲をめぐる一連の不祥事（大麻問題，野球賭博問題，八百長問題等）
が社会に衝撃を与えたことなどを受けて，スポーツ団体のガバナンスのあり方が問われる
ようになり，2010 年 8 月 26 日に文部科学省が公表した「スポーツ立国戦略－スポーツコ
ミュニティ・ニッポン－」の「4」に「スポーツ界における透明性や公平・公正性の向
上」として，スポーツ団体のガバナンスを強化し，団体の管理運営の透明性を高めるべき
ことが述べられている。そして，その中では，具体的なガバナンス強化のための施策とし
て，スポーツ団体の代表，学識経験者等による有識者会合を設置した上で，団体の組織運
営体制の在り方についての指針となるガイドラインを策定することと，そのようなガイド
ラインに基づくスポーツ団体の体制整備の状況を，国の団体に対する補助金，スポーツ振
興基金・スポーツ振興くじ助成の内容等に反映することなどが述べられている。2011 年
に制定されたスポーツ基本法にも，スポーツ団体がその事業活動を適正に行う努力義務が
明確に規定されている。
しかしながら，冒頭に述べた状況から，我が国は，未だに競技団体のグッドガバナン
スが確立しているとはいえない状況である。よって我が国が，今後いかにして競技団体の
グッドガバナンスを実現していくか，そのために弁護士が果たすことのできる役割は何か
を検討するため，我々は，スポーツにおけるグッドガバナンスの先進国であるヨーロッパ
を調査の対象に選定し，スポーツガバナンスの専門家や，スポーツ法を専門とする弁護士
等との面談による調査を行った。今般の海外調査の概要は以下の通りである。

調査日程：2013 年 5 月 27 日（月）から 30 日（木）
調査団メンバー
桂 充弘（大阪弁護士会／第 18 回弁護士業務改革シンポジウム運営委員会委員長）
酒井 俊皓（愛知県弁護士会／第 18 回弁護士業務改革シンポジウム運営委員会副委員長）
山崎 卓也（第二東京弁護士会／同第２分科会メンバー／海外調査担当責任者）
菅原 哲朗（第二東京弁護士会／同第２分科会メンバー）
伊東 卓（第二東京弁護士会／同第２分科会メンバー）
白井 久明（第二東京弁護士会／同第２分科会メンバー）
堀田 裕二（大阪弁護士会／同第２分科会メンバー）
調査訪問先
訪問先

肩書等または所属団体

オランダ(5/27-28)
Frans de Weger弁護士

オランダサッカークラブ連盟

Jan Loorbach弁護士

オランダ弁護士会会長
元オランダオリンピック委員会理事

Rob Siekmann教授

エラスムス大学ロッテルダム・国際／欧州スポーツ法講
座主任教授(前Asser国際スポーツ法センター長)

Karen Jones研究員ほか

Asser国際スポーツ法センター

Wil van Megen弁護士

国際プロサッカー選手会（FIFPro）

イギリス(5/28-29)
Sean Hamill教授

ロンドン大学バークベック校
ヨーロッパスポーツガバナンスマスター学術研究委員

Mikkel Larsen氏

Sports and Recreation Alliance

David Lampitt氏

Supporters Direct

Daniel Geey弁護士

Field Fisher Waterhouse 法律事務所

ベルギー(5/30)
Gianluca Monte氏

欧州委員会(EC) スポーツ部

フランス(5/30)
Juan de Dios Crespo Perez
弁護士
Stefano La Porta弁護士

Ruiz-Huerta & Crespo法律事務所(スペイン・バレン
シア)／欧州ハンドボール協会仲裁人
Gallavotti Honorati de Marco & Partners法律事務
所(イタリア・ローマ)／UEFA顧問弁護士

Patricia Moyersoen弁護士

Patricia Moyersoen法律事務所(フランス・パリ)／国
際サッカー弁護士会会長

第２

調査対象者からの聴取内容・調査結果

以下，各調査対象者からの聴取内容・調査結果について簡単に報告する。
１ Frans de Weger 弁護士
Frans de Weger 弁護士は，オランダの著名なスポーツ法弁護士であり，2007 年に
出版されたＦＩＦＡのＤＲＣ(Dispute Resolution Chamber, 紛争解決室)の判例を分
析した書籍‘The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber’の著者で
もある。現在は，オランダサッカークラブ連盟に所属し，会員である 36 のプロサッ
カークラブを対象に選手契約に関する紛争解決その他の法的アドバイスを行っている。
同弁護士からの主な聴取内容は以下の通りである。
オランダのトップスポーツはサッカーであり，サッカーでは，クラブライセンス
システム（健全な運営のできるクラブのみがリーグの試合に参加できるとするシ
ステム）や紛争解決システム（仲裁機関）も整備されているし，クラブの連盟が
社内弁護士を雇う経済的余裕もある（アヤックスなどクラブで社内弁護士を雇っ
ている場合もある）が，サッカー以外のスポーツの競技団体は，そのような余力
はなく，従ってオランダではスポーツ法に強い弁護士がまだ少ない（オランダに 1
万人いる弁護士の中でスポーツの仕事に関わっている弁護士は 20 人程度）。
サッカー以外のスポーツを対象とする仲裁機関もオランダにあるが，競技団体から
信頼されておらず，取扱件数が少ないため，スポーツ法に精通する弁護士が育たな
いという悪循環に陥っている。ただ大学のスポーツ法のクラスなどによってスポー
ツ法の弁護士が少しずつ育っていくことが期待される（de Weger 氏もそこで競技
団体にスカウトされた）。
２

Jan Loorbach 弁護士
Jan Loorbach 弁護士は，身長 2 メートル 17 センチの元バスケットボール選手であ
り，1971 年に弁護士資格を取得した後，元選手の経験を買われて 1980 年にオランダ
バスケットボール協会の理事に就任し，その後オランダオリンピック委員会理事など
も務めた異色の弁護士である（現在オランダ弁護士会会長も務めている）。同弁護士
からの主な聴取内容は以下の通りである。
オリンピック委員会の理事在任期間中に，代表選手選考基準の策定や，競技団体の
グッドガバナンスに関するガイドライン（13 にわたる推奨項目を内容とするも
の）の策定に関与した（後者は現在では競技団体が遵守すべき規則として採用され
るに至っており，遵守しないと競技団体への補助金が支給されないというペナルテ
ィを伴うものとなっている）。
またオランダオリンピック委員会在任中には，各競技団体が個別に行うことが難し
い，ドーピングやセクハラ問題に関する懲戒手続を取り扱う機関を設立し，現在，
40 近くの競技団体に利用されている（なお指導者が選手に対して行うセクハラに
ついては，被害者が秘密裏に告発できる窓口が用意されており，そこに相談ができ
るようになっている）。
オランダでは日本で言われているような深刻な体罰はまず存在しない。

３

Rob Siekmann 教授
Rob Siekmann 教授は，世界的に著名なスポーツ法の研究所である Asser 国際スポ
ーツ法センターの前所長であり，現在はエラスムス大学ロッテルダムの国際／欧州ス
ポーツ法講座主任教授である。多くのスポーツ法関連書籍・論文を執筆している世界
有数のスポーツ法研究者であり，11 月 8 日に行われる第 18 回弁護士業務改革シンポ
ジウム（第 2 分科会）における基調講演者でもある。同教授からの主な聴取内容は以
下の通りである。
スポーツの商業化に伴ってドーピングや金銭の不正利用といった不祥事が生じ，そ
こから競技団体のグッドガバナンスという議論につながってきているが，大切なこ
とは，そもそもスポーツにおける基本的精神は何かを再確認することではないかと
思う。規則が多数できるほどそうした本質は見えにくくなりがちだからである。
例えばサッカーの競技規則にしても大切なことはフェアプレーの精神といった基本
理念であり，その視点が欠けると規則の正しい解釈は生まれない。そうした精神を
前文に入れるなどの対処が必要。
グッドガバナンスを実現するための行動規範，チェックリストを作る試みが行われ
ているが，基本精神が確認されないまま，チェックリストだけ遵守するという姿勢
になってしまっては本当のグッドガバナンスは実現されない。
体罰にしても，スポーツは楽しむものという基本精神が再確認されれば，そうした
ことは起こるべきでないことが確認されるはずである。自ら成長しようとするアス
リートに体罰を行うことは無益で意味のないことであり，単なる虐待である。指導
者との契約にそのような基本精神を盛り込むなどの対処が必要。

４

Karen Jones 研究員ほか（Asser 国際スポーツ法センター）
Karen Jones 研究員は，Asser 国際スポーツ法センターにて，スポーツ法関連のセ
ミナー開催やスポーツ法雑誌“International Sports Law Journal”の編集などを担当
しているアメリカ人研究員である。我々との会議には Marco van der Harst 研究員
（欧州スポーツ法，選手の移籍制限などを研究），Ben van Rompuy 研究員（スポー
ツにおける独禁法，八百長などを研究）なども同席した。国際司法裁判所もあるハー
グという土地柄，Asser Institute では様々な国際法を取り扱っていて（国際スポー
ツ法センターもその一環），国際的なコネクションも強く，会議後の懇親会には，在
オランダの長峯安政日本大使も出席された。
主な聴取内容は以下の通りである。
体罰の効果的防止手段としては，体罰を行った人物の名前の公表などが考えられる
だろう。
また金銭の不正流用などに備えて予算をモニターすることは大変だが，不祥事が発
覚した場合に競技団体への補助金を削減するなどの方法は比較的実現が容易で，か
つ効果的であろう。
コーポレートガバナンスに関する様々な事項が参考になる。権限の分配，役員の任
期制限など。
競技団体のマネジメントはプロの人間によって行われる必要がある。例えば日本の

相撲で力士が組織の長になっている理由が，ただ単にいい力士だったからというだ
けであれば信じがたいことである。ただし，重要なのは権限の分配が行われること
であり，元力士が長であっても，弁護士などの専門家がいてチェックアンドバラン
スが行われれば問題はないであろう。
５

Wil van Megen 弁護士（国際サッカー選手会-ＦＩＦＰｒｏ）
Wil van Megen 弁護士は，国際サッカー選手会(ＦＩＦＰｒｏ)の法務を担当する弁
護士である。ＦＩＦＰｒｏとは，現在世界約 50 カ国のプロサッカー選手会がメンバ
ーとして加盟している世界最大規模の国際的な選手会の連合組織である。ＦＩＦＰｒ
ｏは，1995 年のボスマン判決（契約期間満了後の移籍に移籍金を課すという移籍制
限制度がＥＣ法違反とされた判決）を勝ち取って以来，急速に交渉力を高め，1999
年には選手を代表する世界的な組織としてＦＩＦＡに承認されるに至り，その後，Ｆ
ＩＦＡが全世界的に適用する選手の移籍等のルールの制定に全てステークホルダーと
して関与している。
主な聴取内容は以下の通りである。
グッドガバナンスの実現と団体自治のバランスの確保は重要な課題である。競技団
体の運営を完全な団体自治に任せると，往々にして行きすぎた権利制限などが生ま
れ，その結果，選手等の利害関係人からの様々な法的アタックを受けることになる。
その例がボスマン判決であり，こうした選手側からのアクションにより，団体自治
が制約され，グッドガバナンスが実現する例がある。
またボスマン判決以降，ＦＩＦＰｒｏとの合意に基づいて，ＦＩＦＡにＤＲＣとい
う紛争解決機関が 2001 年に設立された。これは選手契約などに関する国際紛争に
ついて，全世界のクラブ側・選手側からそれぞれ同人数選ばれた仲裁人が裁定する
という制度で，スポーツ界のグッドガバナンスという意味で革新的な制度となって
いる。
団体自治が行きすぎて選手の権利が制限される例は今もたくさんある。例えばドー
ピングの厳格責任は刑事法の無罪推定の原則に反しているし，居場所情報提供義務
はプライバシーとの関係で問題がある。また選手の人種差別的発言に対する制裁に
ついて競技団体の手続と国家の刑事手続が抵触するなど，団体自治の限界的事例も
ある。
オランダではお金のない人向けの法律扶助制度があり，スポーツ事案でも使われる
ことがある。また，オランダのサッカー選手会では会員選手に，訴訟も含めて弁護
士を無料で使うことができるサービスを提供している。

６

Sean Hamill 教授
Sean Hamill 教授は，スポーツガバナンスを専門とする著名なイギリスの学者で，
ＵＥＦＡフットボールマネジメントプログラム講師なども務めている。
主な聴取内容は以下の通りである。
ＩＯＣのソルトレイク五輪のスキャンダルもそうだが，英国でスポーツのグッドガ
バナンスが叫ばれるようになったきっかけは，競技団体の運営者がマネジメントの

素人であったために，支給された補助金が不明な使途に使われるなどの事件が発生
したからである。ここから英国政府が関与し，競技団体が最低限のガバナンス条件
を満たさない限り，資金は渡せないとされるようになった。
イングランドサッカー協会も，意思決定機関の不備のため，利害関係人間の抗争が
長く続き，それが 2018 年ワールドカップ招致失敗の一因にもなった。
ヨーロッパでもスポーツがプロフェッショナルに運営されるようになったのは 90
年代に入ってからである。
コーポレートガバナンスでも言われていることだが重要なことは権限の分配，つま
り権力が 1 人に集中しないことである。しかしＦＩＦＡは権力がブラッター氏に集
中している。しかも理事は全員非常勤であり，理事会も年 2 回しか行われない。そ
の結果Ｗ杯招致をめぐる不正な利益供与というスキャンダルが発生した。
このような問題を個人の倫理観の問題という人もいるが，むしろ組織構造の問題で
ある。組織ガバナンスがしっかりしていれば問題は起きにくくなる。そこにおいて
弁護士が果たす役割は大きい。法的にしっかりしたガバナンスが実現されなければ
利害関係人から法的アタックを受けることになり，結局組織がダメージを受けるこ
とになる。スポンサー，補助金等，スポーツに大きなお金が入ってきている今，こ
のようなグッドガバナンスは喫緊の仮題である。
スポーツは団体自治という理念の下，特殊なルールによって運営されており，他の
業界では独禁法が適用されるような行為についても，スポーツの特殊性という観点
から許されている場合があるが，それもグッドガバナンスが履践されているという
前提がなければ正当性を保ち得ない。
７

Mikkel Larsen 氏（Sports and Recreation Alliance）
Mikkel Larsen 氏は，イギリスの 320 以上の競技団体を会員とする，競技団体の統
括組織である Sports and Recreation Alliance（ＳＲＡ）のガバナンス関連業務の
担当者である。ＳＲＡでは，競技団体向けのガバナンス関連のサポートや，会員相互
のネットワークの構築，競技団体のためのロビー活動などを行っている。
主な聴取内容は以下の通りである。
イギリスの競技団体はＵＫスポーツとスポーツイングランド（またはスポーツウエ
ールズ，スポーツスコットランド，スポーツ北アイルランド）という異なる 2 団体
からそれぞれ資金提供を受けており，その条件として一定のガバナンス要件を遵守
することが求められている。ただし，ＵＫスポーツは五輪での金メダル獲得数を増
やすことが目標であるのに対して，スポーツイングランドは競技人口の増加，国民
の健康維持が目標であり，従って 2 団体から競技団体に課せられる要件もそれぞれ
異なる。
競技団体は所定のガバナンス条件に関する自己評価を行って，これをアップロード
し，2 団体それぞれの担当官の審査を受ける。
ＳＲＡが考えるガバナンスの重要なポイントはしっかりとした理事会の構築である。
またコーポレートガバナンスと異なるスポーツガバナンスの特徴は，組織を超えた
ガバナンスが必要という点，具体的には会社でいう顧客に該当する人の声を聞く必

要があるという点である。ボランティアに支えられている組織があるという点も特
殊な点である。
ＳＲＡでは競技団体向けに「グッドガバナンスのための 7 つの原則」を策定した。
7 つの原則とは，①インテグリティの遵守，①理事会の役割の策定・評価，①団体の
目的と戦略の策定，①多様なスキル・経験を持つメンバーがバランスよく含まれる
理事会と独立した専門家による客観的運営，①明確な基準に沿った適正な運営，①
説明責任と透明性確保，①自らの団体の国際的，国内的位置付けの正しい理解，で
ある。このような原則の策定は，政府が競技団体を対象とした規制を行おうとして
いた際に，団体自治，団体の独立を守るためのアクションとして行ったものであっ
た。従って，この原則の遵守は各団体に委ねられており，これらをそのまま遵守す
るか，あるいは遵守しない場合はその理由を説明するという姿勢が各団体に求めら
れている。つまりそのようにして各団体がガバナンスと向き合い，団体自治の理念
の下，自分の団体にあったガバナンスを確立することが重要と考えている。
競技団体向けに適切な人材を紹介したり，人材教育のプログラムを用意したり，モ
デル規則などの書式を用意するなどのサポートも行っている。
また弁護士費用を払えない団体のためのサポート制度も作った。具体的には，10
件の登録法律事務所が各年間 5000 ポンド分の無料サービスを提供する仕組みにな
っており，小さな団体の内部規則の作成や懲戒手続の整備などに使われている。ま
た弁護士に依頼するかどうか判断できない団体のために，20 分の無料電話法律相
談サービスも行っている。この 10 件の事務所を選定するにあたっては，スポーツ
法の経験，スポーツの特殊性の理解の有無などを面接審査した。各事務所にとって
はＳＲＡ推奨の事務所というお墨付きをもらえることがメリットとなっている。
８

David Lampitt 氏（Supporters Direct）
David Lampitt 氏は，ファン（サポーター）の団体である Supporters Direct（Ｓ
Ｄ）の代表である。ＳＤはサッカー，ラグビー，アイスホッケーといったスポーツの
クラブ運営において，ファンの声を適正に反映させることなどを目的とする団体であ
り，スポーツにおけるグッドガバナンス実現の一翼を担うに至っている。Lampitt 氏
は会計士でもあり，また以前はイングランドサッカー協会に 6 年在籍し，財務，懲戒，
移籍などの問題を取り扱っていたため，ガバナンスに関する豊富な実務経験を有して
いる。
主な聴取内容は以下の通りである。
2007 年のＥＵホワイトペーパーにおいて，スポーツのグッドガバナンスの重要性
が説かれ，さらに 2011 年には，ＥＵは，競技団体が団体自治(独自の規則制定権限
等)を認められるための条件としてグッドガバナンスが必須であると表明した。
そこでは団体自治といえども一定の法の制約を受けるということ，民主的運営，透
明性・説明責任，利害関係人を包含する意思決定システム，健全な財務がグッドガ
バナンスの要素としてあげられている。
イングランドサッカー協会在籍中に，選手の移籍に関する金銭のやりとりの透明性
を確保するため「クリアリングハウス・システム」(クラブが移籍に関して払う移

籍金，エージェント手数料を，協会の口座を通じて支払わせる仕組み)を導入した。
これを行うにあたっては，そのような仕組みを導入することの合法性の検討と利害
関係人との協議を行うことを重視した。
イギリスでは，指導者の性犯罪から児童を保護するために，指導者の情報が管理さ
れており，例えばサッカーで不祥事を起こした指導者がラグビーの指導者となって
再び不祥事を起こすといったことがないよう犯罪歴のモニターが行われている（調
査結果によっては指導できないようにする権限も与えられている）。
競技団体においては，これまで利害関係人を包含した適切な意思決定が行われない
ことが多かったが，サッカーでは過去 7 年でサポーター，監督，審判が参加できる
ようになり改善されてきている。多くの利害関係人に影響を及ぼす事項を一部の者
が決めるのは適切でないということが，グッドガバナンスとの関係で重要である。
関係者が増えると判断のスピードが遅くなる可能性があるが，意思決定の構造，責
任の分担，専門を明らかにするなどにより解決できる。また，問題の性質に応じて，
迅速に決めるか慎重に決めるかを分けるということも考えられる。
スポーツに大きな金額が投入されている今，団体自治が適正に行われているかにつ
いて，団体側からアドバイスするという立場と，外部から追及する立場の双方で弁
護士の役割が重要である。
９

Daniel Geey 弁護士
Daniel Geey 弁護士は，大手法律事務所に所属する傍ら，ブログその他の形で多く
の論稿を発表している，サッカーを中心とするスポーツ法の専門家である。
主な聴取内容は以下の通りである。
サッカーにおいても団体自治に基づいて制定された業界独自ルールが，ＥＵ法等と
の関係で適法かという問題が様々な形で生じている。
1995 年のボスマン判決もその一例であるが，最近でも，選手の移籍に関する経済
的権利を第三者が保有することを禁止する制度，ＵＥＦＡのファイナンシャルフェ
アプレー（クラブが自身の収入以上の出費をしてはいけないという規則），クラブ
のオーナーになるための資格制限など，グッドガバナンスやインテグリティという
観点から求められる制度の合法性が問題となっている。
また home grown player rule という自国の代表選手を育てるためのルールも，Ｅ
Ｕ法との関係で問題となっており，ＦＩＦＡは「その国の国籍を持つ選手」を一定
以上先発させなければならないとする制度を導入したいと思っているが，国籍によ
る差別を禁止するＥＵ法から許されないという見解から，ＵＥＦＡは「自国で育っ
た選手(イングランドで育ったスペイン人選手など外国籍選手を含む)」とする制度
を導入し，結果的に本来の趣旨から外れるという事態が生じている。

10

Gianluca Monte 氏（欧州委員会(ＥＣ) スポーツ部）
Gianluca Monte 氏は，欧州委員会のスポーツ部の政策担当者である。
主な聴取内容は以下の通りである。
現在，ＥＵ加盟国向けのガバナンスガイドラインを作成中である。

2009 年発効のリスボン条約 165 条で，スポーツに関するＥＵの権限，責務が定め
られて以降，スポーツにおけるグッドガバナンスに関するプロジェクトが 2012 年
から開始されている。
競技団体といっても，小さなアマ団体から，大きな国際団体までが含まれる。その
ため要求されるガバナンスのレベルは違ったものになる可能性がある。
ガバナンスの基準の中には，民主的な運営（定期的に選挙を行い，立候補をオープ
ンに行い，人材の多様性を確保する），透明性・説明責任，利害関係人を適切に含
んだ意思決定手続，倫理規定の制定，公平な第三者機関による紛争解決手続などが
含まれる。
また各国のベストプラクティスについての情報を集め，提供するなどのサポートも
行っている。
ＥＵ加盟国といってもドイツとマルタでは事情が全く異なるので，各国ごとの多様
性をふまえた活動が重要であると考えている。
グッドガバナンスは，八百長，ドーピング，暴力その他いろいろな問題を解決する
にあたっての根源の問題であり，そのような認識を普及していくことが必要と考え
ている。今後も継続的にセミナーやトレーニングの場を提供していく予定である。
11

Juan de Dios Crespo Perez，Stefano La Porta，Patricia Moyersoen 各弁護士
3 弁護士はそれぞれスペイン，イタリア，フランスのサッカーを中心としたスポー
ツ法を専門とする弁護士である。
主な聴取内容は以下の通りである。
スペインでは，競技団体はそれぞれ独自の紛争解決機関を有しており，その上訴も
スポーツのために作られた独自の機関が取り扱っている。1986 年にスポーツ選手
の契約に特化した法律が作られ，肖像権料についても受領額の 15％が上限という
ルールが定められている。またドーピング法も 2013 年 4 月に制定された。
スペインにはスポーツ法の業務を行う弁護士が多数いて活動範囲は南米にも及ぶ。
スポーツ弁護士会の会員も 1000 人以上に上る(全ての人がスポーツ法専門というわ
けではないが)。またスポーツ法，スポーツマネジメントに関する大学院のコース
も 50 以上ある。つまり毎年 200 人以上の卒業生が大小の競技団体，クラブなどに
送り込まれていることを意味する。ＦＩＦＡ，ＵＥＦＡ，バスケットボールのＦＩ
ＢＡなどもそのようなマスターを開設しており，そうしたところで学んだ人たちが
業界に散らばることで共通言語ができ，スポーツ界の協議，交渉は容易になる。日
本でもそのようなことを広げていくことが必要だと思う。
イタリアでは 1999 年以降，多くのサッカークラブが財政破綻し，リーグに参加す
るクラブライセンスの発給が拒否される例が続出し，かつその決定に対する不服申
立てを，裁判所にするクラブがあったり，スポーツ紛争解決機関にするクラブがあ
ったりと混乱した。そのため双方の管轄を整理しようということになり，グラウン
ド上での競技規則の適用や懲戒手続等については競技団体の専属管轄とされた。
イタリアのオリンピック委員会であるＣＯＮＩは，指示に従わない競技団体のルー
ルなどを強制的に変更できる強い権限を持っている。実際 2012 年にも，意思決定

手続における利害関係人の議決権のバランスについてＣＯＮＩが行った指示に従わ
なかったイタリアサッカー協会が，規則をＣＯＮＩに強制的に変更させられたとい
う事例があった。
イタリアにもドーピング法が刑事法として存在する。ただし検査拒否自体は犯罪と
されないなどＷＡＤＡ規程との違いもある。
フランスはスポーツを公的なものととらえて法制度が作られており，競技団体に対
する訴訟は一種の行政訴訟と扱われる。その背景には 1 つのスポーツに 1 つの競技
団体しか認められていないという独占性と強大な権限という点がある。ただし関係
者と締結する契約は私契約でありその意味では競技団体は私的団体としての性格も
持つ。団体内部の選挙手続に関する紛争は民事紛争として扱われる。
フランスはスポーツに関する特殊な規制が多く，ＦＩＦＡなどの競技団体が作った
国際ルールの中にはフランスでは有効とされないものもある。特にスポーツ選手が
労働者と扱われる関係で，労働法との抵触という問題を気にする必要がある。
フランスでは 20 年ぐらい前までは，10 人前後しかスポーツを取り扱う弁護士がい
なかったが，今は 50 人ぐらいいると思う。また現在はスポーツ法に関する大学，
大学院のコースがたくさんあり，多くの新しいスポーツ弁護士が生まれつつある。
競技団体の決定に対しても，昔は従うしかないというのが基本的な選手のメンタリ
ティだったがそれも変わってきている。弁護士の役割はますます重要になっていく
であろう。

第３

まとめ

短期間で非常に多くの，しかも一流のスポーツ弁護士，学者等から最先端の情報を得
られた今回の海外調査は大変有意義なものであった。スポーツガバナンスの最先端を行く
ヨーロッパでさえも，グッドガバナンスに向けてのシステム構築は比較的最近はじまった
ばかりのものであり，かつまだ発展途上の段階にあるといえる。ということは，我が国も
まだその動きに十分キャッチアップする余地があり，かつ，それを追い越すことさえ不可
能ではないということを意味する。重要な点は，①スポーツの競技団体も「法の支配」の
下にあるということと，②団体自治とスポーツの特殊性の尊重という観点から一定の特別
扱いはされうるものの，その特別扱いは団体のグッドガバナンスが実践されていることが
不可欠の前提であるということの 2 点である。その 2 点のいずれの観点からも，弁護士が
果たすべき役割は大きいといえる。
団体自治・スポーツの特殊性を尊重しながら，スポーツ界の法の支配を実現するとい
う容易ではない仕事を，我が国の弁護士が勇気と適正なバランス感覚をもって実践すれば，
我が国スポーツ界は，アジアのみならず，世界に冠たるスポーツ先進国として，その名を
刻むことができるようになるであろう。

第４章 「スポーツ団体の事業活動の適正に関するアンケート」に対する回答集
計結果報告
第１

アンケートの趣旨と目的

今般のアンケートの目的は，第 1 に，スポーツ基本法の施行により，スポーツ団体には
事業活動を適正に行う努力義務が課せられることになったが，スポーツ団体がこの努力義
務をどこまで果たしているのかを調査し，現時点での取組状況を明らかにすることである。
また，第 2 に，スポーツ団体における取組状況が不十分であるとしたら，どのような点が
不十分なのかを明らかにすることである。第 3 に，スポーツ団体におけるグッドガバナン
スの実現について，スポーツ団体が弁護士・弁護士会に求めていることや，弁護士・弁護
士会が果たすべき役割を調査することである。
そして，これらの調査によって，スポーツ団体におけるグッドガバナンスを実現するに
は，弁護士・弁護士会がスポーツ団体に対してどのようなサポートをすればよいのかを明
らかにし，これを今後の弁護士・弁護士会の取組につなげることによって，スポーツ団体
のグッドガバナンスの実現に結びつけることである。

第２

アンケートを送付した団体数と回収率

アンケートの送付先は，スポーツ団体の全国組織の 115 団体である。これには，競技の
統括団体（いわゆる国内競技連盟＝ＮＦ）が多く含まれている。その中には，日本オリン
ピック委員会や日本体育協会の加盟団体が当然含まれているが，それ以外にも，オリンピ
ック競技や国体競技でない競技も対象にしている。また，競技連盟だけでなく，その上部
団体（日本体育協会，高体連，中体連）なども含まれている。
アンケート実施期間は，2013 年 4 月 10 日から 5 月 31 日までであり，49 団体から回答
があった。回答率は，43％である。半数弱の回答率であるが，ガバナンス向上のためには，
より多くの団体からの回答が望まれるところである。
なお，本年 6 月に日本スポーツ振興センター法が改正され，「スポーツに関する活動
が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うこと」が日本スポーツ振興
センターの業務の範囲に加えられたことから，今後は，日本スポーツ振興センターが同様
のアンケート調査を継続して実施することが検討されてよいであろう。

第３

アンケート回答の集計と分析

１ スポーツ基本法第 5 条 2 項に規定されたスポーツ団体の努力義務の認識について
（問 1）
【問 1】2011 年にスポーツ基本法が施行され，同法第 5 条第 2 項において，スポーツ団体
は，事業を適正に行うため，その運営の透明性の確保を図るとともに，その事業活動
に関し自らが遵守すべき基準を作成するよう努めるものと定められました。貴団体
は，この努力義務を認識していましたか。

①

認識していた

42

②

認識していなかった

5

無回答

2

スポーツ基本法が定めるスポーツ団体の努力義務を認識していたとする回答が
86％を占めた。スポーツ基本法が制定され，法律上の義務として定められたのである
から，スポーツの全国団体としては，これを認識しているのが当然というべきもので
あり，ほとんどの団体がそのような回答をしたことは当然といえる。
しかし，認識していなかったとの回答も 10％あり，スポーツ団体のガバナンスに
対する意識がまだ十分には浸透しきっていないことが窺われる。
２

スポーツ基本法第 5 条 2 項に応じた対策の実施状況について（問 2～問 4）

【問 2】2011 年 8 月のスポーツ基本法の施行後，このアンケート回答までの間に，貴団体
において，同法第 5 条第 2 項に定められた努力義務（「団体運営の透明性の確保」及
び「団体の事業活動に関する基準の整備」）に関して，新たに対策を講じましたか。

①

何らかの対策を講じた

34

②

全く対策を講じていない

11

無回答

4

【問 3】貴団体において，今後，スポーツ基本法第 5 条第 2 項に定められた努力義務
（「団体運営の透明性の確保」及び「団体の事業活動に関する基準の整備」）に関し
て，何らかの対策を講じる予定がありますか。

①

具体的に対策を講じる予定がある

15

②

具体的に対策を講じる予定はないが，検討はしている

11

③

④

スポーツ基本法制定前から対策を講じているので，
具体的に対策を講じる予定はない
過去にも具体的対策を講じていないし，

17

1

今後も対策を講じる予定はない

無

無回答

3

そ

その他

2

【問 4】問 3 で過去にも具体的対策を講じていないし，今後も対策を講じる予定はないと
回答した団体にお聞きします。対策を講じない理由は何ですか。【複数回答可】

① 必要だと思わないから

1

② どう対策を講じてよいかわからないから

0

③ 人員が足りないから

0

④ 財政的余裕がないから

0

⑤ その他

1

問 2 では，スポーツ団体の努力義務に応じて，このアンケート回答までの間にすで
に対策を講じたとする回答が 69％に達した。また，問 3 で，今後について尋ねたと
ころ，具体的に対策を講じる予定があるとの回答が 31％，具体的に対策を講じる予
定はないが検討はしているとの回答が 22％であった。これに，以前から対策を講じ
ているので具体的に対策を講じる予定はないとの回答が 35％あり，何らかの対策を
講じ，あるいは今後講じようとしている団体が全部で 88％に達している。
なお，問 3 で，過去にも具体的対策を講じていないし，今後も予定はないとの回答
が 1 団体あったが，その団体に対し，問 4 でその理由を尋ねたところ，競技スポーツ
ではない（試合をするスポーツではなく，選手選考もない）との回答であった。確か
に，そのような団体については，競技スポーツの団体と比較すれば，それと同程度の
ガバナンスの強化は必要がないかもしれない。しかし，いわゆる草の根スポーツの団
体であっても，何らかの助成を受けているのであれば，ガバナンス対策を何ら講じな
くてよいということにはならないと思われる。もとより，助成を受けているのであれ
ば，それは健康増進や地域振興，生涯スポーツの推進などのために重要な役割を担っ

ているとの理由に基づいて公金が投入されているわけであり，そうであれば，競技ス
ポーツであろうとなかろうと，団体のガバナンスの強化の必要性はあると思われる。
３ スポーツ基本法第 5 条 2 項に応じた取組をなすにあたり望まれるサポートについ
て（問 5）
【問 5】貴団体において，スポーツ基本法第 5 条第 2 項に定められた努力義務（「団体運
営の透明性の確保」及び「団体の事業活動に関する基準の整備」）に取り組むにあた
って，省庁あるいはその他の団体から，どのようなサポートがあればよいと考えます
か。【複数回答可】

①
②
③
④
⑤

具体的にどのようなことをすればよいかについて
ガイドラインの制定と公表
セミナー・講習の実施
分からないことが出てきた場合に
気軽に相談できる相談窓口の設置
弁護士その他法律の専門家の紹介
不祥事があった場合の対応などに関する
広報の専門家の紹介

30
19
32
6
8

⑥

経理その他財務面の専門家の紹介

3

⑦

補助金の支給

9

⑧

その他

2

問 5 では，団体のガバナンス強化に取り組むにあたって，必要と思われるサポート
を尋ねた。最も多かった回答は，気軽に相談できる相談窓口の設置であり，32 団体
であった。次いで，具体的にどのようなことをすればよいのかについてガイドライン
の制定と公表が 30 団体，セミナー・講習の実施が 19 団体，補助金の支給が 9 団体，
不祥事があった場合の対応などに関する広報の専門家の紹介が 8 団体，弁護士その他
法律の専門家の紹介が 6 団体，経理その他の専門家の紹介が 3 団体，それぞれ回答が
あった。
気軽に相談できる相談窓口の設置に関する要望が多く寄せられており，ガバナンス
の強化に取り組むスポーツ団体に対するサポートの必要性は高いと考えられる。しか
し，これと比較すると，広報，法律，経理などについての専門家の紹介の要望は高く
ない。サポートの必要性が高いにもかかわらず，スポーツ団体においては，専門家の
紹介の必要性は必ずしも高くないと考えられているということになるが，これは，敷
居の高さゆえに，専門家によるサポートが具体的に認識されていないのではないかと
思われる。
また，ガイドラインの制定と公表についても，要望が多く寄せられている。これは，
どのようにしてガバナンス強化に取り組むかのノウハウの問題であり，スポーツ団体

は，このノウハウがわからないと感じているということができよう。
セミナー・講習の実施も要望が多いが，これもノウハウの伝授であり，スポーツ団
体がノウハウの伝授を求めていると考えられる。
スポーツ団体からの要望が高かった「気軽に相談できる相談窓口の設置」及び「ガ
イドラインの制定と公表」「セミナー・講習の実施」は，速やかに実現されるべきで
ある。これらの実施を日本スポーツ振興センターが担っていくことが考えられてよい
であろうが，日弁連で取り組んでいくことも一つの方法であろう。なお，ガイドライ
ンに関しては，日本スポーツ仲裁機構で，すでに「ガバナンスガイドブック」を作成
してホームページ上で公表しているが，より周知を広め利用促進を図ることが必要で
あろう。また，小規模団体を含めた多くの団体が取り組みやすいよう，ＥＵにおける
ガイドラインに関する取組を参考にするなどして，比較的緩やかなガイドラインを新
たに制定することも検討されてよいであろう。
必要なサポートとして，補助金支給との回答も 9 団体から寄せられており，スポー
ツ団体全般に対する財政支援がまだ十分でない現状が窺われる。直接的に競技力を向
上させる事業に対する助成が必要であることはもちろんであるが，不祥事などのマイ
ナス効果を予防するための事業に対する助成についても，今後はその充実を図ること
が検討されるべきであろう。
４

「事業活動に関し自らが遵守すべき基準」の策定について（問 6～問 7）

【問 6】スポーツ基本法第 5 条第 2 項において，スポーツ団体は，「事業活動に関し自ら
が遵守すべき基準」を作成するよう努めるとされていますが，貴団体は，この「基
準」を定めていますか。

①

定めている

41

②

定めていない

7

無回答

1

【問 7】問 6 で「基準」を定めていると回答した団体にお聞きします。どのような「基
準」を定めていますか。定めている基準をご回答ください。【複数回答可】

①

役員の任用に関する基準

38

②

選手登録に関する基準

29

③

代表選手の選考に関する基準

26

④

団体の規程に違反した者に対する
処分に関する基準

⑤

その他

31
7

基準を定めていると回答した団体が 84％（41 団体），定めていないと回答した団
体が 14％（7 団体）であった。
基準を定めていると回答した団体が定めている基準として回答が多かったのは，役
員任用に関する基準（38 団体）であり，以下，団体の規程に違反した者に対する処
分に関する基準（31 団体），選手登録に関する基準（29 団体），代表選手の選考に
関する基準（26 団体）と続いている。その他と回答した団体が 7 団体あるが，その
うち 5 団体は倫理規程を挙げている。
このように，ほとんどの団体で基準を定めていると回答しているが，一部の団体は
基準を定めていないと回答した。大半の団体では，団体活動に関する基準を策定して
団体の活動の透明性の確保に努めているが，一部には対応の遅れている団体が存在し
ている。対応が遅れているこれらの団体は，小規模であったり，事業活動の範囲が限
られているなどの事情で対応できていないものと推測されるが，そのような事情があ
っても対応ができるよう，ガイドラインの策定やサポートの制度が必要であろう。
５

団体運営に関する情報の公開及び広報について（問 8～問 9）

【問 8】貴団体では，団体運営に関する情報を公開していますか。公開している情報をご
回答ください。【複数回答可】

①

団体内の規程

41

②

選手登録の基準

24

③

代表選手の選考基準

17

④

団体の規程に違反した者に対する処分の基準

23

⑤

役員会の運営に関するルール

24

⑥

役員の任用基準

26

⑦

団体の経理・財務の処理結果

43

⑧

その他

6

【問 9】貴団体では，広報に関する専門の担当者またはアドバイザーがいますか。

①

専門の担当者またはアドバイザーがいる

24

②

専門の担当者またはアドバイザーがいない

24

無

無回答

1

団体運営に関する情報で公開しているものとして，最も多かった回答は，団体の経
理・財務の処理結果（43 団体）であり，次いで，団体内の規程（41 団体）であった。
これらの情報は，団体の基幹をなす情報と言え，ほとんどの団体ではこれらの情報を
公開していると回答している。
これに対し，役員の任用基準（26 団体），選手登録の基準（24 団体），役員会の
運営に関するルール（24 団体），団体の規程に違反した者に対する処分の基準（23
団体）については，公開している団体が減少し，アンケートに回答した団体の約半数
となる。代表選手の選考基準になると，これを公開していると回答したのは，17 団
体とさらに減少する。
団体運営の基幹となる情報についてはほとんどの団体が公開しているが，団体内部
の活動にまで踏み込んで公開している団体は，まだ半数程度にとどまっているといえ
よう。
団体の広報について，専門の担当者またはアドバイザーがいると回答したのは 24
団体であり，ほぼ半数であった。国内競技団体を中心として，規模の大きな団体では
広報について専門の担当者またはアドバイザーを置いて積極的に取り組んでおり，そ
のような団体が約半数に及んでいるが，残る約半数の団体は，広報に関しそこまでの
対応をするには至っていないことが窺われる。
６

団体の経理・財務の外部チェックについて（問 10）

【問 10】貴団体では，団体の経理・財務について公認会計士などの外部有識者からチェ
ックを受けていますか。

①

チェックを受けている

44

②

チェックを受けていない

4

無

無回答

1

団体の経理・財務について，公認会計士などの外部有識者からのチェックを受けて
いると回答した団体が 90％（44 団体）に達した。なお，受けていないと回答した 4
団体のうち 1 団体は，監事が経理の専門家であると回答している。
経理・財務に関しては，情報公開についても多くの団体が対応しており，外部チェ

ックと合わせて，対応が比較的行き届いているものと思われる。
７

団体の意思決定への多様な意見の反映について（問 11～問 12）

【問 11】貴団体では，団体の意思決定について多様な意見が反映されるような制度上の
工夫を行っていますか。

①

行っている

42

②

行っていない

5

無回答

2

【問 12】問 11 で団体の意思決定について多様な意見が反映されるような制度上の工夫を
行っていると回答した団体にお聞きします。貴団体はどのような制度上の工夫を行っ
ていますか。【複数回答可】

①

選手が団体の意思決定に参加している

8

②

外部の有識者を役員に選任している

35

③

諮問委員会，顧問など団体の意思決定を
チェックする外部有識者を選任している

20

④

理事などの役員について改選制限を設けている

23

⑤

理事などの役員の選任基準を策定している

26

⑥

その他

4

団体の意思決定について多様な意見が反映されるような制度上の工夫を行っている
との回答が 86％（42 団体），行っていないとの回答が 10％（5 団体）であった。
制度上の工夫を行っていると回答した団体に対して，その制度上の工夫の内容を尋
ねたところ，最も多かった回答が，外部の有識者を役員に選任しているとの回答で
35 団体であった。次いで，理事などの役員の選任基準を策定しているとの回答が 26
団体，理事などの役員について改選制限を設けているとの回答が 23 団体，諮問委員
会，顧問など団体の意思決定をチェックする外部有識者を選任しているとの回答が
20 団体であった。これに対し，選手が団体の意思決定に参加しているとの回答は，8
団体にとどまっている。
役員や顧問などに外部有識者を採用し，団体の意思決定に外部有識者を関わらせる
団体が比較的多くなっている。外部有識者が自由な立場で様々な意見を述べ，それが
団体の意思決定に反映されているのであれば，外部有識者の採用は意義のあることと
いえよう。スポーツ団体においては，指導者と選手，先輩と後輩といった関係から上
命下服の傾向が強く，組織において異なる意見を述べることが難しい傾向があると考

えられるから，スポーツ団体では，外部有識者を採用する意義が高いと考えられる。
もっとも，外部有識者の意見を団体の実質的な意思決定に反映させることがなく，
外部有識者を形だけお飾りで採用するのであれば，まったく意味はないことになる。
多様な意見の反映という観点からは，単に外部有識者を採用しているかどうかだけで
なく，積極的に意見を述べる人材が採用されているかどうか，団体内に自由に意見を
述べることができる環境が整えられているかといったことが重要であることを改めて
指摘しておきたい。
役員の選任基準の策定，改選制限の設置については，採用している団体は約半数で
ある。役員の長期固定化を避けることにより，多様な意見を反映されるようにしてい
るわけであるが，そのような団体は多くはない。団体役員として適任の人材を確保す
ることが容易でないといった事情も影響しているのではないかと推測される。
選手が団体の意思決定に参加している団体は，まだ少数にとどまっている。選手は，
会員として団体を構成し，重要な利害関係を有しているにもかかわらず，団体の意思
決定に関わることは多くない。指導者と選手との間に支配・被支配の関係があること
が影響しているのではないかと思われるが，選手は団体の意思決定に重要な利害関係
を有しているのであるから，その意思決定に何ら関与しないというのはいかがかと思
われる。とりわけ，女子柔道における暴力事件に鑑みると，女子選手の意見は十分に
は反映されていないのではないかと思われ，選手，とりわけ女子選手の意見を反映す
る制度の工夫が，今後，検討されていくべきと思われる。
８

不祥事等に対応する場合の第三者委員会の設置について（問 13～問 14）

【問 13】貴団体では，過去に事件，不祥事などが起きた場合における事実究明，解決案
策定などの必要から，外部有識者機関や第三者委員会などの機関を設置したことはあ
りますか。

①

設置したことがある

14

②

設置したことはない

34

無回答

1

【問 14】問 13 で外部有識者機関や第三者委員会などを設置したことがないと回答した団
体にお聞きします。貴団体が外部有識者機関や第三者委員会などを設置しなかった理
由は何ですか。【複数回答可】

①

設置を必要とする事件，
不祥事等が起きたことがなかった

24

事件，不祥事が起きたことはあるが，
②

その程度が軽微であるため，
外部有識者機関や第三者委員会などを

4

設置する必要がないと思った
事件，不祥事が起きたことはあるが，
③

これに対する対応が十分とられていると
判断したため，外部有識者機関や

8

第三者委員会などを設置する必要がないと思った
事件，不祥事が起きたことがあり，
④

外部有識者機関や第三者委員会などを
設置する必要があると思ったが，

1

依頼すべき有識者を知らなかった
事件，不祥事が起きたことがあり，
⑤

外部有識者機関や第三者委員会などを
設置する必要があると思ったが，

0

その運営の方法が分からなかった
事件，不祥事が起きたことがあり，
⑥

外部有識者機関や第三者委員会などを
設置する必要があると思ったが，

0

費用の余裕がなかった
⑦

その他

2

不祥事等に対応するために外部有識者機関や第三者委員会などの機関を設置したこ
とがあるとの回答が 29％（14 団体），設置したことがないとの回答が 69％（34 団
体）であった。具体的に設置された機関として，裁定委員会，倫理委員会，コンプラ
イアンス委員会といった回答が見られたほか，国体参加資格に関する第三者委員会
（日本体育協会），柔道女子暴力的指導に対する第三者委員会（全日本柔道連盟），
スポーツ振興センター助成金問題に関する第三者委員会（同），ガバナンスの整備に
関する独立委員会（日本相撲協会），特別調査委員会（同），暴力団等排除対策委員
会（同）など，報道等でもよく知られたケースについての回答があった。
設置したことがないと回答した団体に対し，その理由を尋ねたところ，不祥事等が

起きたことがないとの回答が 24 団体，不祥事等が起きたが対応が十分とられている
ため設置の必要がないと思ったとの回答が 8 団体，不祥事等が起きたが軽微なため設
置の必要がないと思ったとの回答が 4 団体であった。これに対し，不祥事等があり設
置の必要があると思ったが依頼すべき有識者を知らなかったとの回答が 1 団体であっ
た。なお，設置の必要があると思ったが運営方法がわからなかった，あるいは，費用
の余裕がなかったとの回答はなかった。
不祥事等が発生した場合に，外部有識者機関や第三者委員会などを設置して，団体
外部の第三者である有識者に事実調査をさせるケースは，近年増加している。客観的
な見地から専門的知見に基づく判断をさせることにより，不祥事等に対し適切に対応
しようとするものであり，とくに，社会的に注目されるケースでは設置されることが
多い。アンケート回答は，このような近年の動きに沿ったものとなっている。
回答の中で問題があると思われるのは，不祥事等があり設置の必要があると思った
が依頼すべき有識者を知らなかったとの回答が 1 団体からあったことである。競技人
口の少ない小規模な団体ではこのようなこともありうるであろう。しかし，不祥事に
対する調査が不十分であれば，再発防止も不十分とならざるを得ないから，このよう
な対応は問題と言わざるを得ない。相談窓口を設置したり弁護士を紹介する制度を設
けて，このような団体をサポートする必要があると考えられる。
９

スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決について（問 15～問 17）

【問 15】スポーツ基本法第 5 条 3 項では，スポーツ団体は，「スポーツに関する紛争に
ついて，迅速かつ適正な解決に努める」ことが求められていますが，貴団体では，具
体的な紛争解決はどのように行っていますか。

①

団体内部の紛争解決機関により行っている

17

②

日本スポーツ仲裁機構により行っている

15

③

その他外部の紛争解決機関により行っている

2

④
⑤

特定の紛争解決機関を使うことはなく，
個別の案件毎に決めている
その他

14
8

【問 16】問 15 で団体内部の紛争解決機関によりスポーツ紛争の解決を行っている場合に
おいて，その紛争解決のための判断を行うのは，どのような人ですか。

①

②

③
④

団体の代表や理事会などしかるべき決定機関が

12

選任した，団体内部の役員など団体関係者
団体の代表や理事会などしかるべき決定機関が

10

選任した，団体外部の有識者などの第三者
一定のリストの中から個別紛争ごとに

3

紛争の当事者から選ばれる中立な第三者
その他

2

【問 17】問 15 で団体内部の紛争解決機関によりスポーツ紛争の解決を行っている場合に
おいて，紛争の当事者がその紛争解決機関の決定に不服がある場合，その不服申し立
ては，どの機関が取り扱うことになっていますか。

①

団体内部の上訴機関が取り扱う

4

②

日本スポーツ仲裁機構が取り扱う

10

③

その他外部の紛争解決機関により行っている

2

④

特定の上訴機関を使うことはなく，
個別の案件毎に決めている

⑤

その他

8
2

紛争解決を団体内部の紛争解決機関により行っているとの回答が 17 団体と最も多
く，次いで，日本スポーツ仲裁機構により行っているとの回答が 15 団体，個別の案
件毎に決めているとの回答が 14 団体，その他の外部の紛争解決機関により行ってい
るとの回答が 2 団体であった。
紛争解決を団体内部の紛争解決機関により行っていると回答した団体に対し，紛争
解決のための判断をする人について尋ねたところ，団体内部の役員など団体関係者と
の回答が 12 団体，団体外部の有識者との回答が 10 団体，個別紛争ごとに当事者から
選ばれる中立な第三者との回答が 3 団体であった。
また，紛争解決を団体内部の紛争解決機関により行っていると回答した団体に対し，
不服申し立てを取り扱う機関について尋ねたところ，日本スポーツ仲裁機構が取り扱
うとの回答が 10 団体，個別案件ごとに決めているとの回答が 8 団体，団体内部の上
訴機関が取り扱うとの回答が 4 団体，その他の外部の紛争解決機関により行っている
との回答が 2 団体であった。
スポーツ基本法第 5 条 3 項は，スポーツ団体は，スポーツに関する紛争について，

迅速かつ適正な解決に努めることとされている。適正な解決というためには，中立性
のある機関がルールに基づいて判断することが必要であると考えられる。日本スポー
ツ仲裁機構が紛争解決機関とされているのであれば，迅速適正な解決が期待できる。
しかしながら，日本スポーツ仲裁機構を紛争解決機関としている団体は，まだ多数派
ではなく，多くの団体は，団体内部の機関で紛争を解決している。そして，団体内部
の機関で紛争解決をしていると回答した団体の約半数では，役員などの団体関係者が
紛争解決の判断をしており，スポーツ団体では，紛争処理を団体内部で行おうとする
傾向があることが見て取れる。もっとも，団体内部の判断に対する不服申し立ては，
日本スポーツ仲裁機構が取り扱うとしている団体も 10 団体あり，不服申し立て機関
として日本スポーツ仲裁機構を利用する例が増えているものと思われる。
なお，紛争解決方法を個別案件ごとに決めているという回答をした団体が 14 団体
あり，また，不服申し立て方法についても，同様に個別案件ごとに決めているとの回
答をした団体が 8 団体存在している。このような団体では，紛争解決に関するルール
が明確に定まっていない可能性があり，紛争解決制度の整備に向けてサポートが必要
と思われる。
なお，問 15 に対してその他と回答した団体の中に，紛争は起こらないとの回答が
複数認められた。しかし，多数の人間が関与して団体運営をしている限り，トラブル
や紛争は不可避であるはずであり，紛争はそもそも起こらないという発想は，危機管
理上問題があると思われる。
10

国際競技団体からの規制・指示について（問 18）

【問 18】所属している国際競技団体（ＩＦ）から，団体運営のあり方，ガバナンスなど
に関して具体的な規制や指示を受けていることがありますか。

①

ある

4

②

ない

40

無回答

5

所属している国際競技団体（ＩＦ）から団体運営の在り方，ガバナンスなどに関し
て具体的な規制や支持を受けていることがあるとの回答が 8％（4 団体），ないとの
回答が 82％（40 団体）であった。
スポーツ団体のガバナンスは，欧州でも議論されており，国際的関心も高いが，国
際競技団体が傘下の国内競技団体（ＮＦ）に対して規制や指示をすることは少ないよ
うである。ガバナンスに関しては，競技毎に取り組むというよりも，各国で取り組ん
でいるというということであろうか。

11

団体のガバナンス強化のための研修の実施について（問 19～問 21）

【問 19】貴団体では，団体の事業を適正に行うために，貴団体関係者に対して，団体の
ガバナンスの強化についての研修（セミナー・講習などを含む）を実施しています
か。

①

定期的に実施している

16

②

不定期に実施している

10

③

実施していない

21

無回答

2

【問 20】問 19 で貴団体関係者に対する研修（セミナー・講習などを含む）を定期的に実
施しているまたは不定期に実施していると回答した団体にお聞きします。貴団体では
どのような研修（セミナー・講習など）を実施していますか。【複数回答可】

①

指導者による暴力・体罰防止に関するもの

19

②

指導者によるセクシャルハラスメントに関するもの

14

③

暴力団排除活動に関するもの

9

④

競技における八百長など腐敗防止に関するもの

7

⑤

財務・経理に関するもの

9

⑥

広報に関するもの

6

⑦

その他

8

【問 21】問 19 で貴団体関係者に対する研修（セミナー・講習などを含む）を開催してい
ないと回答した団体にお聞きします。研修（セミナー・講習など）を実施していない
理由は何ですか。【複数回答可】

①

必要だと思わないから

9

②

どのような講師に依頼したらよいかわからないから

3

③

人手が足りないから

3

④

財政的余裕がないから

6

⑤

時間的余裕がないから

5

⑥

その他

6

団体のガバナンス強化についての研修を定期的に実施しているとの回答が 33％
（16 団体），不定期に実施しているとの回答が 20％（10 団体），実施していないと
の回答が 43％（21 団体）であった。
研修を実施している団体に対して，どのような研修を実施しているか尋ねたところ，
指導者による暴力・体罰防止に関するものとの回答が 19 団体，指導者のセクシャル
ハラスメントに関するものが 14 団体，暴力団排除活動に関するものが 9 団体，財
務・経理に関するものが 9 団体，競技における八百長など腐敗防止に関するものが 7
団体，広報に関するものが 6 団体であった。
研修を実施していない団体に対して，その理由を尋ねたところ，必要だと思わない
との回答が 9 団体，財政的余裕がないとの回答が 6 団体，時間的余裕がないとの回答
が 5 団体，どのような講師に依頼してよいかわからないが 3 団体，人手が足りないが
3 団体であった。なお，その他回答の中に，今後実施予定との回答が 3 団体あった。
これらの回答を見ると，研修に取り組んでいる団体が半数を超えているが，そうで
ない団体も半数近い。ガバナンス強化に熱心な団体と，そうでない団体とに分かれる
ようである。研修としては，暴力・体罰防止，セクシャルハラスメント防止が多くな
っているが，その他として，コンプライアンス全般を挙げる団体が複数存在しており，
これらの団体では，団体運営の適正を意識して研修を実施していると思われる。これ
に対し，研修を行っていない団体の中には，研修の必要がないと回答した団体が 9 団
体存在しており，これらの団体は，スポーツ団体のガバナンス強化に対する意識が十
分でないと言わざるを得ない。スポーツ団体においては，それぞれの団体で，ガバナ
ンス強化に向けた意識にかなりの温度差があるようである。スポーツ団体におけるガ
バナンス強化そのものについて，周知広報する活動が必要と思われる。
また，研修を実施していない理由について，財政的余裕がないと回答した団体が 6
団体，どのような講師に依頼してよいかわからないと回答した団体が 3 団体あったが，
このような団体については，研修会開催費用の補助の制度，講師紹介などのサポート
制度が必要と思われる。
12 団体と弁護士との関わりについて（問 22）
【問 22】貴団体における弁護士との関わり合いについてお尋ねします。

①

顧問弁護士がいる

25

②

弁護士を役員に選任している

13

③

弁護士を諮問委員会等の委員に選任している

11

④

個別案件ごとに弁護士に相談している

10

⑤

特に弁護士の関与は考えていない

7

⑥

その他

4

顧問弁護士がいるが 25 団体，弁護士を役員に選任しているが 13 団体，弁護士を諮
問委員会の委員に選任しているが 11 団体，個別案件ごとに弁護士に相談しているが
10 団体，特に弁護士の関与は考えていないが 7 団体であった。
顧問，役員，諮問委員会委員などに弁護士を選任し，団体運営に弁護士がかかわっ
ている団体が多い。ただし，顧問弁護士がいても気軽に相談できないという場合もあ
りうるので，団体運営の適正を図るためには，弁護士を積極的に活用することが必要
であろう。
13

弁護士，弁護士会に対する要望について（問 23）
弁護士，弁護士会への要望の欄に記載をしたのは 10 団体であるが，団体の事業の
適正に関する具体的な要望としては，以下の記載があった。
・外部の意見を汲む多くの意見を聞き，取り入れ，定着させるための仕組みを検討
したいと思っている。指針を示していただきたい。
・通報相談処理窓口の料金の統一。
・スポーツ団体が相談できる弁護士の窓口が必要。
・財政的に余裕のない団体をサポートするシステム作り。気軽に相談できる窓口の
設置。
・都道府県単位の団体に対してのオープンな基本無料セミナーの実施。

14

団体運営，ガバナンスに関して困ったこと，意見・要望等について（問 24）
団体運営，ガバナンスに関して困ったこと，意見・要望等の欄に記載をしたのは 6
団体であるが，団体運営，ガバナンスに関する具体的な記載としては，以下の記載が
あった。
・全国の加盟団体の運営・ガバナンスのレベル向上が課題と考えている。
・基本財産の分離が行われていない。
・外国人競技者の規制について。

第４

追加ヒアリングの実施について

問 23，問 24 において意見・要望を記載した団体，あるいはサポートが必要と考えられ
る回答をした団体に対して，直接委員が訪問するなどして，追加ヒアリングを実施した。
その概要は以下のとおりである。小規模団体が大多数であり，ほとんどの団体から相談窓
口などで弁護士のサポートを受けたいとの意見が聞かれた。
Ａ団体
外国人留学生の人数制限問題が難しい。留学生の数が増えているため，傘下団体の申
し合わせ事項として留学生の大会参加を 1 人とした。しかし，留学生だからといって参加
を制限した場合，差別になるおそれもある。問題があったとき，弁護士に相談できる窓口
があればよい。
Ｂ団体
元選手の顧問弁護士がおり，契約書及び諸規程の作成などをお願いしている。同弁護

士の事務所を窓口とする，パワハラ・セクハラの相談窓口を設置した。会社のガバナンス
の常識からすれば，スポーツ界の現状は異常に見える。当協会では，セクハラ・パワハラ
の対策を前倒しで行った。現在の状況は，スポーツ界にとって襟を正すいい機会である。
社会常識に近い形でスポーツ団体も運営すべきだ。そのために，隠蔽体質にしないことが
重要である。情報は，プラスの情報もマイナスの情報も，包み隠さず出すべきと考えてい
る。将来的には，協会スタッフを企業に派遣して研修させることを考えている。サッカー
のようなライセンスシステムを作って，指導者のレベルを上げていきたい。しかし，シス
テムを構築する経済的基盤が乏しい。下部組織では，クラブ経営セミナーを不定期に開催
している。ビジネスで得た利益を，選手育成に回すことで，良い循環が生まれる。クラブ
では，入会金システム構築，雇用関係，生徒のケガや摂食障害など様々な問題が生じるの
で，ビジネス面でも，弁護士のサポートが必要である。
Ｃ団体
第三者機関の設置や外部弁護士などを利用することはもっともなことであるが，財政
的余裕がなく，気軽に使えない。いつでも相談に乗ってもらえる機関があるとよい。元選
手の弁護士と顧問契約を締結しているが，気軽に相談できるようなものではない。本年 6
月に暴力問題等の通報窓口を設置した。相談担当者は男女 1 名ずつだが，弁護士ではない。
弁護士にお願いしなかったのは費用がかかるためである。大会運営上の問題として，事故
が懸念される。事故の防止や事故が生じた場合の初期対応について，気軽に弁護士に相談
できる体制が欲しい。
Ｄ団体
補助金問題が生じた際，調査対応で苦労した。その際，弁護士に相談できればいいな
と思った。公益法人化や倫理規程の作成，コンプライアンス委員会の設置では苦労してお
り，こうしたことを弁護士に相談できればと考えている。
Ｅ団体
競技人口が増加し，初心者・中堅者も多くなって，レース中の事故が増えるに伴い，
トラブルが増えている。事故に関して，法的な点をきちんと把握しておく必要を感じてい
る。スポーツ界の現状は，学閥体質（体育会気質）に問題がある。この体質を変えなけれ
ばならない。特に，選手を大人として扱ってない点に問題がある。先輩を敬うのはいいが，
仕事は先輩の言いなりになってはいけない。問題が生じた場合，弁護士を中心に第三者委
員会に調査してもらうことを考えている。このような場合に，弁護士を紹介してもらうこ
とができる仕組みがあればよいと思う。また，事故防止や問題を生じないようにアドバイ
スをするアドバイザリースタッフ的な立場で，弁護士がスポーツ団体に関与すべきと考え
る。弁護士会等で，スポーツ団体が気軽に弁護士に相談できるような体制を構築して欲し
い。
Ｆ団体
競技人口が少ないため，団体の規模は小さい。運営は公平にフラットに行っていると
自負している。今のところ弁護士にお願いしなければならないことは生じていない。選手
のための財政支援がもっと受けられると有り難い。
Ｇ団体
協会の役員は殆どボランティアであり，現在の状況では研修会の開催自体が難しい。

外部や会員からの理不尽な言動に振り回される事も多いので，ガバナンスに関する相談窓
口があったら大変心強い。但し，財政が大変厳しい。財政面でのサポート制度があれば，
とても助かる。

第５

まとめ

今般のアンケートでは，多くのスポーツ団体は，スポーツ基本法上のスポーツ団体の努
力義務を認識して，そのための対策を講じ，または講じようとしているが，「気軽に相談
できる相談窓口の設置」「ガイドラインの制定と公表」「セミナー・講習の実施」などの
サポートを要望していることが明らかとなった。また，ガバナンスに関する個別事項につ
いてみると，経理・財務の外部チェックには多くの団体が取り組んでいるが，事業活動の
基準の策定，情報公開，多様な意見の反映，不祥事等への適切な対応，迅速適正な紛争解
決，研修の実施などについては，熱心に取り組んでいる団体とそうでない団体とが存在し，
各団体によって温度差がある。顧問，役員などとして団体運営に弁護士が関与しているケ
ースが多いが，とくに小規模団体からは，気軽に弁護士に相談できる窓口の設置を求める
声が高く寄せられている。
弁護士会としては，要望が寄せられた「気軽に相談できる相談窓口の設置」「ガイドラ
インの制定と公表」「セミナー・講習の実施」などのサポート制度の設置を今後検討すべ
きであろう。

第５章

パネルディスカッション
青木

パネリスト紹介

秀憲（あおき

ひでのり）

所属

私立開成中学高等学校

学歴

群馬県立太田高等学校卒業
東京大学教育学部体育学健康教育学科卒業
東京大学大学院教育学研究科体育科学専攻修士・博士課程修了

職歴

1999 年

開成中学高等学校保健体育科教諭，開成高等学校硬式野球部監督

その他

太田高校，東京大学で硬式野球部に所属
大学卒業後，1995 年より東京六大学野球連盟審判員

コメント

私は大きな組織を代表する立場にはありませんが，スポーツをめぐる環境の変
化の中で，現場の指導者が感じる理想と現実を率直に述べていきたいと思います。

杉浦

所属

文部科学省

学歴

1989 年

職歴

1989 年 4 月
1991 年 4 月
1992 年 2 月
1993 年 5 月
1994 年 6 月
1995 年 4 月
1995 年 7 月
1996 年 4 月
1997 年 4 月
1999 年 4 月
2001 年 1 月
2003 年 7 月
2007 年 4 月
2008 年 4 月
2010 年 4 月
2011 年 9 月

久弘（すぎうら

ひさひろ）

東京大学法学部卒業
文部省入省（教育助成局 財務課）
大臣官房 人事課
体育局生涯スポーツ課 企画調整係長
学術国際局 国際企画課 専門職員
大臣官房 政策課 企画審議係長
大臣官房 政策課 専門員
高等教育局 学生課 専門員
岩手県教育委員会事務局 文化課長
岩手県教育委員会事務局 指導課長
教育助成局 地方課 課長補佐
内閣官房 内閣総務官室 総理大臣官邸事務所 秘書専門官
大臣官房 企画官 兼 会計課 副長
スポーツ・青少年局 企画・体育課 スポーツ振興投票室長
北海道教育委員会事務局 教育次長
大臣官房 総務課 広報室長
スポーツ・青少年局 競技スポーツ課長

鈴木

秀典（すずき

ひでのり）

所属

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
日本医科大学大学院医学研究科生理系薬理学分野

学歴

1980 年
1986 年

学位および資格

職歴

東京医科歯科大学医学部卒業
東京医科歯科大学大学院医学研究科修了
1980 年 医師免許証医籍登録
1986 年 学位授与 医学博士（東京医科歯科大学）

2001 年

日本医科大学薬理学講座教授（改組により 2012 年からは日本医科大学大
学院医学研究科薬理学分野教授）
2003 年 財団法人日本アンチ・ドーピング機構学術部会部員
2003 年－2011 年 World Anti-Doping Agency, List Committee 委員
2010 年 財団法人日本アンチ・ドーピング機構理事
2011 年 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構会長
2012 年 World Anti-Doping Agency, Health, Medical & Research Committee 委員

コメント

スポーツの持つ「社会的価値」を守り発展させるため，公益財団法人日本アン
チ・ドーピング機構は，国内外において様々なアンチ・ドーピング活動を推進し
ています。

道垣内

正人（どうがうち

所属

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
早稲田大学
第一東京弁護士会

学歴

1978 年

職歴

1978 年−1981 年
1984 年−1991 年

まさと）

東京大学法学部卒業
東京大学法学部助手
東京大学教養学部助教授

1991 年−1996 年 東京大学大学院法学政治学研究科助教授
1996 年−2004 年 東京大学大学院法学政治学研究科教授
2003 年−現在 日本スポーツ仲裁機構機構長
2004 年 弁護士登録
2004 年−2005 年 早稲田大学大学院法務研究科客員教授
2005 年−現在 早稲田大学大学院法務研究科教授
コメント

日本スポーツ仲裁機構は今年，10 年間を迎えた。
しかし，そのもとでのスポーツ仲裁で処理しているのは，競技団体の決定をア
スリートが争う「行政事件型」の紛争と，ドーピング規則違反に関する「刑事事
件型」の紛争である。
今後，スポーツ界の不祥事について，どのような仕組みを構築すべきか，その
中でスポーツ仲裁に何ができるか，そして，法律家はどういう役割を果たすべき
か等について検討する。

福田

正博（ふくだ

まさひろ）

経歴

中央大学卒業後，1989 年に三菱（現浦和）に入団。
1995 年に 50 試合で 32 ゴールを挙げ，日本人初の J リーグ得点王に輝くなど，J リ
ーグ通算 228 試合で 93 得点をマーク。
日本代表では，45 試合で 9 ゴールを記録し，1993 年にはワールドカップアジア地
区最終予選も経験。
2002 年に現役を引退。
引退後は，サッカーの普及活動に協力する日本サッカー協会の JFA アンバサダーに
就任し，全国各地で幅広い普及活動をサポートした。
また，サッカー解説者として，報道ステーション等でサッカーコメンテーターを務
めた。
2008 年から浦和へコーチとして復帰し，2009 年から監督に就任したフォルカー・
フィンケの下でもコーチを務めていたが，2010 年に浦和を退団。

現在の活動

Ｊリーグや海外サッカーの解説，TV・雑誌・新聞等でのコメンテーターを務
める傍ら，サッカークリニックでは後進の指導に当たるとともに，サッカーの
普及活動にも尽力。また，自身の経験を生かし，講演活動も行っている。

溝口

紀子（みぞぐち

のりこ）

所属

静岡文化芸術大学

学歴

1994 年 埼玉大学教育学部卒業
1997 年 埼玉大学大学院教育学研究科修了
2012 年 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻相関社会科学分野博士
後期課程満期退学

職歴

1997 年－2005 年 静岡県立大学短期大学部社会福祉学科助手
2002 年－2004 年 フランス・スポーツ省・フランス柔道連盟 ナショナルコーチ
2005 年－2008 年 静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科講師
2009 年－現在 静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科准教授
2011 年－2013 年 日本武道学会評議員
2011 年－現在 静岡県教育委員会員

その他

スポーツ社会学者，バルセロナオリンピック女子柔道 52 ㎏級銀メダリスト
著書『国際文化学の第一歩』，すずさわ書店，共著など

コメント

全柔連の不祥事はスポーツ団体の自浄能力を問われる事件となりました。私は
メディアを通して，これまでの男性中心に勝利至上主義に進められてきた「男の

ムラ社会」的運営に警鐘をならしてきました。
男性柔道家だけで理念化され，女性が単なる補填であるような文化は，社会文
化として未成熟であると思います。そして全柔連の体質改善には外部有識者，法
曹界の人材を活用することで組織の自浄能力を高めることができると確信してい
ます。当日はスポーツ団体独自の体質や体制についてお話していきたいと思いま
す。

第６章

パネルディスカッション基調講演
スポーツ不祥事を撲滅するための仕組みの構築
どう が う ち

道 垣内
第１

まさと

正人

はじめに*

組織のガバナンスの問題は，17 世紀初めに「東インド会社」が登場して以来，会社法
の最大の課題であり，最近でも，監査役の権限強化，執行役員の指名やその報酬を決定す
る委員会設置，取締役及び監査役への外部者の起用など，様々な試みがされている。その
ような一般社会での取組みに比べると，スポーツ界は隔離された世界であるかのような実
情であり，スポーツ界で多発する不祥事に対して社会から厳しい目が注がれるのは当然の
ことである。昨今，スポーツ界も少し変化を見せつつあり，「スポーツ・ガバナンス」と
いう語を用いたシンポジウムが開催されるようになったことに象徴されるように，社会常
識がようやくスポーツ界でも共有され始めている。
競技団体のグッド・ガバナンスの確立のためには，外部役員の組織運営への関与，厳
格な会計基準の適用といった組織規律のあり方の改革が本筋である。このような組織改革
には多くの法律家の力を要することは明らかである。他方，組織面の対応ではなく，紛争
解決という分野において法律家がその役割を今以上に発揮することも，スポーツ界をより
よくするには大切なことであると思われる。
そこで，本稿では，私が運営の責任を担っている日本スポーツ仲裁機構(ＪＳＡＡ)と
して，スポーツ不祥事の撲滅のために何ができるかを考えてみたい。

第２

A 対 B という紛争の仲裁の限界

日本のスポーツ界は，2003 年，「スポーツ法の透明性を高め，国民のスポーツに対す
る理解と信頼を醸成し，個々の競技者と競技団体等との間の紛争の仲裁又は調停による解
決を通じて，スポーツの健全な振興を図ることを目的とする」(定款 3 条)ため，ＪＳＡＡ
を設立した。以来 10 年間，競技団体の決定を不当としてアスリートなどが仲裁申立てを
した事案はかなりの数に及び，2013 年 8 月末までに 25 件の仲裁判断が示されている(相
談案件も含めると取扱件数は 2012 年度までで 203 件)。このような紛争処理を競技団体内
部ではなく，スポーツ仲裁パネルという外部によって行うという仕組みの存在が，反射的
に組織運営の適正化をもたらし，紛争発生を予防する効果を生じさせているということが
できよう。
しかし，スポーツ不祥事の現実を考えると，現在ＪＳＡＡが扱っているタイプの仲裁，
すなわち，申立人 A が競技団体 B を相手にして決定取消しなどの請求をするという行政訴
*

本稿は筆者の個人的見解を述べるものであって，その関係する機関の公式見解を示すも
のではない。

訟型の仲裁の仕組みでは救済にはならない。女子柔道の指導陣による暴力・パワーハラス
メントを匿名の 15 名のアスリートが告発した事例からも明らかなように，不祥事の原因
行為者に対する競技団体の処分が甘すぎると思っても，アスリートとしては，自分はその
処分決定の名宛人ではないため申立人としてその処分決定を争うことはできない可能性が
高く，またその点は措くとしても，表だった行動をとることの反射的な不利益を懸念して，
申立人となることはとてもできないからである。学生スポーツ界に潜在的に蔓延している
といわれているセクシャルハラスメントを含むスポーツ不祥事についても同様に，現在の
A 対 B という形の争いを対象とする現状のスポーツ仲裁規則による仲裁では対応できない。
C のルール違反に対して第三者のイニシアティヴにより，しかるべく C が制裁を受ける
という刑事訴訟型の仲裁の仕組みでなければ，スポーツ不祥事問題には対応できないので
ある。

第３
性
１

ドーピング仲裁制度をモデルとしたスポーツ不祥事仲裁制度の導入の可能

ドーピング紛争仲裁
C に対する制裁をめぐる事件の仲裁としては，ドーピング紛争に関するスポーツ仲
裁がある。
日本では，ドーピング防止活動を行うための機関として 2001 年に公益財団法人日
本アンチ・ドーピング機構(ＪＡＤＡ)が設立されている。そして，ＪＡＤＡには，抜
き打ちを含むドーピング検査の権限が与えられており，その検査の結果，たとえばア
スリート D が日本ドーピング防止規程に違反する疑いのある行為をしたとの結果が出
ると，「日本ドーピング防止規律パネル」が D に対して 2 年間の出場停止等の処分を
決定する(D の所属する競技団体も独自の制裁を決定することもある)。ドーピング紛
争仲裁とは，この決定に不服があるとして提起された申立てについて，原則として 3
名の仲裁人で構成されるスポーツ仲裁パネルが判断を下すものである(国際レベルの
アスリートの場合，国際アンチ・ドーピング機構や国際競技連盟は，ローザンヌにあ
るスポーツ仲裁裁判所(ＣＡＳ)に上訴することができる)。
このようなドーピング紛争の中には，制裁決定に対してアスリートが不服を申し立
てるという行政事件型の紛争も含まれるが(これは代表選手選考を争う場合と同様の
形になる)，ドーピング紛争に特徴的なこととして，規律パネルのした制裁決定が甘
すぎるとして，D に対してＪＡＤＡ，世界ドーピング防止機構，さらには国際競技連
盟などが申立人となって，より重い制裁を求めて仲裁を申し立てることができる点で
ある。すなわち，ドーピング行為はスポーツ界における秩序違反であって，それは世
界の関心事項なのである(特に有力なアスリートの違反行為の場合，自国内での制裁
措置の決定は甘くなるおそれがあることを警戒している)。その意味で，ドーピング
紛争は検察官が訴追する刑事事件に類似している点がある。
さらに，ドーピング紛争仲裁の基礎となる仲裁合意が常に存在する点も特徴的であ
る。代表選手選考等を争う仲裁の場合には，競技団体が仲裁に応じないことがあり，
仲裁合意がない以上は仲裁手続を行うことができない(これに対処するために，競技

団体には自動応諾条項の採択を求めているが，スポーツ仲裁規則の対象となる競技団
体のうち約半数しかこれを採択していないのが現状である)。これに対して，ドーピ
ング紛争については，有力なアスリートであれば，世界標準に準拠した日本ドーピン
グ防止規程に服することを事前に約束しており，日本ドーピング防止規程において紛
争はドーピング紛争仲裁で解決することが定められていることから，仲裁合意が常に
存在することになるのである。
２

スポーツ不祥事仲裁制度の構築の可能性
さて，以上のようなドーピング紛争仲裁をモデルとして，スポーツ不祥事に関する
仲裁の仕組みを構築することはできないであろうか。本稿執筆時点においては，独立
行政法人日本スポーツ振興センターに設置される予定の「恒常的第三者委員会」のよ
うな仕組みが具体的にどのようなものとなるかは不明であるが，以下では，その仕組
みがスポーツ不祥事に対して効果的に機能するように制度設計するためのポイントを
考えてみたい。
まず，第 1 のポイントは，アスリートは匿名でも告発等ができるようにすることで
ある。指導者と選手の関係において，選手側は極めて弱い立場にある。ハラスメント
を受けていることを外部に告発することによって，大好きなスポーツができなくなる
かもしれないと考えると，躊躇するのは当然である。そして，結局はハラスメントか
ら逃れるために自主的にそのスポーツから離れることになってしまうとすれば，スポ
ーツ界としては大きな損失である。そこで，秘密管理を厳格に実施して実名での告発
を奨励するとしても，匿名での告発も排除しない仕組みを採用すべきである。そうす
ると，誣告が頻発するおそれもあるが，対応者に嘘を見抜くことのプロを配置するこ
とにより，本当に助けるべき事例を見落とさないできちんと掬い上げる必要がある。
第 2 のポイントは，スポーツ不祥事についての調査機能を持つことである。告発等
によって得られた情報を精査し，ＪＡＤＡのように抜き打ちでの立ち入り検査を含む
調査活動をすることが大切である。調査活動は特定の案件ごとにアド・ホックに設置
するとしても，この調査活動にはコストがかかるため，それほど頻繁には実施できな
いかもしれない(ドーピング検査も予算の制約の中で行われているとの同じである)。
しかし，そのような検査が行われるという仕組みが存在することにより，不祥事の温
床となりがちな合宿中であっても，みだりな行為は自制されることが期待される。こ
のような調査活動をするためには，競技団体が有する調査権限を併存的に(競技団体
自身もその権限を持ち続ける)譲り受ける必要がある。これには抵抗感もあろうが，
ドーピングよりも日本のスポーツ界を汚染しているのがハラスメント等であることに
鑑みれば，踏み切れない決断ではないのではなかろうか。
第 3 のポイントは，告発や独自調査により，ハラスメントが行われていることがう
かがえる場合には，関係する競技団体に制裁手続をとるべきことを勧告する権限を持
つことである。アンチ・ドーピングにおける規律パネルのように，競技団体の外に制
裁決定をする権限を持つ機関を置くことも考えられるが，次の第 4 のポイントがきち
んと機能すれば，そこまでする必要はないであろう。
第 4 のポイントは，競技団体に勧告したにも拘わらず，競技団体による制裁決定が

されないとか，軽微な制裁に止まる場合に，ＪＳＡＡに不服申立てをする機能を持つ
ことである。これは，ＪＡＤＡ等がドーピング仲裁を申し立てることができるのと同
じである。表だって告発をすることをためらうことが少なくないアスリートのために，
それに代わってする行為であることを考えれば，これは極めて重要な機能である。ド
ーピングと異なり，日本のスポーツ界の不祥事については国際的関心事項ではないの
で(日本のスポーツ・パフォーマンスが低下するという日本だけの問題である)，外国
機関にまで不服申立権を与える必要はない。他方，もちろん，制裁を受けた者が制裁
を不服として仲裁を申し立てることは認められる。
なお，これに対応して，ＪＳＡＡとしては，ドーピング紛争仲裁規則をモデルとし
て，スポーツ不祥事仲裁規則を制定することになる。
以上のポイントを踏まえた新しい仕組みが整備されれば，その存在自体により，日
本のスポーツ界の浄化は進み，後戻りすることを防ぐことができるであろう。

第４

おわりに

2011 年に制定・施行されたスポーツ基本法には，基本理念が 8 つ列挙されている。そ
の最初の項では，「スポーツは，これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利
であることに鑑み，・・・推進されなければならない。」とされ，いわゆるスポーツ権が
定められている。そして，最後の第 8 項は，「スポーツは，スポーツを行う者に対し，不
当に差別的取扱いをせず，また，スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施す
ることを旨として，ドーピングの防止の重要性に対する国民の認識を深めるなど，スポー
ツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されなければならない。」と定
めている。
そして，具体的に，スポーツ紛争の解決については，5 条で，スポーツ団体が「運営の
透明性の確保を図るとともに」，「自らが遵守すべき基準を作成する」こと，そして，ス
ポーツ紛争の「迅速かつ適正な解決」についての努力義務が定められ，また，15 条では，
国として，「スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決に資するために必要な施策を講
ずる」ことを定められている。この法律に示された日本の見識の高さは世界に誇るべきこ
とである。
本文で述べた仕組みを構築し，維持するには，相当数の法律家のエネルギーが投入さ
れなければならないであろう。スポーツ界もそれをバックアップする国も，そのためのコ
ストも覚悟し，必要な支援をすることが期待される。

スポーツ不祥事への対応の仕組み(案)
⑪仲裁判断
(⑧が不十分と判断した場合)

日本スポーツ

⑨申立て

仲裁機構

⑦勧告

常設の
第三者委員会(X)

⑩事案ごとに設置
⑥報告

④事案ごと
に設置

競技団体(Y)

スポーツ不祥事仲裁規則
による仲裁パネル

統括団体

③報告

調査摘発

X vY

チーム

(Y による C の処分決定(不作為を
含む。)の当否について判断)

⑧処分

⑤調査

指導者(C)
不祥事

常設の情報分析チーム

相談窓口
②報告

アスリート
①相談・告発

第７章
第１

総括と提言
提言

我々は，本シンポジウムを通じてスポーツにおけるグッドガバナンスを確立，実現す
るためには，様々な困難な問題があることが明らかとなった。そして，これらの問題を解
決するために弁護士が果たすべき役割がますます重大であることも確認された。
そこで，第 18 回弁護士業務改革シンポジウム「スポーツ基本法と弁護士の役割」分科
会は，スポーツの世界における「法の支配」の実現に向けて，以下の提言を行う。
１

第一の提言は，紛争当事者（または関係者）が，弁護士（または弁護士会）に気
軽に相談をすることができる体制を構築すること，つまり「弁護士相談窓口」を設
置することである。
この「弁護士相談窓口」を設置することにより，まずは，従来，スポーツの世界で
よく見られた，力の弱い者や被害者の泣き寝入りを少しでも減らすことが期待される。
さらには，実際に弁護士が相談者から様々な相談を受けるとともに，スポーツ団体
との間で緊密な連携を構築できれば，スポーツの現場において，暴力行為やパワーハ
ラスメント，セクシャルハラスメント，その他の組織的または個人的な不正行為が行
われたとしても，その事実関係を早期に把握し，その是正策及び再発防止策を速やか
に講じることも可能となるであろう。

２

第二の提言は，紛争解決機関の設置と紛争解決において弁護士が関与する体制の
構築である。すでに，スポーツ団体の決定に関しては，アスリートが日本スポーツ
仲裁機構に紛争解決を求める制度が存し，弁護士が仲裁人として活動している。し
かしながら，暴力やセクシャル･ハラスメントを受けるなど権利を侵害されたアスリ
ートが，権利救済を求める紛争解決機関は存在しない。権利侵害されたアスリート
の訴えを契機に，事実関係を調査し，スポーツ団体や関係者に権利救済のための勧
告を行える常設の紛争解決機関の構築が必要である。
アスリートの権利をまもるためには，相談窓口と同時に権利救済を実現する新たな
機関の構築が必要であり，そのなかで，弁護士が日本スポーツ仲裁機構と同様に「法
の支配」を実現する役割を果たすことが重要である。

３

第三の提言は，弁護士（又は弁護士会）が，スポーツ団体におけるガバナンス強
化のためのサポート活動を行うことである。
具体的には，①「スポーツ団体のガバナンスに関するガイドラインの制定と公表」，
②「スポーツ団体向けガバナンスに関するセミナーや講習会の実施」，③「スポーツ
団体からのガバナンスに関する相談窓口の設置」，④「スポーツ法専門弁護士の紹介
制度の設置」，などのサポート活動を行うことである。
スポーツ基本法第 5 条は，近年，スポーツの普及・啓発・競技力の向上において，
スポーツ団体が極めて広範かつ重要な役割を担っていることを背景に，スポーツ団体

に対して，①スポーツの推進，②事業の適正化（ガバナンスの構築），③迅速かつ適
正な紛争解決，という 3 つの努力義務を明記した。
このなかでも，特に，昨今，様々な不祥事案件が起きるたびに，多くの有識者等か
ら指摘されるのが，②スポーツ団体のガバナンスの強化の必要性である。
団体のガバナンスとは，すなわち，「法の支配」の原則に則り，運営の透明性を確
保しつつ，法を遵守し，適正な事業運営を行うことであるが，このサポートは，まさ
に，「基本的人権を擁護し，社会正義を実現することを使命とする」弁護士が担うべ
き職務である。
我々は，今後，スポーツ団体がグッドガバナンスを実現するために，弁護士として
の経験と知識，ネットワークをもとに，スポーツ団体に対して上記①～④のサポート
を行うことを提言する。
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グッドガバナンスのさらなる充実と国際的普及

2020 年の東京オリンピック開催が決定されたことから，わが国のスポーツ団体には競
技力向上のための多額の資金が投入されることになるであろう。その場合，スポーツ団体
のガバナンスの強化は必須である。
わが国のスポーツ団体は，これまで手探りで組織強化に努めてきた。しかし，まだ不
十分な点もあり，時折不祥事が顔を出す。われわれ弁護士が協力してよりよいガバナンス
を実現できれば，競技成績もより安定し向上すると思われる。わが国はその取組をさらに
進化させ，やがては世界の国々やアジア諸国に範を示すことを目標とすべきであろう。

第１８回弁護士業務改革シンポジウム

〈第３分科会〉

Facebook など SNS と弁護士の関わりと、
情報漏えい対策

第１ ＳＮＳをめぐる現状と弁護士について
（コンサルタント 成松 広持）
第２ 弁護士業務における情報セキュリティ
１ 弁護士業界におけるセキュリティ事故事例と法規制
２ 弁護士業務における情報セキュリティリスク分析と対策
（独立行政法人情報処理推進機構）
３ 弁護士業務におけるリスク対策
４ 情報セキュリティに関するアンケート調査結果
第３ 業務に役立つソフトウェア紹介
１ 携帯メールのバックアップ機能を利用してメールをテキスト化する
～スマートフォン編
２ フリーソフト（ViX）で，簡単きれいな写真報告書を作成する
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成松広持

ＳＮＳの現状

ＳＮＳ（social networking service）とは社会的なネットワークをインターネット
上で構築するサービスとされる。主なＳＮＳとして，日本では mixi，GREE，Mobage，
Ameba，LINE などが，世界では MySpace，Facebook，Twitter，Google+，LinkedIn など
があげられる。
主に人と人とのつながりを，ユーザーが設定した範囲の人間関係（友人，サークル，
職場といった組織や関係性）の中で，プロフィール，掲示板やチャットサービス，写
真などの共有，コミュニティの機能，メッセージサービス(個人間の私書箱のようなも
の)といったサービスによって実現するものといえる。
ＳＮＳの大きな特長として，
「招待制」
「（ネット上や現実での）人間関係ベースのつ
ながり」があげられる。招待制とは文字通り既に利用しているユーザーからの招待が
なければサービスに登録できないという機能であり，初期のＳＮＳにおいては人間関
係のつながりという意図から，ＳＮＳ開発会社の人間から技術者を出発点としてつな
がりの輪が増えることが当然であった。現在ではどのＳＮＳもほぼ登録制になってい
るが，他のユーザーとつながる際には許可制をとっていることが多く，場合によって
はＳＮＳにおけるユーザーのつながり（例えば友人の友人など）がなければ名前によ
る検索もできないといった形で受け継がれている。
また，人間関係ベースのつながりというのは，例えばネット上での知り合い同士の
コミュニティ（古くはパソコン通信の会議室や共通の趣味のホームページの掲示板等
で知り合い，オフ会を行ったりするような，実社会での関係よりもインターネットで
の友人関係ありきのコミュニティ）または，リアルな関係としての同窓会，会社の同
僚，大学等の友人関係，自治会といったコミュニティをそのままインターネットに移
行したもの，といったように，それなりのつながりのある人間関係でなければ，その
コミュニティに参加することが難しいということである。これは，ＳＮＳが一般化す
る前のインターネット上での代表的なコミュニティの形成とは大きくことなっている。
（例えば，ブログへのコメントというのはコメントをする人間がブログ作者の書いた
「話題」に興味を持っていたり，なにか意見を言いたいということがまずありきで，
知り合いである必要はない。またいわゆる匿名掲示板といわれる 2 ちゃんねるなどは，
そもそも，実名さえも明らかではない。）
ＩＣＴ総研によると 2012 年末におけるＳＮＳの利用者数は 4965 万人でありインタ
ーネット利用人口の 52%と言われている。主なＳＮＳの利用率では，Facebook が 34%，
LINE が 27%，Twitter が 26%，mixi が 22%となっている。利用頻度では，LINE，Facebook，
Twitter が多く 4 割から半数近くのユーザーがほぼ毎日利用していると回答している。
(ＩＣＴ総研「2013 年 ＳＮＳ利用動向に関する調査」
http://www.ictr.co.jp/report/20130530000039.html (2013 年 5 月 30 日) )
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ＳＮＳ小 史
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mixi は当時の学
学生にとっ て必須のツ
ツールとな り（サーク
クルや仲良 しの連絡手
手段とし

て），運営するイーマーキュリー社（現 mixi 社）は，一躍ＩＴ企業の雄となった。
また，同時期に楽天社員だった田中良和が個人的にはじめた GREE は（現在ではソー
シャルゲーム会社のイメージが強くなっているが），当初は学歴・実名制を元に mixi
と差別化をはかったＳＮＳであった。
翌 2005 年は「ブログ」が流行語となり，2000 年はじめから続いてきたブログブーム
のある意味最盛期ともいえた。この時代のブログがコミュニケーションツールとして
成り立っていたのは，記事に対するコメント機能と，自分のブログから他人のブログ
に対して当該記事を引用したことを知らせるトラックバック機能の役割が大きかった。
しかし，こうした機能を悪用したスパム行為が広まるにつれ，ブログの双方向コミュ
ニケーション機能は徐々に低下していった。
また，初期ＳＮＳの雄であった mixi に関しては，濃密なコミュニケーションがもた
らす四六時中監視されているという感覚が次第にユーザーを疲れさせる（いわゆる
mixi 疲れ。これは後に Facebook でも同様のことが起こる）という問題も起こった。
こうした中生まれたのが Twitter だった。Twitter は元々ブログサービスを作っていた
メンバーが緩いつながりを志向したサービスを目指したもので，日本では 2007 年頃か
らブレイクしていった。Twitter は，それまでの初期ＳＮＳに見られた「友達申請」
「招
待制」といった垣根の高いつながりを廃し，他のユーザーを「フォロー」するという
新しい概念を持ち込んだ。ユーザーが自分の発言を特定の人物のみに公開する設定に
していなければ，そのユーザーを「フォロー」することにユーザーの許可が必要なか
った。Twitter ユーザーは，たまたまみかけたおもしろい発言をするユーザーや著名人
などを気軽に「フォロー」することで，気軽なつながりを持つことができた。しかも，
Twitter はこれまでのＳＮＳやブログにはない「リアルタイムなつながり」をもたらす。
例えばネット上の著名人が，
「これから○○で飲み会をします」と言えば，見ず知らず
のフォロワーたちがあっという間に参加表明をするなど，気軽でゆるいつながりが，
徐々に支持を伸ばしていった。
この当時の Twitter は一見すると何がおもしろいのか，どんな役に立つのかがわか
りづらいツールだった。しかし，一度そのおもしろさに気がついたユーザーはその自
由度の高さや可能性に対して熱狂的になり，ネット上の著名人からリアルな著名人へ
とその輪が広がるとともに浸透度合いを広めていった。
Twitter 人気が広がっていく中，2008 年には Facebook の日本語版が始まったが，
Facebook の出足は鈍いものであった。これは，当時はまだスマートフォンの浸透がそ
れほどなされておらず（iPhone3G の発売はこの年の 7 月である），いわゆるフィーチャ
ーフォン（ガラケー）で Facebook を使うにはスペック不足で，また，mixi がまだ力を
持っていたことなどが主な理由ともいえる。
（ Facebook に比べると Twitter は機能が単
純で，ガラケーでも特に問題はなかった。）
Facebook のブレイクは 2010 年の映画「ソーシャルネットワーク」
（Facebook のＣＥ
Ｏであるマーク・ザッカーバーグの自伝的映画）と，高学歴・高所得層や都市圏の生
活者が，リアルな現実の関係をネット上に持ち込んでいく過程において起こったもの
といってよい。
Facebook のブレイクした 2010 年において，Google や Yahoo，また，その他ネットサー
ビスの浸透によって，インターネットは既に仕事，日常になくてはならないツールに

なっており，ビジネスマンはおろか老若男女を問わずになくてはならないものになっ
ていた。
（スマートフォン，特に iPhone が果たした役割は大きい。）こうした時代背景
の中，Facebook によって，高学歴・高所得コミュニティが，リアルな関係をネット上
で整理再構築再発見するためのツールとして Facebook はまさに都合がよかったのであ
る。
また一方で，東日本大震災での Twitter は，草の根支援ツールとして高く評価・認
知され，その後，マスメディアでの利用が盛んになっていった。マスメディアでの頻
繁な露出により，Twitter の利用者数は増えていく。
2012 年頃からは旧 Livedoor の流れをくむＮＨＮ社の LINE が，mixi や Twitter の良
さを取り入れつつ，スタンプ機能やよりクローズな関係を維持する機能を前面にして，
mixi ユーザーやソーシャルゲーム世代をうまく取り込みながら，ユーザー数を伸ばし
ている。
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ＳＮＳが社会に与えている影響

Facebook，Twitter は，今日，社会の「インフラ」と言うべきポジションにある。政
治家は Facebook や Twitter を自身の発信ツールとして用い，国や地方公共団体もニュ
ースリリースのツールとして使っている。企業の広報・営業ツールとしても，ＳＮＳ
を使ったマーケティングや調査も当たり前のように行われている。むろん，テレビな
どのマスメディアと比較すればその影響力は比べるべくもない。（視聴率 5％と著名な
Twitter のフォロワー数を比較すればよく分かる。）
しかしながら，ソーシャルメディアのユーザーは，マスメディアの視聴者と比較す
るとそのアクティブさに特徴がある。
例えば，2011 年の東日本大震災とその後の福島第一原子力発電所の事故に伴ういわゆ
る原発に関するデモや，フジテレビに対するお台場での抗議デモといった数万人単位
の大規模な動員に対して Twitter の果たした役割は大きかった。ひとりひとりの持っ
ている動員力や影響力はそれほど大きくはなかったが，その拡散力の高さとカジュア
ルさは，これまで何らかの行動を起こすほど積極性のなかった多くの人々を動かして
いった。（こうした Twitter の動員力については，津田大介「動員の革命−ソーシャル
メディアは何を変えたのか」中公新書ラクレ（2012 年））。
また，Twitter の持つリアルタイム性にも大きな可能性がある。Twitter は，今，行
われていることが現在進行的に流れているものであり，この「リアルタイム性」は大
きな魅力になっている。過去の出来事に対して，人は他人の記録や経験を追体験する
ことしかできないが，現在進行している出来事に対して，より能動的にコミットする
ことができる。自分の目の前で起きているニュースや出来事を，Twitter で無意識のう
ちにつぶやいてしまうのは，そうした理由も大きな要因のひとつではないかと思われ
る。
また，Facebook については Twitter 程の爆発力はないかもしれないが，日常のリア
ルな人間関係を延長する効果を確実に発揮している。勿論，著名人にとっては，ある
程度実名が保証されている（Twitter と比べても）ユーザーが自分に対して好意的な評
価をしてくれる（人は匿名であれば酷いことをいえるものだが，実名で品位のない発

言をすることによって自らの社会的評価を低下させることや，他者から批判されるこ
とを選択するほどのリスクを背負うことは考えづらい。）ことは自分の支持者や賛同者，
ファンを増やすという意味でも効果的である。（例えば安倍総理の Facebook 戦略など
はまさにそうである。）
だが，それ以上に，リアルな知り合いからのつながりという Facebook の縁の広がり
方は Twitter に比べると，より緩やかであるが，現実とリンクしやすい。Twitter がチ
ラシをばらまくようなものであるのに対して，Facebook は名刺を交換するようなもの
であるとよく言われるのは Twitter と Facebook の違いを端的に表している。
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ＳＮＳの抱える問題

ＳＮＳが社会に対してより多くの影響を持つにつれて，その「負の面」も同様にク
ローズアップされるようになる。例えば，博報堂出身のネットニュース編集者，中川
淳一郎は，Twitter を「バカ発見器」と揶揄する。（中川淳一郎「ネットのバカ」新潮
新書(2013 年)）。元々Twitter は 140 文字という少ない文字数で，リアルタイムに当意
即妙な発言を求められるツールであることがその面白さのひとつであり，そうした発
言が瞬時に拡散されていくことがまさに醍醐味であるといえるのだが，逆説的に言え
ば，失言や批判を浴びるような行為もまた，瞬時に拡散されるものであり，一度拡散
してしまった以上，取り返しのつかない結果をもたらすことも容易に想像できる。
また，スマートフォン世代ともいえる 10 代から 20 代前半の若者たちにとって，イ
ンターネットとは，携帯やスマートフォンで便利に使えるツールであり，例えば
Twitter の発言が（いわゆる鍵付きといわれる閲覧制限をしていなければ），誰にでも
閲覧される可能性があるといった基本的なインターネットリテラシーをもちあわせて
ないまま（つまり，自分と日常的にやりとりをしている仲間内だけだと思い込んでい
る），仲間内での悪ふざけを全世界に配信してしまう，といった事象をそれほど苦もな
く見つけることができる。
つい最近では，飲食店のアルバイトが立て続けに冷蔵庫内での悪ふざけ写真を公開
するという出来事がマスメディア等でも取り上げられた。それは一面では模倣犯とも
いえるが，別の見方をすれば，自分が行おうとしている行為と似たことをした人間が，
ネット上のみならずマスメディアを通じて広範囲にわたって話題になっていることを
認識していないともいえる。
また，公の場で当事者同士がある程度分かった上でやりとりをしていても，不特定
の第三者が一方的に感情を害して横から非難・中傷をはじめたり，そうした小競り合
いを影響力のある人間が面白がって拡散することで起こるいわゆる「ネットの炎上」
といった事象も近年問題となっており，ユーザーの増加，また，著名人芸能人等の影
響力のあるプレイヤーの参入によって，その規模はますます拡大している。
一方そうした拡散とは一見すると無縁に見える Facebook のような比較的クローズド
な空間においてもまた別の問題を抱えることがある。Facebook は現実のつながりをネ
ット上に反映しがちなものであるため，同時に日常的な人間関係やそれにまつわる煩
雑なものも含めてネット上に持ち込んでしまい，加えて表面上では「よい振る舞い」
を期待されるという構造がある。自分の所属する友人関係やコミュニティ，会社組織

のしがらみが現実のつきあいの範囲を超えて個人のプライベートに浸食することは，
ユーザーに過剰な精神的負担を強いることをもたらす。例えば，上司からの友達申請
にどう対応するのか，友人の投稿に対して常にいいね！と反応しなくてはならないの
か，といった日常生活においては些細な出来事であってもインターネット上において
は，それらが文字だけで進行するために，ちょっとした表現の稚拙さや言い回し等が，
相手の気分を害してしまい，それが日常的な人間関係を加速度的に悪化させる，とい
った事態を招くことも多い。
さらに実名の友人関係のつながりの連鎖の中では，ユーザーはどうしても「善人」
であることを求められる傾向があり，そのストレスの蓄積がある日突然暴発すること
で，ネット上のみならず日常生活においても大きな影響を与えてしまうことが多い。
冗談のような話であるが，友人の投稿した愚痴や失敗談といったネガティブな記事に
対して，多くの「いいね！」が押されてしまうときに，押す側の友人も押される側の
投稿者本人も，どんな反応をすればいいのか分からない，といった事象もある。
こうした現象は，mixi で見られた「mixi 疲れ」と同種のものであるが，より深刻な
のは Facebook が mixi よりもさらに実生活に根付いており，疲れてしまったからとい
って気軽に辞めてしまうと言うわけにもいかなくなっているということであり，濃密
なつながりが社会的問題を引き起こしてしまうことも多くなっている。
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ＳＮＳと弁護士（のマーケティング）

それではこうしたＳＮＳは弁護士のマーケティングにどう影響を及ぼすのだろうか。
弁護士の業務広告に関する規定が定められた 2000 年前後は，同時にブログ黎明期でも
あった。インターネットにおいて，この時期，法律事務所のウェブサイトの存在自体
が希であり，インターネットに精通した一部の弁護士が細々とブログを公開するよう
な状況であった。ブログの隆盛からＳＮＳの発展を迎える 2000 年代において，世間の
歩みより若干遅れつつではあるが，弁護士の世界においても，インターネット広告は
別としても，ブログやＳＮＳのユーザーは確実に増加している。日弁連においても，
会長公式ブログ，災害復興支援の Twitter アカウントの開設，就職採用情報を提供す
る Facebook ページがはじまっている。
マーケティングツールとしての Twitter と Facebook は前者がチラシ，後者が名刺と
言われるようにその使い方の性質が大きく異なっている。Twitter はその拡散力やリア
ルタイム性を生かした利用方法が主なものである。ゆえに，多くのフォロワーを抱え
たり，著名人・有名人とのフォロー，フォロワー関係を持っていることが大きな強み
となる。
（芸能人などそもそも知名度の高いユーザーが Twitter をはじめると瞬く間に
10 万 人 単 位 で フ ォ ロ ワ ー を 抱 え る よ う に 元 々 の 知 名 度 の 高 さ は 決 定 的 で あ る 。
「Twitter は有名人をより有名にする」とも言われる。）しかし，多くの場合，フォロ
ワーは急に増えるものではなく，日常的に他者の興味関心を呼ぶような，質の高いツ
イート（つぶやき）を積み重ねてフォロワーを獲得していくことが重要になる。フォ
ロー，フォロワーの関係がある程度できあがっていくと，弁護士ならではの専門性を
生かした発言やリアルタイムなコメント等が拡散されたり，まとめられたりして，多
くの人の目にとまるようになり，その結果，より多くのフォロワーを獲得していくこ

とになる。
弁護士の Twitter 利用者で多く見られるのは，(1)社会貢献活動等を世の中に広める
ための広報ツールとしての利用，(2)元々インターネット分野や社会的に著名な弁護士
が，その知名度の高さを生かして時事問題等に対して短くキレのあるコメントを行う，
(3)世間一般に知られることのない弁護士の日常や，世間の描く弁護士像とのギャップ
を見せる，(4)自らのサイトやブログ，著作の紹介をする，といった使い方であり，い
ずれも，直接的にマーケティング効果を及ぼすものではないが，社会的に関心の高い
出来事に対して適切なタイミングで多くの支持を得られるツイートをおこなうことで，
そうしたツイートが数十万のフォロワーを持つツイッターユーザーによって拡散され，
結果的に弁護士の認知度を UP させたり，メディアの取材等を呼ぶといった効果をもた
らすことも多い。
Twitter はその本質が情報のリアルタイムな拡散にあるため，インターネット世界の
「流儀」に不慣れな弁護士が，思わぬ炎上発言をしてしまったり，特定のユーザーか
ら執拗に絡まれたりすることも起こりうる。Twitter はその表示画面が TL（timeline）
と言われ，常に情報が「流れて」いくため，場合によっては，意図的に反応を受け流
したりするような対応を求められることがあるが，自身の何気ないツイートに対して
瞬時に数 10 件の（やや）批判的なコメントが集まった場合にそれらを適切に受け流し
たり，当意即妙な対応をするにはそれなりの経験や慣れが必要になる。芸能人などが，
テレビと同じ感覚でやや非常識な発言を行い，それに対して多くのフォロワーが絡み，
その対応を誤ったことで Twitter のアカウントを閉鎖してしまうといった事象も散見
される。
一方 Facebook のようなリアルな現実をベースに，交友範囲を広げていくややクロー
ズなＳＮＳは，Twitter 程のオープンさはない代わりに，異業種交流会や同窓会での名
刺交換を彷彿とさせる，とっつきやすさがある。大抵の場合実名が前提であり，社会
的な立場や地位をそれなりに知った上での交流という安心感もある。発言や公開情報，
プロフィールについても，その公開範囲を細かく設定することが可能なため，悪意の
ある検索などを避けることも（本人の心がけ次第で）難しいことではない。最近では，
名刺に Facebook アカウントを記載している場合も多く，異業種交流会等で知り合い，
その後 Facebook での交流から為人を把握し，そこから仕事の依頼等を受けることも多
いようである。Twitter に比べると情報の拡散の度合いが緩やかであることもあって，
より弁護士向きなマーケティングツールであるといえよう。ただ，あくまでも，日常
的な人間関係やこれまでの現実的な交友関係のつながりがベースであることには変わ
りはなく，年賀状や同窓会等でのやりとりがより手軽に幅広くなった程度でとらえる
べきであろう。Facebook をはじめたから，交友関係が広がるという訳でもない。
また，Facebook の世界は，出身校や職域，交友関係等の範囲がそれほど幅広いとい
うわけでもなく，意外と狭い世界だともいえる。友人の友人が実は事件の相手方だっ
た，ということもそれほど不思議なことではない。また，依頼者や顧問先の企業との
つながりがある場合に，自らの行動に対しての何らかの後ろめたさを自覚させられる
こともあり得る。依頼者からすれば，弁護士にプライベートがあるということは分か
っていても，自分に関する事件期日の直前にプライベートで楽しんでいる写真などが
Facebook に UP されていたりすれば，弁護士が万全の準備をしているとはいえ，感情的

に割り切れなくなってしまうのも無理からぬ話である。また，弁護士が不用意に
Facebook に投稿した iPhone の写真に，場所についての情報が埋め込まれていることを
知らなかった時，その写真の投稿された時間と場所から，弁護士の顧問先企業での重
要な会議等が利害関係者に推測されたり，特定されてしまうことも考えられる。
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まとめ

弁護士とＳＮＳのこれから

Twitter や Facebook が広く認知されたのは，つい数年前の話であることは既に述べ
たとおりである。一般的にみても，その効果やリスクについてようやく認識されてき
たといった状況である。弁護士数の増加とマーケティングの必要性からＳＮＳに対す
る期待値は高いが，弁護士がこうしたＳＮＳを使う際の「定石」
「マニュアル」がある
かと言えば，まだまだ手探りの感はぬぐえない。利用者が増えていけば，これまでに
考えられなかったような新たな問題も起こりうる。また，こうしたＳＮＳは，黎明期
であれば，ユーザーが全体的に不慣れであったり，それなりにネットに対する経験や
理解のあるユーザーが多くをしめていたため，多少の失敗を暖かく受け入れたり，そ
こからコミュニティ全体が集合知を得るといった牧歌的な雰囲気があったが，ユーザ
ー数が爆発的に増加した昨今，初期に利用を開始したユーザーに比べると，そうした
雰囲気はもはやなく，現実の社会をそれなりに反映した，ある意味世知辛いものにな
ってきており，始めるのが後になればなるほど，そのハードルが高くなっていく傾向
にあるといえる。
ＳＮＳが現実社会と切り離されたインターネットの中の出来事だととらえるのでは
なく，ＳＮＳもまた社会とのつながりであって，日常的な対応の積み重ねが自らのマ
ーケティング基盤を強化するという認識を持てば，ＳＮＳは弁護士にとって間違いな
く有用なツールになっていくものであるといえる。また，全く失敗がないということ
もあり得ないのだから，失敗をしてしまったと感じた際，思わぬ反応を受けた場合，
どのようにうまく対処するかが問われるのはＳＮＳであろうと現実の関係であっても
変わらない。Twitter，Facebook 等のそれぞれの特性を理解しつつ，続けていく，とい
うことが結果的にＳＮＳによる弁護士マーケティングの最良の方法といえるのではな
いだろうか。

弁護士業界のセキュリティ事故事例
•
•
•
•

弁護士業界における
キ リティ事故事例 法規制
セキュリティ事故事例と法規制

メーリングリスト漏えい事件
裏紙事件
FAX誤送信事件
ブログ事件

弁護士業務改革委員会
ＩＴ検討プロジェクトチーム委員
平岡 敦
1
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メーリングリスト漏えい事件

裏紙事件（記録手渡し）

• 漏えいした情報

• 漏えいした情報

– 刑事事件の被害者情報と裁判員候補者名簿

– 刑事事件記録（被害者の氏名等を含む）

• 漏えいの方法

• 漏えいの方法

– 事務所内メーリングリスト（ML）で情報を共有
– MLを非公開設定のつもりが、実は公開されていた
MLを非公開設定のつもりが 実は公開されていた

– 不要になった刑事事件記録を裏紙として使用
紙
– その裏紙を，別の民事事件記録のファイルに綴じ込んだ

• 懲戒

– 民事事件の辞任後，刑事事件の記録を裏紙として使用し
ていることを忘れて，民事事件の依頼者に，事件記録の
ファイルを交付

– 請求されず
– 裁判員裁判法の処罰規定（故意の場合）

• 問題点

• 懲戒

– デジタル化して良い情報とは？
– 当該MLの利用規約では，MLに投稿された内容について，MLの運営
会社が，無制限の複製権・公衆送信権を保有

– 戒告
3

4

裏紙事件（FAX誤送信）

ブログ事件
• 漏えいした情報

• 漏えいした情報
– 事件記録

• 漏えいの方法
– 事件記録を裏紙として再利用
– その裏紙を使って，FAXを送信するときに，裏表を
間違えて送信

• 懲戒

– 辞任した事件の内容，処理方法及び評価
– 依頼者の情報は，イニシャルのみ
– 評価が依頼者への非難に渡るものであった

• 漏えいの方法
– 弁護士が解説しているブログ（一般の人が見られる掲示
板のようなものに，雑感や日記を書くもの）に，上記の情
報を公開

• 懲戒

– 不明

– 業務停止１か月
5

6

情報セキュリティとは？

弁護士に対する法規制
• 故意

• 情報漏えいの防止

• 刑法134条1項
• 秘密漏示罪

• 裁判員法109条

• 情報が失われないこと

• 裁判員候補者氏名等に関する秘密保持義務

• 弁護士職務基本規程23条

– バックアップがされていること
プ

• 秘密漏示を禁ずる規程

• 故意・過失
• 弁護士法23条

• 情報が正常に利用できること

• 秘密保持義務 →セキュリティの基本規定

– 改ざんがされないこと

• 弁護士職務基本規程18条
• 事件記録の適切な管理の義務付け

7

8

刑法134条1項

弁護士職務基本規程23条

• 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦師、
弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に
あった者が、正当な理由がないのに、 その業
務上取り扱ったことについて知り得た人の秘
密を漏らしたときは、６月以下の懲役又は１０
万円以下の罰金に処する。

• 弁護士は，正当な理由なく，依頼者について
職務上知り得た秘密を他に漏らし，又は利用
してはならない。

9
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裁判員法109条

弁護士法23条

• 検察官若しくは弁護人若しくはこれらの職に
あった者又は被告人若しくは被告人であった
者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員
候補者の氏名 裁判員候補者が第30条（略）
候補者の氏名、裁判員候補者が第30条（略）
に規定する質問票に記載した内容又は裁判
員等選任手続における裁判員候補者の陳述
の内容を漏らしたときは、1年以下の懲役又
は50万円以下の罰金に処する。

• 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務
上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務
を負う。但し、法律に別段の定めがある場合
は この限りでない。
は、この限りでない。

11
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弁護士職務基本規程18条

日弁連策定のガイドライン

• 弁護士は，事件記録を保管又は廃棄するに
際しては，秘密及びプライバシーに関する情
報が漏れないように注意しなければならない。

• 現在，日弁連「弁護士業務における情報セキ
ュリティに関するワーキンググループ」におい
て，弁護士に対する情報セキュリティについ
てのガイドラインを策定中。

13
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弁護士業務における情報
セキュリティリスク分析と対策
2013年11月8日

1
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内容
• はじめに
は め
– プロジェクトの概要
プ ジ クトの概要

•
•
•
•

近年のセキュリティ事故の状況と対策
一般的なセキュリティリスク分析と対策
般的なセキ リテ リスク分析と対策
弁護士アンケ トの結果報告
弁護士アンケートの結果報告
弁護士業務への脅威と対策

2
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はじめに
• 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の紹介
独立行政法人情報処理推進機構
紹介
• プロジェクトの概要
メンバ
メンバー
（日弁連）横山徹、平岡敦、宮内宏
（ ） 松文
（IPA）小松文子、花村憲一
花村憲
作業期間：2012年12月 〜 2013年10月
作業内容：リスク分析・業務分析・対策等に関す
る討議（1回/月）、アンケート調査・分析
3
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( )
(独)情報処理推進機構
Information‐Technology Promotion Agency
• ITが抱える多様な課題を解決し、だれもが
が抱
多様な
を解決
だれもが
安心して暮らせる頼れるIT社会を実現する
• ３つのミッション
① 国際競争に勝ち抜けるIT産業の創造
② 暮らしを支えるITの安全性・信頼性の向上
③ 世界で活躍できる優れたIT人材の育成

※独立行政法人とは （独立行政法人通則法第2条1項）
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって 国が自ら主体となって直接に実施する
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する
必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要である
ものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

4
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IPAの４つの事業分野

ITを通じた日本の国際競争力の向上に
は、優れた人材が不可欠です。IPAでは、
情報処理技術者試験やIT技術者のスキ
ル標準、産学の連携などを活用して人材
育成を進めています。

ITに関するトラブル防止は、今や社会全
体の課題です。IPAは、セキュリティ対策
やソフトウ ア開発の改善を通じ 安全な
やソフトウェア開発の改善を通じ、安全な
IT社会の実現を目指しています。

中小企業は日本の産業を支える力の源
泉です IPAでは 中小IT企業の競争力強
泉です。IPAでは、中小IT企業の競争力強
化のサポートや、中小企業のIT活用力向
上のための情報提供を行っています。

ITネットワークは国境を越えて広がっていま
す。IPAでは、セキュリティ対策で海外との
連携を深めるほか、国内の技術や手法の
国際標準化などにも取り組んでいます。
5
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IPA セキュリティセンター
経済活動・国民生活を支える情報システムの安全性
を確保する と
を確保すること
ウイルス・不正アクセス及び
脆弱性対策

普及啓発・国際連携
¾ 世界の情報セキュリティ機関との連携
¾ 情報セキュリティの普及、啓発
¾ 中小企業のセキュリティ対策向上
¾ 情報セキュリティ対策ベンチマ
情報セキュリティ対策ベンチマーク
ク

¾ ウイルス・不正アクセスの届出・相談受付

¾ 脆弱性関連情報の届出受付・分析、提供
¾ 組込み機器（制御システム）等のセキュア
な利用に向けた取組み

暗号技術
¾ 電子政府推奨暗号の安全性評価・監視、
暗号技術の実装法等の調査・検討
（CRYPTREC）
¾ 暗号世代交代の普及促進

セキュリティの第三者認証
¾

ＩＴセキュリティ評価・認証制度
（コモンクライテリア）
¾ 暗号モジュール試験認証制度（ＪＣＭＶＰ）
国際展開

調査 分析
調査・分析
¾ 情報セキュリティ関連の社会経済的分析
¾ 情報セキュリティ白書
¾ 意識調査、被害実態調査

2008年より開始
（情報セキュリティ分析ラボラトリー）

2013/11/8

企画
¾

セキュリティセンター業務の企画・調整
¾ 他事業部門
他事業部門、バックオフィスとの連携、調整
バ クオフ スとの連携 調整
¾ 行政機関、関係機関等との連携、調整

Copyright © 2013 独立行政法人情報処理推進機構
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最近のインシデント例
• 標的型攻撃
• MITB（Man In The Browser）攻撃による
ID窃取
• 不正アクセスによるID窃取と不正ログイン
不正アクセスによる 窃取と不正ログイン
• スマートデバイスの不正アプリ
スマ トデバイスの不正アプリ
• クラウドの可用性侵害

7
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標的型攻撃（Targeted Attack)
• 特定の組織・個人をめがけた攻撃
– 標的型メールなど

• メール内のURLクリック、添付
ファイル読み込みなどによりウィ
ルス感染し、データなどが窃取さ
れる。

「ばらまき型」から「やり取り型」へ
平成25年上期に警察が把握した標的型
メールは201件のうち33件
http://www npa go jp/keibi/biki3/250822k
http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250822k
ouhou.pdf

• 複数の重電事業者、（独）宇宙航
空研究開発機構、（独） 本原子
空研究開発機構、（独）日本原子
力研究開発機構、農水省などで情
報漏えいの事例あり
• 政府機関6万人を対象とした訓練
では、10%が開封してしまう*。
– 最後はヒト
*http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/hyoutekigata_120119.pdf

2013/11/8
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8

ネットバンク不正送金の被害
• 知らぬ間にPCに取り込んだウイルスにより
表示される偽の入力画面で騙される

2013年1月〜7月
に398件
計約3億6千万円
:警察庁しらべ
MITB（Man In The Browser）と呼ばれている
2013/11/8
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不正アクセスによるID窃取
• IDパスワードの脆弱性は深刻になりつつある
– サービスプロバイダのアカウント情報を攻撃
– PCに侵入し、良く使われるデータを辞書化して攻撃
•

事故例

– Yahoo 5/6 2200万のYahoo！JAPAN ID
– 三越伊勢丹フォールディングス 5/6‐23 最大8289件の会員情報
– エクスコムグローバル 4/23（発表は5/27）最大10万9112件のクレジットカード
名義人名、カード番号、有効期限、セキュリティコード、住所など
– 任天堂 6/9‐7/4 2万3926件のID・パスワード
– コナミデジタルエンタテインメント 6/13
6/13~7/7
7/7 3万5252件のID
3万5252件のID・パスワード
パスワ ド
– ニフティ 7/14‐16 @nifty会員2万1184IDの氏名、住所電話番号等
– LINE 7/17‐18 会員情報169万2496件
– NTTコミュニケ
NTTコミュニケーションズ
ションズ 7/23,7/26
7/23 7/26 OCN ID用のメアドと暗号化されたパス
ワード最大約400万件
– グリー 7/25‐8/5 SNS「GREE」に登録された3万9590件の顧客情報
– サイバ
サイバーエージェント
エ ジェント 4/6
4/6‐8/3
8/3 24万3266件のアメ
24万3266件のアメーバIDを保有するユーザ情報
バIDを保有するユ ザ情報
10
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スマートデバイスの不正アプリ
• 電池性能の改善、動画ゲームのこつ伝授
など
• 電話帳など連絡先データの抜き取り
• インスト
インストール時に電話帳読み取りについ
ル時に電話帳読み取りに い
て利用者の「同意」を得ているのが問題

11
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クラウドの可用性低下
• クラウド上のデータ消失や、サービス停止が相
次ぐ
年月

障害内容

2012.6

Amazon.comが提供するクラウドサービスが電源トラブルによるシ
ステム障害のため停止

2012.6

ファーストサーバ（株）でシステム障害が発生し、5000社を超え
る顧客データが消失

2012.6,7
,

（株）セールスフォース・ドットコムでシステム障害が発生
（
）
障

2012.6

ニフティ株式会社のサーバーへの電源供給装置が故障し、大半の
サーバーが停止

2012 10
2012.10

A
Amazon.comが提供するクラウドがストレージの故障のため停止
が提供するクラウドがストレ ジの故障のため停止

2012.10

Google社が提供するクラウドがルーターの故障のため停止

2012.12

Google社が提供するメ ルサ ビスで9日間で4回の技術的障害が
Google社が提供するメールサービスで9日間で4回の技術的障害が
発生
12
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内部者による犯行

事例

・新日鉄とボスコの例
韓国鉄鋼大手ポスコとポスコの日本法人が新日本製鐵の元社員Aを通じて、「方向性電磁
韓国鉄鋼大手ポスコとポスコの日本法人が新日本製鐵の元社員Aを通じて
「方向性電磁
鋼板」と呼ばれる高機能鋼板の製造技術を不正取得・使用したとして、新日本製鐵がポス
コ、ポスコ日本法人、元社員Ａに対し、不正競争防止法に基づく民事訴訟（１０００億円
の損害賠償請求と同鋼板の製造・販売の差し止め請求）を提起した事例。

–

・ヤマザキマザックの例
ザ
ザ
–

国内大手プレス機械メーカーの元従業員甲が在職中に、乙（同社の関連会社元従業員）の依
頼を受け、2009年11月に会社のサーバーにアクセスして図面データ２５８点をハードディス
クに保存 甲は同年末に同社を退職した後 データを複製したＣＤを乙に手交
クに保存。甲は同年末に同社を退職した後、デ
タを複製したＣＤを乙に手交。その後、乙
その後 乙
が2010年1月に競合関係にある中国のプレス機械会社に当該図面データを郵送。これら一連
の行為について、不正競争防止法違反※（営業秘密の不正開示）の刑事責任が問われた事例。
なお、乙が役員を務める会社と中国企業は技術提携関係にあった。

・ジブラルタ生命保険株式会社の例
ジブラルタ生命保険株式会社の例
–

退職した社員により、同社システムへの不正アクセス顧客422 人分の個人情報が漏えいした。
退職者が当該システムにアクセスできたのは、退職後もシステムにアクセスするためのIDと
パスワードを利用できたためである。退職後最大で10 日間同社のシステムにアクセスできた
といわれている。退職者は、不正アクセスにより窃取した個人情報を、転職先での営業目的
等に使用していた。

情報 秘密管理性を維持す ため 対策に情報セキ
情報の秘密管理性を維持するための対策に情報セキュリティ対策が重要である。
対策が重
あ
出典：経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/121221gijutsuryushutsu.pdf
13
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情報セキュリティリスク分析プロセス
組織の方針による準備
分析の実行
脅威や事象の特定

発生確率の決定

分析の維持

結果の周知

脆弱性や状態の特定

影響度の決定

リスクの決定
出典 ：NIST SP800‐30 Rev.1 Guide for Conducting Risk Assessments よりIPA 邦訳
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800‐30‐rev1/sp800_30_r1.pdf
2013/11/8
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リスク分析
① 情報資産と脅威を抽出
② 事故の発生可能性とその影響の算定
③ 対応方針を決定
④ 実行
⑤ 見直し ← ここが大切。脅威は変化し
ここが大切 脅威は変化し
ていく

15
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① 情報資産の洗い出し
重要な情報（資産）とは
zその情報が漏えいしたとき、会社の経営に大きな影響が
あるも （例 個人情報）
あるもの（例:個人情報）
zその情報が改ざんされたとき、会社の経営に大きな影響
があるもの（例 財務会計情報）
があるもの（例:財務会計情報）
zその情報が紛失したり利用できなくなったとき、会社の
経営に大きな影響があるもの（例:設計図面）
z情報資産は電子データ以外にも紙の情報や、電子データ
情報資産は電子デ タ以外にも紙の情報や、電子デ タ
を管理する情報システムも含まれる
¾ 情報資産管理台帳等で管理
16
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情報資産管理台帳（項目イメージ）
z 管理№
z 情報資産名
z 対象（媒体）
z 保管・格納場所
z 利用範囲
z 管理部門情報
¾管理責任部門名
¾管理責任者名
¾連絡先

z 登録（入手）日
z 廃棄日
z 保存期間
z 最終棚卸日
z 重要度（機密度）

入手から廃棄まで管理
17
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② 事故の可能性と影響
z情報資産がどのような脅威にさらされて
いるか検討する
z脅威が起こりうる可能性（発生頻度等）
を評価する
z脅威が起こす影響（被害の大きさ等の影
響度）について評価する

18
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影響の大きさと発生する頻度（イメージ）
発生する頻度

月に1度

年に1度

数年に1度

業務効率低下

業務停止
務

影響の大きさ
組織の存亡にかかわる
19
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③ 対応方針の決定
会社としての対応方針を決める（例えば）
z影響度中でたまに発生する→リスクの低減が必要
影響度中でたまに発生する リスクの低減が必要
（セキュリティ対策実施で影響や発生率を下げる）
z影響度大で頻発する→リスクの回避が必要
（やり方を変える、業務を実施しない等）
z影響度大だがめったに発生しない→リスクの移転
が必要（他社に委託、保険を掛ける等）
z影響度小でめったに発生しない→無視もあり
影響度小でめ たに発生しない 無視もあり
ただし 想定外はあ てはならない
ただし、想定外はあってはならない
20
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対応方針（イメージ）

このような
業務は止
める
情報セキュリティ対策
情報セキ
リティ対策
を講じる

無視する
（ただし想定
外とはしない）

他者に委託・
保険など

21
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④実行 ⑤見直し
• 実行・見直しのための体制整備
実行
直
ため 体制整備
• 教育、トレーニングが重要
教育、トレ ニングが重要

22
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アンケート調査の概要
〜一般の利用者と弁護士〜
「2012年度情報セキュリティに関する脅威に対す
る意識調査」（IPA調査）の概要
• 15歳以上のPCインタ
15歳以上のPCインターネット利用者を対象と
ネット利用者を対象と
したウェブアンケート
• 調査期間
2012年10月12日〜2012年10月15日
• 有効回答数
5,000件
男性
ｎ数
数

女性
％

「情報セキュリティに関する調査」（日弁
連調査）の概要
• 日弁連に所属の弁護士を対象としたアン
ケート
• 調査期間
2013年5月27日〜2013年7月26日
• 有効回答数
475件

n数

合計

ｎ数
数

％

ｎ数
数

％

15-19 歳

192

3.8%

180

3.6%

372

7.4%

20-29 歳

429

8.6%

414

8.3%

843

16.9%

30-39 歳

549

11.0%

533

10.7%

1,082

21.6%

40 49 歳
40-49

528

10 6%
10.6%

513

10 3%
10.3%

1 041
1,041

20 8%
20.8%

50-59 歳

459

9.2%

414

8.3%

873

17.4%

60-69 歳

430

8.6%

359

7.2%

789

15.8%

合計

2,587

51.7%

2,413

48.3%

5,000

100.0%

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上
合計

60
159
121
66
52
17
475

％
12.6%
33.5%
25.5%
13.9%
10.9%
3.6%
100.0%

23
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パソコンの習熟度
 パソコンの習熟度は、「必要なソフトウェアをインストールして使ったり、パソコンの設定を変えて使ったりすることがで
きるレベル」である利用者が最も多く、47.4%（IPA）、57.1％（弁護士）。次いで「メールを使ったり、ホームページを閲覧
したり、文章を書いたりするのに支障がないレベル」である利用者が34.2%（IPA）、27.8％（弁護士）。
 上記2つで8割以上となり、最も高いレベルの利用者はそれぞれ1割程度である。

IPA調査

11.7%

日弁連調査

10.3%

0%

47.4%

34.2%

57.1%

20%

40%

27.8%

60%

80%

6.7% n=5000

4.8% n=475

100%

パソコンを自分で組み立てたり、トラブルが起きても自分で解決できるレベルで
ある
必要なソフトウェアをインストールして使ったり、パソコンの設定を変えて使ったり
することができるレベルである
メールを使ったり、ホームページを閲覧したり、文章を書いたりするのに支障が
ないレベルである
パソコンの簡単な操作しか分からないレベルである または
ソ ンを利用する とができな
パソコンを利用することができない

24
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セキュリティ被害経験
 「ウイルスに感染」したケースは、弁護士が5ポイント高く17.3％である。また、「被害にあったことはない」とする回答も
弁護士のほうが5ポイント高い。
弁護士のほうが5ポイント高い
 「全く知らない差出人から大量のメールが送られてきた」ケースは、弁護士が12.0％と、IPA24.5％の半数となっている。
60%
日弁連調査

IPA調査

42.2%

47.2%

40%
20%

24.5%

17.3%
12.1%

12.0%
2.1% 1.1%

0%

︵

ュ

n

︶
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が く
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ら ら
れな
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き差
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ら
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の
メ

︑

ィ

ル自
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ら ン
れの
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り ス
テ
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除や
さ フ
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に
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っ

ー

ュー

た
こ
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は
な
い

ー

ァ
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コ
し感ン
た染 ピ
ケ後
に
スセ タ
をキウ
イ
含
む リル
テス
に
ソ感
フ染
ト し
がた
検

IPA調査

5000

12.1%

2.1%

24.5%

42.2%

日弁連調査

475

17.3%

1.1%

12.0%

47.2%
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パソコンのセキュリティ対策
 比較対象となったセキュリティ対策項目では、すべての項目で弁護士が高い実施率となっており、10ポイント以上高い
項目もみられる。
項目もみられる
日弁連調査

IPA調査
100%
80%

87.4%
70 1%
70.1%
62.5%

73.1%

72.2%

66 8%
66.8%

66 7%
66.7%
54.9%

60%

48.4%
37.3%

40%
14.2%14.7%

20%
0%

アブ
サ
をイ
ダ ト
ウで
ンは
ロフ
︶

ァ
ー

イ
ル
は

ェ
ェ

ァ

ッ

ク

ル
の
添
付
フ

ド イ よ
しル く
な
知
いソ ら
フ な
ト い
ウウ
︵

ー

タ
の
バ

開不
か審
なな
い電
子
メ

ー

アパ
ソ
プコ
ン
の
重
要
な
デ
ッ

ァ

ッ

ソ
フ
ト
の
導
入
・
活
用

や暗
号
重化
要 さ
なれ
フ た
U
イ S
ル B
の メ
暗モ
号 リ
化の
利
用
︑

リ
テ

ィ

ィ

n

セ
キ

ュ

ュ

る W
セ i
キ n
d
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テ w
s
パ U
p
チ d
の a
更 t
新 e
等
に
よ

IPA調査

5000

62.5%

72.2%

14.2%

37.3%

66.8%

54.9%

日弁連調査

475

70.1%

87.4%

14.7%

48.4%

73.1%

66.7%
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パスワードの設定
 「パソコンのログインパスワードを設定している」割合は弁護士のほうが高いが、「定期的に変更している」割合は約5
ポイント下回る。
ポイント下回る
IPA調査
80%

日弁連調査

66.3%
52.9%

60%
40%

14.9%

20%

10.1%

0%

パ
ス
ワ

n

ー

定パ
しソ
てコ
いン
るの
ロ
グ
イ
ン
パ
ス
ワ

ー

ド
は
定
期
的
に
変
更
し
て
い
る

ド
を
設
IPA調査
日弁連調査
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5000

52.9%

14.9%

475

66.3%

10.1%
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スマートフォンの対策状況
 パソコンと同様、スマートフォンでも弁護士のほうがセキュリティ対策の実施率が概ね高い。
 特に、「パスワードやパターンによる画面ロック機能」は40ポイント以上も高く、情報保護に対する意識の高さがうかが
える。
 一般の利用者がまだまだ認識していないリスクを、弁護士の方は把握し対策に繋げている。
100%
80.2%

日弁連調査

IPA調査

79.7%

80%
60%

69.3%
58.1%

53.5%
39.1%

36.2%

40%

32.2%

20%

10 7% 5.9%
10.7%

27.9%

12 7%
12.7%

0%

(
)

53.5%
79.7%

36.2%
39.1%
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被害経験の有無と属性・対策項目
〜アンケートデータの統計分析結果より〜
日弁連のアンケートデータを用いて統計分析を行い、どのような属性や対策項目が被害経験の有無に影響を与えているのか
を探索。
その結果、外出先でパソコンを利用している、SNSを利用している方は、被害に遭遇しやすい傾向があり、FAXのテスト送信を
している方は、被害遭遇確率が低くなる傾向があることがわかった。
なお、この結果は統計的に有意となったものを抽出したものであり、その他の対策が無意味ということではない。

属性と対策項目

被害遭遇確率を高めるか低減するか

習熟度が高い（q4） 年齢が高い（q1）
習熟度が高い（q4）、年齢が高い（q1）

プラス＋

組織に所属する従業員が多い（q3）

プラス＋

事務所・自宅以外の外出先でパソコンを利用している（q5_3）

プラス＋

Facebook・Twitter等のSNSを利用している（q6_5）

プラス＋

FAXを初めて送信する送信先の場合は テスト送信する（q11 4）
FAXを初めて送信する送信先の場合は、テスト送信する（q11_4）

マイナス
マイナス−
29
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ご参考：情報セキュリティに関す
る被害と個人属性
IPA調査データを用いて統計分析を行い、被害に遭遇した個人の属性に着目し、被害経験の有無に影響を与える要因を探索。
分析の結果、①メールの添付ファイルやウェブサイトでの安易なダウンロードに注意するといった意識的な対策を実施している
①
ブ
ダ
こと、②情報セキュリティに関する情報を収集・処理できること、の2つが情報セキュリティ被害を低減する要因であると判明。ま
た、自信過剰な人ほど、情報セキュリティ被害に遭いやすい傾向があることもわかった。
■IPAテクニカルウォッチ 『情報セキュリティに関する被害と個人属性』のレポート
p
p g jp
http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120913.html
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弁護士業務におけるリスク対応
弁護士業務改革委員会
ＩＴ検討プロジェクトチーム幹事
宮内 宏

今回実施したリスク分析の概要
■事務所及びネットワークの構成，利用場所などの想
定を置き，これに対するリスク分析を行う。
■ネットワーク，PC，サーバ等に関する一般的なリス
クと，弁護士業務に密着したリスクを抽出する。
●訴訟に提出する証拠書類を対象に検討する
●刑事事件等における，重要な書類についても検討する

■それぞれのリスクについて，影響度・発生確率を推
定し，対策を検討する。
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外部倉庫

想定するネットワーク構成

ダンボール箱
ダンボール箱

執務室

ダンボール箱
ファイル
キャビネ

外部データセンタ
弁護士B
スマートフォン／PC

Mail サーバ
Web サーバ

執務室

the internet

ファイル
キャビネ

弁護士A
PC

弁護士B
PC

弁護士C
PC

FireWall

無線LAN

弁護士B
ノートPC

事務員D
PC

事務員E
PC

プリンタ/FAX
データサーバ

弁護士A
自宅
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会議室

シュレッダー

事務室

金庫

ファイル ファイル
キャビネ キャビネ
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3

ネットワーク構成上 実施すべき対策
(一般的対策)
脅威
PCにおける
対策

スパイウエアによる情報漏えい
ウイルス感染による業務停止

メール利用に 外部メールの不正利用
関する対策 なりすまし

マルウエア対策
(セキュリティソフト導入
不用意な実行の回避)
アカウント管理
(パスワード管理等)

スマホ，タブ
レットの対策

紛失による情報漏えい
不正アプリによる情報漏えい

不正利用防止(権限管理)
アプリやOSのアップデート
セキュリティソフト導入

無線LANに
おける対策

アクセスポイントの不正利用

通信暗号化の設定

自宅PCに
おける対策

情報漏えいの危険性のある
ソフトの利用

マルウエア対策
家族等による共同利用の
禁止
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4

ノートPC、スマホ

12

悪意あるWebサイトの閲覧

ファイル共有ソフト

無線LANの不正利用
外部サービスの利用
（スケジューラー等）
共同利用
（家庭内等）

紛失・盗難

結果

原因

事前対策

・メール
・セキュリティソフトの導入
感染による業務停止、情報の漏えい、DDoS ファイルの実行、脆弱
・Web
・不用意に実行しない
攻撃等の踏み台
性の未解消
・USBメモリ
・脆弱性の解消
・インターネット
・安易に個人情報を入力しない
・メール
アカウント情報の漏えい
安易な情報入力
・フィッシング対策ソフトの導入
・ブラウザの機能を活用
・メール
スパイウェアに感染、 ・不用意に実行しない
・Web
自分のアカウントになりすまされる
脆弱性の未解消、パス ・脆弱性の解消
・ショルダーハッ
ワードの盗み見
・パスワード入力時に注意
キング
複数のアドレスをToや ・送信先の確認
メールアドレスの漏えい
・管理ソフトの導入
Ccで送信
・フィルタリングソフトやサービスの
メール削除時間の浪費、誤ってリンクをク
・メール
リックする
導入
添付ファイルの実行、 ・セキュリティソフトの導入
・メール
情報漏えい
Webからのダウンロー ・不用意に実行しない
・Web
ド、脆弱性の未解消 ・脆弱性の解消
・データセンタが対策強化
・インターネット Webの改ざん、ファイル削除、流出など
データセンタ側の不備
・自らデータのバックアップ
・データセンタが対策強化
・インターネット ファイル削除、なりすまし、情報漏えい データセンタ側の不備
・自らデータのバックアップ
・インターネット サービスの利用不可
データセンタ側の不備 ・代替え手段の確保
・代替え手段の確保
メールの利用不可、データ消失
データセンタ側の不備
・自らデータのバックアップ
・アプリやOSをアップデート
不正アプリのインス
・インターネット アドレス帳の漏えい、不正利用
・事前にアプリの権限を確認
トール
・セキュリティソフトの導入
・ファイルの暗号化
端末内の情報漏えい、不正利用
不注意
・データの遠隔消去機能の導入
・インターネット 通信データの盗聴、悪意ある行為の踏み台 設定ミス
・無線LANの暗号化設定
・設定方法の確認
情報漏えい
設定ミス
・適切な公開設定
・複数人で利用する際の権限設定
情報漏えい、データ消去
権限設定ミス
・業務用のPCは共用しない
・ファイル共有ソフトを利用しない
設定ミス、ウイルス感
・インターネット 情報漏えい
・セキュリティソフトの導入
染
・適切な公開設定
・脆弱性の解消
・インターネット マルウェア感染
脆弱性の未解消
・セキュリティソフトの導入
・フィルタリングソフトの導入

侵入経路

参考
1.フィルタリングソフトの効用：フィッシングサイト、改ざんされマルウェアに感染させるサイトへのアクセス防止
副次的な効果として感染後に情報を外部に送信する接続先（http通信）を遮断する可能性あり

PC

スマホ

11

17

外部データセンタ

10

PC

データセンタへのDoS攻撃
データセンタのシステム障害
（停止）

外部データセンタ

9

16

Mailサーバ侵入

外部データセンタ

8

自宅PC

Webサイト侵入

外部データセンタ

7

15

標的型攻撃

PC、スマホ

6

無線LAN装置

スパム（迷惑）メール

PC、スマホ

5

PC、スマホ

メールアドレスの漏えい

PC、スマホ

4

14

アカウントの乗っ取り

PC、スマホ

3

13

フィッシング

PC、スマホ

2

不正アプリ

マルウェア
（スパイウェア、ボット）

PC、サーバ

1

脅威

対象

NO

想定されるネットワーク構成上での脅威（詳細）

原本預り・証拠化の際の脅威
NO
1
2
3
4

Subject

6

DorB？

7
8
9

A
B
D

DS
DS
金庫

10-1
10-2
10-3
11

D
D
D
D

←
←
←
←

12

D

←

13

O

−

14
15
16

O
O
D

←
←

D

←
Aキャビネ
←
事金庫

Operation Object

手渡し
手渡し
格納
PDF化（原
本 PDF 生
成）、格
納
事金庫
コ ピ ー
（原本コ
ピ ー 生
成）、格
納
事キャビネ 手控作成

5

依頼者
A
D
D

Sender
（From）

原本
原本
原本
原本

原本

原 本 コ
ピー
アクセス 原本PDF
アクセス 原本PDF
証拠(番号 原本
付与)作成
手渡し
証拠
郵送
証拠
メール
証拠
FAX 、 郵 証拠
送、持参
FAX 、 郵 証拠
送、持参
受領証作 −
成
FAX
受領証
FAX
受領証
PDF 化 ( 証 証拠
拠 PDF 生
成)
PDF 化 ( 受 受領証
領証PDF)
閲覧
証拠など
閲覧
証拠など
期 日 に 持 原本
参
期日に持 証拠、受
参
領証
期 日 に 確 同上
認
返 却 ？ 持 原本
ち帰り？
持ち帰り 証拠
廃棄
原 本 コ
ピー、証
拠、受領
証、手控
え

Receiver 脅 威 の 種
類※
影響
A
④
高
D
④
高
金庫
①
DS
①、②

発生率

漏えい(通常文書) 漏えい(重要文書※)
影響
発生率 影響
発生率

低
低

中
中

低
低

高
高

低
低

高

低

中

低

高

低

高

低

中

低

高

低

消失

事キャビ ①
ネ

Bキャビネ ①

低

−

中

中

高

中

A・PC
B・PC
D

②、③
②、③
①

−
−

−
−

中
中

低
低

高
高

低
低

高

低

中

低

高

低

依頼者
依頼者
依頼者
CT(確認)

①
①
③
③、④

−
−
−

−
−
−

中
中
中

低
中
高

高
高
高

低
中
高

−

−

中

高

高

高

O

③、④

−

−

中

高

高

高

CT
D
DS

③
③
②

−
−

−
−

低
低

高
高

低
低

高
高

低

低

低

低

高

低

低

低

低

低

低

低

低
低

低
低

低
低

低
低

高
高

低
低

高

低

低

低

高

低

低

低

低

低

高

低

高

低

低

低

高

低

高

低

低

低

高

低

低

低

低

低

高

低

−

−

低

高

高

高

−

−

低

高

高

高

高

低

低

低

高

低

低

低

低

低

高

低

17

D

DS

②

18-1

A
B
B

事キャビネ
事キャビネ
金庫

CT、O

①
①
④

18-2

B

事キャビネ

CT、O

④

19

CT、O

−

20

B

←

21
22

B
D?

←
事キャビネ

B

Bキャビネ

A

Aキャビネ

23

D

24
25

B
D

DS 、 APC 、 廃棄
証拠PDF、
BPC
原本PDF
金庫
返却
原本
依頼者
事キャビネ 保 管 場 所
変更

−
事金庫

④
④
⑤

⑤
④、①
④

※ 影響度の基準
影響度高： 訴訟の帰趨に取り返しのつかない影響のあるもの。依頼者の事業等に重大なダメージを与えるもの。社会的影響の大きいも
の。
影響度中： 訴訟の帰趨に大きな影響を与えるもの。依頼者の事業等に影響のあるもの。
影響度小： 訴訟の帰趨への影響が小さいもの。
※ 脅威の種類：
①書類，CD，USBメモリ，ノートPC等の盗難
②PC及びサーバへの不正アクセス，コンピュータウイルス等による情報漏えい
③メール，郵送，FAXの誤送信
④書類等の持ち運びにおける盗難・紛失
⑤廃棄時における情報漏えい
※ 重要文書とは，営業秘密などの漏えいが重高な影響をもたらすもの（刑事での裁判員名簿・身上調書・ある種の事件の被害者名など）を
言う。これらの文書については閲覧制限を申し立てるとの前提で，証拠提出後の影響も「高」とした。

訴訟関係資料（原本預かりの場合）の扱い
事務室
金庫

弁護士A
PC・キャビネ

データサーバ
格納(3)

裁判所

弁護士B
PC・キャビネ

事務員D
PC

事務室
キャビネ

外部倉庫

第三者
相手方
弁護士

依頼者

手渡し(2)

手渡し(1)

PDF化(4)
コピー(5)

アクセス(7)
アクセス(8)
手控作成
(6)
証拠作成
(コピー/番
号記入)(10)

コピー(9)

手渡し/郵送(10-1～3))
FAX(11)

証拠提出

確認

FAX(12)

確認
受領証作成 (13)

FAX(15)
PDF化

(16,17)

(14)

(18-2)

期日にて確認

弁護士Bが
期日に持参

(19)

(21)
(20)

訴訟終了後

(22) 廃棄

廃棄 (23)

手渡し(24)

閲覧

保管場所
変更(25)

細線： 電子ファイル 太線： 紙（二重線は原本)
(1),(2)等は，脅威の表のNo.に対応

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会
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訴訟関係資料（重要文書の場合１）
事務員D
PC

事務室
キャビネ

外部倉庫
事務室
金庫

データサーバ
格納

裁判所

弁護士B
PC・キャビネ

弁護士A
PC・キャビネ
手渡し

相手方
弁護士

依頼者
手渡し

重要文書とは，営業秘密などの漏えいが重
大な影響をもたらすもの（刑事での裁判員
名簿・身上調書・ある種の事件の被害者名
など）を指す。
これらの文書については閲覧制限を申し
立てる必要がある。また，一般の文書と異
なり，証拠提出後も守秘の必要性が高い。

PDF化
コピー

アクセス
アクセス
手控作成
証拠作成
(コピー)
(番号記入)

コピー

第三者

手渡し
手渡し(持参)

証拠提出

手渡し(持参)

確認
確認
受領証作成

FAX
PDF化
弁護士Bが
期日に持参

訴訟終了後

廃棄

廃棄

期日にて確認

手渡し

閲覧
（閲覧制限を申立てるべき)

保管場所変更
(早期に廃棄すべき)

2013/11/8

細線： 電子ファイル

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会

太線： 紙（二重線は原本)
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訴訟関係資料（重要文書の場合２）
事務員D
PC

事務室
キャビネ

外部倉庫
事務室
金庫

データサーバ
格納

裁判所

弁護士B
PC・キャビネ

弁護士A
PC・キャビネ
手渡し

第三者
相手方
弁護士

依頼者
手渡し

コピー
閲覧
閲覧

証拠作成
(コピー)
(番号記入)

コピー

手渡し/書留で郵送
手渡し(持参)

証拠提出

手渡し(持参)

確認
確認
受領証作成

手渡し

FAX

期日にて確認

弁護士Bが
期日に持参

訴訟終了後

手渡し

閲覧
（閲覧制限を申立てるべき)

保管場所変更
(早期に廃棄すべき)

細線： 電子ファイル

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会

2013/11/8

太線： 紙（二重線は原本)
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通常のリスク対応
高

リスクの回避

発生可能性

リスクの低減

リスクの保有

リスクの移転

低
低

2013/11/8

影響度

高

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会
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弁護士業務のリスク対策
高

リスクの回避
(回避不可能なもの)
リスクの更なる低減

発生可能性

リスクの低減

リスクの保有
(リスクの更なる
低減)

リスクの移転

(移転不可能なもの)
リスクの
更なる低減

低
低

2013/11/8

影響度

高

(回避・移転
できないリスク)

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会
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弁護士業務の主なリスク
発生可能性高

証拠書類のFAX送付に
よる漏えい

証拠提出前書類のメール
FAX送付による漏えい

証拠受領書FAX送付に
よる漏えい

重要文書のコピーの廃棄時の漏えい
重要文書のメール・FAX送付による漏えい
裁判員裁判名簿のメール送付による漏えい
DV被害者情報のメール送付による漏えい

発生可能性中

証拠書類の郵送に
よる漏えい

発生可能性小

原本のコピー保管における
漏えい

証拠提出前書類の保管，
利用時の漏えい

証拠書類の保管場所変更時
の消失・漏えい

弁護人選任書等の公的
文書の消失

弁護士の手控えからの
漏えい
証拠提出前書類の郵送
による漏えい

重要文書の弁護士の手控えからの漏えい
重要文書の郵送による漏えい
原本の消失（返却時など)
被疑者・被告人の情報･メモの漏えい

影響度低

原本の消失(保管時，期日持参時)
被害弁償の示談書・領収書の消失
証人尋問の録音CDの漏えい・消失

原本の期日持参時の漏えい

2013/11/8

重要文書の手渡し時の漏えい

影響度中
弁護士業務改革シンポジウム第３分科会

影響度高
10

リスク対策(1)
リスク

リスクの内容

対策
種別

対策

高

重要文書のコピー廃棄時
の漏えい

廃棄書類の裏紙利用
による漏えい

低減

裏紙使用の禁止
管理の徹底

高

高

重要文書のFAX,メール
送付による漏えい

FAX番号・メールアドレ
ス誤りによる誤送信

回避

FAX・メール送付の禁
止

高

高

裁判員名簿のメール送付
による漏えい

メーリングリストなどに
よる漏えい，誤送信

回避

メール送付の禁止

高

高

DV被害者情報のメール
送付による漏えい

メーリングリストなどに
よる漏えい，誤送信

回避

メール送付の禁止

中

高

重要文書の弁護士手控
えからの漏えい

弁護士個人管理の書
類からの漏えい

回避

個人管理の手控えを
禁止し，組織で管理

送信先のステッカー誤
り等による誤送信

郵送の禁止

高

重要文書の郵送による漏
えい

回避

中

低減

管理の徹底

可能
性

影響

高

中

高

原本返却時の原本消失

事件終了後の処理に
おける紛失など

低減

管理の徹底

中

高

被疑者・被告人の情報，
メモの漏えい

弁護士個人管理の書
類の漏えい

回避

個人管理を廃して，組
織で管理

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会

2013/11/8
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リスク対策(2)
可能
性

影響

低

高

低

低
低

高

高
高

2013/11/8

対策
種別

対策

保管時・期日持参時の
紛失

低減

管理の徹底

移転

弁護士責任保険

業務中，保管中の漏え
い

低減

管理の徹底

移転

弁護士責任保険

被害弁償の示談書・領収
書等の消失

業務中，保管中の漏え
い

低減

管理の徹底

移転

弁護士責任保険

証人尋問CDの漏えい・
消失

PC利用時，持ち運び，
保管時の漏えい・消失

低減

管理の徹底

リスク

リスクの内容

原本の消失

重要文書の漏えい

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会
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リスク対策(3)
可能
性

高

中

中

影響

中

中

中

対策
種別

対策

証拠提出前書類のメール， FAX番号・メールアドレ
FAXによる漏えい
ス誤りによる誤送信

回避

FAX・メール送付の禁
止

低減

管理の徹底

弁護士の手控えからの漏 弁護士個人管理の書
えい
類からの漏えい

回避

個人管理の手控えを
禁止し，組織で管理

低減

管理の徹底

回避

郵送の禁止

リスク

リスクの内容

証拠提出前書類の郵送
による漏えい

送信先のステッカー誤
り等による誤送信

低減

管理の徹底

低

中

証拠提出前書類の保管，
利用時の漏えい

保管や弁護士による利
低減
用におけるミスによる
漏えい

管理の徹底

低

中

弁護人選任書等の公的
書類の消失

紛失等による消失

管理の徹底

低減

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会
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リスク対策(4)
リスク

リスクの内容

対策
種別

対策

低

証拠書類・受領書のメー
ル，FAXによる漏えい

FAX番号・メールアドレ
ス誤りによる誤送信

低減

管理の徹底

低

証拠書類の郵送による漏
えい

送信先のステッカー誤
り等による誤送信

低減

管理の徹底

低

低

書類コピーの保管・利用
における漏えい
証拠提出済み情報の原
本からの漏えい

保管や弁護士による利
用におけるミスによる
漏えい
期日持参時の漏えい

低

低

証拠書類の保管場所変
更時の消失・漏えい

外部倉庫等への移動
に伴うミス

可能
性

影響

高
中

2013/11/8

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会

低減
(保有)

低減
(保有)

管理の徹底

管理の徹底
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対策のポイント
■ 一般的には，発生可能性高・影響度高のものについては，
「リスクの回避」(そもそも，そのようなリスクを負わないように
する)が採られるが，弁護士業務においては，回避できない
こともある(重要文書の原本預り，裁判員名簿の保持，DVや
性犯罪被害者の名前など)
→ リスクの低減で対応
■ 発生可能性低・影響度高のものについては，リスクの移転
（保険等による，外部へのリスクの移転)が一般的だが，弁護
士業務の場合，移転不可能なものもある(極めて重要な情報
の漏えいなど)
→ 影響を小さくすることはできないので，リスクの更なる低減で
対応(発生可能性を最小限に抑える)
・発生可能性低・影響度低のものであっても，さらなるリスク低
減を行うべきである。
弁護士業務改革シンポジウム第３分科会

2013/11/8
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リスク対策のまとめ
高

リスクの回避
(回避不可能なもの)
リスクの更なる低減

発生可能性

リスクの低減

リスクの保有
(リスクの更なる
低減)

リスクの移転

(移転不可能なもの)
リスクの
更なる低減

低
低

2013/11/8

影響度

高

(回避・移転
できないリスク)

弁護士業務改革シンポジウム第３分科会
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情報セキュリティに関するアンケート結果
【総回答数
問１
1
2
3
4
5
6
問２

年齢を教えてください。
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

60
159
121
66
52
17

12.6%
33.5%
25.5%
13.9%
10.9%
3.6%

所属している組織の形態を教えてください。
1 法律事務所（弁護士法人以外）
406 85.5%
2 弁護士法人
53 11.2%
3 企業・官公庁
16 3.4%
4 その他
0 0.0%

問３
1
2
3
4
5

475
1
2
3
4
5
6

名】

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

1 法律事務所（弁
護士法人以外）
2 弁護士法人
3 企業・官公庁
4 その他

勤務する組織に所属する弁護士（企業・官公庁の場合は従業員）の数を教えてください。
1人
139 29.3%
1
2人〜5人
218 45.9%
2
6人〜10人
65 13.7%
3
11人〜50人
34 7.2%
4
51人以上
19 4.0%

1人
2人〜5人
6人〜10人
11人〜50人

5 51人以上

問４
1
2
3
4
5
問５

パソコンの習熟度についてお聞きします。
あなたができる操作として最も高度なものはどれでしょうか。
パソコンを利用することができない。
13 2.7%
パソコンの簡単な操作しかできない。
10 2.1%
メールを使ったり，ホームページを閲覧し
132 27.8%
たり，文書を書いたりすることができる。
必要なソフトウ
アをインスト ルしたり，
必要なソフトウェアをインストールしたり，
パソコンの設定を変えて使ったりすることが
271 57.1%
できる。
パソコンを自分で組み立てたり，トラブル
49 10.3%
が起きても自分で解決できる。

2 簡単な操作しかできない
3 メール，ホームページ閲
覧，文書作成ができる
覧 文書作成ができる
4 インストール等，設定変
更ができる
5 パソコンの組み立て，自
力でトラブル解決ができる

業務で使用するパソコン（スマートフォンは含まない。）の利用場所はどこですか。【複数回答可】
1 事務所・事業所
2 自宅
3 事務所・自宅以外の外出先

問６

1 利用できない

469 98.7%
261 54.9%
162 34.1%

業務で使用するパソコンでインターネットを利用する際，どのようなことに利用していますか。【複数回答可】

1 情報検索・閲覧
2 ネットショッピング又はチケット予約
3 電子メール
4 ネットバンキング
5 Facebook・Twitter等のSNS利用
6 Winny等ファイル交換ソフトの利用
7 その他

465
326
447
197
173
1
21

（「クラウド利用」，「ホームページ製作」など）

97.9%
68.6%
94.1%
41.5%
36.4%
0.2%
4.4%

問７

業務で使用する機器等において，過去に以下のようなセキュリティに関するトラブルを経験したことが
ありますか。【複数回答可】
コンピュータウイルスに感染した（感染後にセ

1 キュリティソフトが検出したケースを含む。）。

パソコンのシステムやファイルが書き換えられ

2 たり，削除されたりした。

全く知らない他人から大量のメールが送られ

3 てきた。

電子メールを本来意図していた相手とは違う

4 宛先に誤って送信した。

電子メールに本来意図していたファイルと違う

5 ファイルを誤って添付して送信した。

FAXを本来意図していた相手と違う宛先に

6 誤って送信した。

82 17.3%
5

1.1%

57 12.0%
92 19.4%
57 12.0%
90 18.9%

7 事件記録（紙）の紛失又は盗難。
事件記録の入ったUSBメモリ，DVD，ノートパ

8 ソコン，スマートフォンなどの紛失又は盗難。
9 その他

9

1.9%

6

1.3%

233 49.1%

（「１〜８の経験はない」（多数），「業者によるデータの消失・誤
消去」，「メールの一斉送信時に宛先全員にメールアドレスを
表示させて送ってしまった」など）

業務で不要になった印刷済みの用紙のうち，守秘の対象となるものをどのような方法で廃棄していますか。
【複数回答可】

問８
1

シュレッダー

411 86.5%

2

溶解処理

158 33.3%

3 そのまま廃棄

22

4.6%

4

22

4.6%
4 6%

その他

（「処理場への持参」「弁護士会の回収サービス」など）

問９

業務で印刷済み用紙を裏紙として利用する場合，どのような用紙を裏紙として利用していますか。
【複数回答可】
事件記録以外（広告FAXなど）を印
1
311 65.5%
刷した用紙
2 事件記録を印刷した用紙

132 27.8%

3

125 26.3%

裏紙としては使用していない。

問１０ 業務で電子メールを利用する際に実施している対策を教えて下さい。【複数回答可】
送信のたびに送信先を間違えていな

1 いか確認する。

送信先をメールソフトのアドレス帳機

2 能を使って登録している。

初めてメールを送信する送信先の場

3 合は，まずテストメールを送信する。

342 72.0%
276 58.1%
104 21.9%

ファイルを添付して送信する際には，その

4 ファイルにパスワードを設定したり，暗号化し

107 22.5%

たりする。

電子メールで漏えい時の危険が高い

5 情報を送信しない。

不審な電子メールの添付ファイルは開

6 かない。

7 その他

184 38.7%
347 73.1%
21

4.4%

（「必ず返信機能を利用して送信する」など）

問１１ 業務でFAXを送信する際に実施している対策を教えてください。【複数回答可】
宛先を間違えていないか複数人で確

1 認する。

宛先を間違えていないか1人で確認す

2 る。

宛先をＦＡＸの機能（短縮番号等）を

3 使って登録している。

初めて送信する送信先の場合は，テ

4 スト送信をする。

ＦＡＸで漏えい時の危険が高い情報を
5 送信しない。

6 その他

35

7.4%

397 83.6%
306 64.4%
42

8.8%

124 26.1%
15

3.2%

（「FAX送信後に電話で確認」，「番号を二度打ち込まな
いと送信できない機能の利用」など）

問１２ 業務で使用するパソコンやネットワークについて，実施しているセキュリティ対策を教えてください。【複数回答可】
ログインＩＤとパスワードを設定してい

1 る。

2 パスワードを定期的に変更している。
Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｕｐｄａｔｅ等による基本ソフト

315 66.3%
48 10.1%

3 を更新している。

333 70.1%

4 セキュリティソフトを導入している。

415 87.4%

ファイルの暗号化やパスワードの設定

5 をしている。
6
7
8
9

ファイルを共有する人の範囲を適切に
設定している。
パソコンの定期的なバックアップをして
いる。
無線LANに対するパスワード設定等の
アクセス制限をしている。
怪しいウェブサイトからはファイルをダ
ウンロードしない。

10 その他

70 14.7%
171 36.0%
230 48.4%
161 33.9%
317 66.7%
18

3.8%

（「無線LANは使用しない」「インターネットに接続できる
パソコンを限定」など）

問１３ 事務所において実施しているセキュリティ対策を教えてください。【複数回答可】
事件記録やパソコンが置かれている場所に

1 第三者が自由に入れないよう制限している。
事件記録を鍵付きのキャビネットに保

2 管している。

会議室の発言が室外に聞こえないよう

298 62.7%
121 25.5%

3 に対策を施している。

115 24.2%

4 郵便受けを施錠している。

265 55.8%

5 入退室の記録を行っている。
セキュリティに関するルール又はポリ

6 シーを定めている。

セキュリティに関する責任者や担当者

43

9.1%

70 14.7%

7 を定めている。

55 11.6%

8 その他

60 12.6%

（「警備会社と契約」など）

問１４ メーリングリストや掲示板をどのような目的で利用していますか。【複数回答可】
1 利用していない
2 親睦など私的な目的
3 弁護士会の活動
4 事件に関する情報や記録の共有
5 事務所内の連絡
6 その他

44
265
411
133
69
5

9.3%
55.8%
86.5%
28.0%
14.5%
1.1%

問１５ 業務でメーリングリストや掲示板を利用する際，どのようなセキュリティ対策を取っていますか。【複数回答可】

漏えい時の危険が高い情報・記録
は投稿しない。
ファイルを投稿する際には暗号化
2
やパスワード設定を行っている。
閲覧できる人の範囲（公開範囲）を
3
適切に設定している。

1

4

その他

264 61.3%
52 12.1%
246 57.1%
23

5.3%

（「受信のみで投稿しない」など）

問１６ 事件記録（紙）をスキャンしてＰＤＦ等に変換し，パソコンに保管していますか。
1
2

している。
漏えい時の危険が高い事件記録
はしない。

3 していない。

179 37.7%
38

8.0%

258 54.3%

問１７ 設問１６で「１ している。」または「２ 漏えい時の危険が高い事件記録はしない。」と回答された方にお伺いします。

保管したデータについて，どのようなセキュリティ対策を取っていますか。【複数回答可】
暗号化やパスワード設定を行って
いる。
共有する人の範囲を適切に設定し
2
ている。

1

3

その他

52 24.0%
135 45.6%
21

8.1%

（「インターネットにつながないパソコンで管理」など）

問１８ 業務で使用するスマートフォンについて，実施しているセキュリティ対策を教えてください。【複数回答可】
1

スマートフォンを利用していない。

2 基本ソフトの更新をしている。
信頼できる場所（公式サイト）から
アプリをインストールする。
パスワードやパターン認証による
4
画面ロックをしている。

3

5

セキュリティソフトを導入している。

リモートロック等の不正利用防止
機能を利用している。
データ暗号化による紛失時の対策
7
をしている。

6

8

その他

273 57.5%
162 34.1%
161 33.9%
140 29.5%
79 16.6%
65 13.7%
12

2.5%

11

2.3%

問１９ 業務でオンラインストレージを利用する際に実施しているセキュリティ対策を教えてください。【複数回答可】
業務でオンラインストレージを利用する際に実施しているセキュリティ対策を教えてください 【複数回答可】

1

オンラインストレージを利用してい
ない。

339 71.4%

2

事件記録はアップロードしない。

54 11.4%

3

アップロードするファイルに対する
暗号化やパスワード設定している。

34

7.2%

34

7.2%

保存する期間を限定（一定の期間が

4 経過すると自動的に消去される）してい
る。

オンラインストレージにアクセスす
るためのパスワードを設定している。
利用規約で守秘義務が担保されて
6
いるかどうかの確認をしている。

5

7 その他

88 18.5%
35

7.4%

6

1.3%

問２０ Facebook，Twitter，mixiなどのSNSを利用する場合に実施しているセキュリティ対策を教えてください。
【複数回答可】
1

SNSを利用していない。

238 50.1%

2

守秘義務のある事項については投
稿しない。

225 47.4%

3

投稿の公開範囲を限定している。

162 34.1%

4

位置情報を公開しない。

5

プロフィールには必要以上の情報
を掲載しない。
ＳＮＳサービスにタグ付け機能がある場合、

6 自分以外の人からのタグ付けを許可しない。

知らない人とはネット上での交流（Facebook

7 における友達承認など）をしない。
8 その他

96 20.2%
161 33.9%
43

9.1%

173 36.4%
4

0.8%

問２１ 弁護士に関するセキュリティや守秘義務に関わる規制のうち知っているものを全て挙げてください。【複数回答可】

1 刑法134条1項（秘密漏示罪）
裁判員法109条（裁判員の氏名等
漏示罪）
弁護士法23条（職務上の秘密保
3
持）
弁護士職務基本規程18条（事件記
4
録の管理）
弁護士職務基本規程23条（職務上
5
の秘密保持）
2

6

その他

451 94.9%
324 68.2%
458 96.4%
397 83.6%
420 88.4%
14

2.9%

携帯メールのバックアップ機能を利用してメールをテキスト化する〜スマートフォン編
家事事件など，メールのやりとりを証拠として提出することがある。一般的には，携帯
電話のメール画面を一枚ずつ撮影し，画像を証拠として提出していると思われる。
しかし，まれにメールの内容を書面に反映したい時もある。メールの数が少なければ，
画像を見ながら入力も可能であるが，メールの数が膨大になれば煩わしい作業になる。
そこで，メールの内容を一括してテキスト化しておく方法を紹介する。
※ここで紹介するスマートフォンは Android を前提としている。iPhone ではこの通りに
ならないのでご注意ください。
【基本的な考え方】
スマートフォンでは，キャリアメール（従来の携帯電話のメール）と Gmail（web メー
ルの一種，Google が提供）が使える。テキスト化したいメールが Gmail ならば，問題はな
い。Gmail の場合，PC からもメール画面にアクセスできるので，該当するメールをコピー
＆ペーストすればいい。
※web メール：Yahoo!（Yahoo!メール）や goo（goo メール）など大手検索サイト等が提
供している無料メールサービス。

←PC 上の Gmail 画面。スマートフォン
でも，ほぼ同じ表示がされる。
文面をコピーすることで，書面など
に転用可能。

Gmail から引用し，個人情報を
マスキングしています

問題は，キャリアメールの場合だ。キャリアメールは携帯電話専用のメールなのでその
ままでは PC に表示することができない。そこで活用できるのがバックアップ機能である。
キャリアメールは「vMessage」形式と「eml」形式のどちらかでバックアップをとること
ができる。「eml」は PC のメールソフトによって表示することが可能な形式である。
どちらの形式でバックアップをとっても，テキストエディタを利用することでテキスト
化することが可能であるが，ここでは「vMessage」形式を活用する方法を紹介する。
【事前の準備】
保存しておきたいメールデータをひとつのフォルダにまとめておく。スマートフォンの

メール振り分け機能を利用して目的のメールだけを選り分けておく。
※スマートフォンの操作は機種によって多少の違いがあるので，スマートフォンの操作
に慣れている人（事務員や依頼者本人など）にやってもらうと良い。
【具体的な手順】
○スマートフォン側でバックアップデータを作成
まず，メールを保存しているフォルダを表示する。その上で，①保存したいフォルダを
長押しするとメニューが表示されるので「ＳＤへコピー」を選択する。②更にメニューが
表示されるので「vMessage」を選択し，コピーする。これで，フォルダに入っているすべ
てのメールが SD カードに，テキスト形式でコピーされた。

→

○PC 側の手順
続いて，SD カードを PC 側で読み込む（スマートフォンから SD を外しカードリーダを
使う）。
SD カードに保存したバックアップフォルダを探して開く。
保存されているデータをテキストエデ
ィタ（「WordPad」や「テキスト」，フ
リーソフトの「TeraPad」がお勧め）で開
くとメールがテキスト表示される。
右画面テキストエディタで表示させた
状態だが，メール送信者のアドレス・受
信者のアドレス・送信日時・本文が表示
されている。バックアップデータなので，
不要なプログラム言語まで表示され若干
煩わしさがある。
これらを Excel などの表計算ソフトに
コピー＆ペーストしておけば，タイムラインに沿ってメールのやりとりを閲覧することが
できるので，依頼者との打合せや書面作りに役立つだろう。
但し，実際の作業としては大変煩わしい部分もあるので，作業は事務員に頼む方がよい。

フリーソフト（ViX）で，簡単きれいな写真報告書作成
【場面設定】
携帯メールの写真や交通事故の現場写真，訴訟等不送達による現地調査など，証拠写真
を裁判所に提出する機会は多い。
写真撮影報告書の作成は，従来なら Word などのワープロソフトや Excel に画像を一枚
一枚貼り付けて作成するか，高価な画像管理ソフトやプリインストールされている画像管
理ソフトを活用するかである。
しかし，高価な画像管理ソフトは機能が多すぎて目的のものを作成しづらかったり，プ
リインストールされているソフトはマニュアルがなくて操作がわかりづらかったりと，案
外思うように作成できないこともある。
今回は，写真撮影報告書作成に役立つフリーソフトを紹介する。
【下準備】
①

写真フォルダを作成する
撮影した写真データを１つのフォルダにまとめておく。フォルダは[デスクトップ]上で

も[マイピクチャ]の中でも構わない。どこに保存したか忘れないようにわかりやすいとこ
ろに保存しておくと良い。
※画像は[写真資料]フォルダに写真データを格納している。
②

写真データに名前をつける
撮影した順番で写真撮影報告書を作

成する場合には名前をつける作業はい
らない。しかし，撮影しても使わない
写真や，答弁書などの書面との関係で
写真の順番を変えたい場合もあるだろ
う。その場合には自分で名前を変更す
ることになる。
フォルダ内の写真の名前を変更する
場合には，半角数字３桁でナンバリン
グをするのが便利である。そうでない
と，このあとの作業で写真の順番が乱れる恐れがある。
※画像は[001〜008]までナンバリングしている。
【写真撮影報告書の作成・印刷】
ViX を立ち上げ，写真データを保存しているフォルダを指定すると，写真の一覧が表示
される（図①）。
メニューの[画像]→[アルバム印刷]を順にクリックすると，アルバム印刷ダイアログが
開く。[プリンタ][レイアウト][文字][フォント]のタブがあるので，必要に応じて設定を
する。単に，写真の一覧を印刷するだけであれば，[プリンタ]と[レイアウト]の設定だけ

で足りる。
まず，[レイアウト]ダイアログで，写真のサイズと配置を決める。横 1×縦 2 で写真を
大きめに配置する，写真を小さめにして横 2×縦 3 と 1 頁あたりの写真を増やすなど，レ
イアウトは自由に決められる。ちなみに，レイアウトの前に[プリンタ]ダイアログで紙の
サイズ・向きを変更しておけば「A4 横置き」といったレイアウトも可能である。レイアウ
トが決まったら，[プリンタ]ダイアログでプリンタを指定して完成である（図①〜③）。
なお写真のサイズを変更する場合，[縦横比率を維持]にチェックを入れておくのを忘れな
いこと。これを忘れると変な縮尺の写真になり，資料として使えなくなる。
写真に説明文をつけたい場合は，ひと工夫必要になる。図①の写真一覧画面で，説明文
をつけたい写真を右クリック，写真のプロパティ画面を開き[コメント･キーワード]タグを
クリックする（図④）。コメント欄が表示されるので，ここに写真の説明を書き込む。こ
れを必要な写真すべてに行う。コメントの入力が終わったら[OK]をクリックすれば，図①
に戻る。
続いて，[文字]（図⑤）と[フォント]（図⑥）の設定を行う。
[文字]では，表示する文字の種類と位置を選択できる。図⑤では，写真の[名前]と先ほ
ど入力した[コメント]を写真の右側に表示する用に設定している。
[フォント]では，フォントの種類を設定する。[ヘッダー][フッター][フォルダ][キャプ
ション]の 4 種類があるが，[キャプション]以外は無視して構わない。[キャプション]の[フ
ォントの変更]から，フォントサイズ・フォントの種類を設定する。
ちなみに，写真のファイル名そのものを「甲第○号」などにしておけば，そのまま書証
としても使える。枝番付きの書証を作成する時には便利に使える。
このソフトはデスクトップ上で作動するので PC の HDD にインストールしなくて良い。
そのため PC にかかる負荷が少なく快適に使える。操作に慣れるには多少の練習が必要で
はあるが，安くて軽い画像管理ソフトはあまり多くない。しかもフリーソフトであること
を考慮すれば，充分な機能を持っているソフトである。是非，活用してみて欲しい。
図①

図②

図③

図⑤

図④

図⑥

第１８回弁護士業務改革シンポジウム

〈第４分科会〉

弁護士紹介制度の現状と未来を考える
第１
第２
第３
第４
第５
第６
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第１ 当分科会の視点
「インターネットで法律をもっと身近に」を理念として，弁護士ドットコムなどのマッ
チングサイトが立ち上がってもうすぐ１０年になろうとしています。
弁護士ドットコムでは，日弁連会員３万３６００名のうち現在６０００名を超える会員
が登録されています。
同種のサイトを含めると多くの会員が登録されていますが，その意識は様々です。
現状の業務環境の厳しさから，事件受任の受け皿の一つとして登録して見ようと言う方
もおられるでしょう。
しかし，弁護士と法的需要者とのマッチングサイトあるいは紹介サイトというのは，決
して弁護士の業務上の受け皿という位置づけだけで捉えられるものではありません。
私達は，顧客と弁護士とで成り立つ，「法的サービス」という市場の中にいることは疑
いようのない事実です。
この市場において，顧客である法的需要者と弁護士との関係はこの１０年大きく変わり
つつあります。
顧客である法的需要者は，プロフェションとしての弁護士から法的アドバイスを受ける
という受け身的な立場から，弁護士に関する情報を得て，より自分に相応しい弁護士を選
択したいという能動的立場を主張する，時代に入って来ています。
「自分に相応しい」とは，専門性であり，費用の廉価性であり，あるいは相談のし易さ，
説明のわかりやすさと様々です。
専門職と顧客の関係の変化について，消費者主権論，当事者主権論などと呼んで，弁護
士を取り巻く環境の変化が指摘されています。
事実イギリスにおける弁護士制度改革が消費者主権的な考えのもとに行われ，法律サー
ビス法の制定で，綱紀懲戒権が弁護士会から第３者機関に移されたのは最近のことです。
このような私達を取り巻く変化を，私達はきちんと受けとめ，変化に対応しなければな
りません。
そして弁護士「紹介」制度は，このような能動的な法的需要者のニーズに沿うものとし
て，世界的に導入が進められています。
お隣の韓国では，昨年弁護士法を改正し，「弁護士仲介」制度の導入しようという動き
が伝えられています。
我が国では，「弁護士紹介」について，三百代言の行う法律事務と周旋のイメージもあ
って，なんとなく後ろ向きのイメージがあります。
しかしインターネット時代に入って，多くの国民がネットを介して情報を入手すること
が日常的な時代に入っていますが，このような時代に弁護士紹介がどのような形で進めら
れるべきか，十分な議論がなされるべきです。
周旋を禁止する理由は一体何なのか。禁止は顧客のニーズに沿うものなのか。また弁護
士と利用者を結ぶアクセスの改善は可能なのか
私達は，「副作用」に留意しつつマッチングサイト，紹介サイトをもっと積極的に位置
づけ，活用することが法的需要者のニーズに沿い，弁護士にとっても，弁護士と法的需要
者を結びつけ，業務改革に資するとの問題意識から，本企画を始めた次第です。

第２

弁護士紹介制度の未来に向けて

１

はじめに
大阪弁護士会では，2007 年，「ＩＴ技術の急速な発展に伴い社会に普及しつつあ
るインターネットを通じ，弁護士の情報が流通し，あるいはインターネット上で法
律相談や事件受任等のやりとりが行われるという社会状況を踏まえ」，会員が非弁護
士が行うインターネット法律相談事業に関与するためのスキームを構想し，規則とガ
イドラインを制定した。
その後，インターネットを利用して専門家の情報を入手した上で弁護士を選択した
いとの市民の要求は強まり，改めて日本社会の中における弁護士と市民とのマッチ
ングサイト，あるいは紹介制度をどのような位置づけ・規制のもとにおくことが，
社会にとって弁護士にとって有用なのか，再度検討する必要性を認識し，日弁連，
弁護士業務改革委員会のもとに，弁護士紹介制度検討ＰＴが 2012 年 6 月設置され，
今回の報告に至ったものである。1

２

作業経緯
2012 年 9 月 28 日，大阪における会派行事の一環として，まず「実態を知ろう」と
の観点から，「弁護士ドットコム」を運営するオーセンスグループ株式会社代表の
元榮太一郎氏をパネリストの一人として招き，シンポジウム「弁護士ドットコムか
ら弁護士紹介制度の将来を展望する」を開催した。併せてネット上には様々な紹介
サイトがあり，多くの弁護士が関わっている実態が報告された。
2013 年 2 月 4 日には，全国弁護士業務改革委員長会議をクレオにて開催した。１
年に一度，業務改革上の重要課題を選定し各単位会の業革委員長を前に問題意識を
共有しようという試みである。事前に弁護士紹介制度に関する全国単位会の意識調
査をかねた各単位会宛のアンケートを実施した。さらに，日弁連が構築している弁
護士情報サイトひまわりにおける利用者アンケートの結果を分析した。各単位会の
実状として，第３者が開設するマッチングサイト，あるいは紹介サイトの存在自体
を認識していないとする会も多く，情報の多寡を改めて認識したが，他方，地方会
でも多くの会員がドットコムに登録している実態も報告された。
その後，平成２５年６月以降，新たに参加した委員の協力を得て，諸外国の弁護士
マッチングサイトの調査，我が国のマッチングサイトにおける運営業者，登録弁護
士，利用者の声を知るべく，それぞれアンケートを実施し，「業革シンポ」での３
者座談会につなげることとした。
さらにお隣の韓国では，昨年弁護士法の改正が試みられ，その中心課題が弁護士仲
介制度であった。改正の内容は，弁護士会の外に準公的機関による弁護士と利用者
とを結びつけることを目的とした機関を設立しようというもので，そもそもの弁護
士制度の違いを前提にしても興味深い調査であった。本改正の動きは，弁護士会の
反対もあり，「継続審議」の状態にある。
その他，紹介制度を法改正のもとに実現したとされるイギリス，あるいはひろくマ

1 本ＰＴでの議論では，「弁護士紹介」という場合，第３者の人為的関与を前提とする紹介より
も広く，選択は，弁護士と利用者に委ねられ，サイト運営者は関与しない，マッチング（出会いの
場の提供）を含む概念として紹介という言葉を使っている。

ッチングサイトがすでに利用されているアメリカの実状等を調査検討することとし
た。
他方，世界的な「消費者ニーズ」の高まりを受け，商業主義的流れの影響を受けつ
つある弁護士，弁護士会に対し，自治が崩壊したとされるイギリスの弁護士の実状
を他山の石とし，商業主義化の弊害に警鐘を鳴らされている吉川精一会員の指摘も
常に念頭におくこととした。
さらに，法社会学者で弁護士制度に造詣が深い武士俣敦福岡大学教授には，本企画
の当初より議論に参加頂き，様々なアドバイスを頂いた。プロフェションを基調に
した弁護士像が，市場ニーズの変容から，影響を受け，新 たな弁護士像の構築を
迫られている現状，「紹介制度」を切り口に，これからの弁護士はどこに向かうの
かについて，ご意見を頂いた。本シンポジウムでも冒頭ご講演を予定している。
そして，2013 年 8 月 26 日，大阪弁護士会にて，弁護士業務改革委員会，法 72 条
等問題委員会との共催で，本シンポジムのプレシンポという位置づけで，「弁護士
紹介制度」に関するシンポジウムを開催した。弁護士法 72 条に関しアクセルとブレ
ーキの役割をもつ法 72 条等問題委員会の立場，弁護士紹介制度の有用性を認識し業
務改革に繋げようという弁護士業務改革委員会の立場それぞれから，本制度の未来
の有り様について意見交換を，武士俣教授からは，法的サービスという市場の存在
に中にいることの承認，そして承認と同時に適切な規制の必要性について講演を頂
いた。 2
３

マッチングサイト・「紹介制度」の有用性と課題
以下の有用性と課題が認められる。
まず，有用性として
(1)
法的需要者に選択の自由・・複数の候補者から様々な情報を介して弁護士
を選択できる。
(2)
専門性への対応・・得意分野等を含め弁護士の業務情報が提供されている。
口コミ情報・・ランキング情報による「選択」情報が提供されている。
(3)
コスト削減・・複数弁護士からの見積もり情報を得ることが出来る
「箱もの」でも何回か紹介してくれるが，出向く必要がある。
(4)
迅速性・・基本的に２４時間対応であり 合い見積もり，コメントの入手
が少なくとも出向くことなく可能である。
(5)
引き合わせのニーズへの対応が可能・・複数の処理方針を示されることで，
自分の考えに近い弁護士の選択が可能になる。
他方，課題として
(1)
ユーザーの評価の適正さ・・ネット上のコミュニケーションで終わると意

2 なお弁護士紹介制度という場合，各弁護士会がそれぞれ紹介する制度を作っているが，その大半
は名簿に登録し，公平性の観点から機械的に配転するものである。今回は，弁護士会以外の民間業
者の紹介サイトに焦点をあて，このようなサイトと弁護士はどのような関わりをもっていくべきか
未来の利用と規制の有り様について提言すると同時に，弁護士会の役割を問うことを目的にしたシ
ンポジウムである。

思疎通が不十分なまま評価されることもある。
(2)
弁護士の独立性を害する可能性・・・業者の寡占化が進んだ場合，弁護士
の独立性が害されるのではないか。
(3)
商業主義への傾斜・・・資本力があれば幾らでも受任できる状況にならな
いか3
(4) 「紹介料」が着手金に上乗せされ それが依頼人負担となるのではないか。
(5)
弁護士の業務情報，特に専門性に関する情報は，以前不十分ではないか。
等の課題ないし懸念が指摘された。
４ 民間業者の開設するサイトでなければならないのか。
議論の中では，弁護士会が同様のサイトを構築し，市民ニーズに対応すべきとの意
見があった。
すでに日弁連でも弁護士情報サイトひまわりを立ち上げているが，登録者数が少な
く，又弁護士情報が限られていて，顧客ニーズに十分対応出来ていない実状が報告
された。弁護士情報サイトの運営を単位会がそれぞれで行うことは，運営のコスト
等を考えると非現実的との指摘があった。4
さらに，強制加入団体としての会の会員に対する公平性の観点から，紹介は名簿順
等に限られ，法的需要者の求める「選択」出来るスキームとは相容れないのではな
いかと考えられた。
韓国の「弁護士仲介制度」構想のように準公的機関が良いのではないかとの意見も
あるが，これもコストを誰が負担するかという問題と，そもそもこのような弁護士
情報の保管管理を公的機関が運用することは，社会の有り様として好ましくないと
の意見もあった。
５

規制の在り方
大阪の規制は，事前届けによって，弁護士会が２７条，７２条違反の有無をチェ
ックしようというものであるが，単位会によっては，そのような管理体制がとれな
いのではないかとの指摘があった。

3 弁護士紹介制度を取り入れたイギリスでは，ソリシタが依頼者利益の最大化に反する同意書
に署名したり，独立性を損なう行為が発覚。紹介者に作業を丸投げし，事務所収益の３２％近
を紹介者に支払っていたため，事務所存続の危機に陥る法律事務所も出てきているとのレポ

く
ート

もある。このような動向にも注意すべきである。
業者との癒着，弁護士が独立を維持できない等，紹介制度が持っている負の部分がある。こ
ういうサイトが健全に運営されるには，悪い相談者をスクリーニングするシステムももちろん
だが，運営会社が健全であることが重要である。弁護士としてのプロフェッションを無視して
お金で全部判断する業者もありうるわけで，そうしたことも念頭に置いて制度の実施を考えて
いかねばならない。

4 弁護士ドットコムでは，従業員の大半をシステムの開発維持に従事させているとのことであり，
相当額のコストがかかるとの報告があった。この点は，他のサイト業者からのヒアリング結果から
も同様の事実が窺われた。

東京３会も２００９年から２０１０年にかけて，インターネット法律相談事業検討
協議会を設置し，規制の要否，その在り方について検討した。
その結果，インターネット法律相談事業等に関するガイドラインを制定する必要性
があるとして，３会連名で日弁連宛にガイドライン制定等を要請したが，その後何
らの対応のないまま今日に至っている。
また，「違法」業者自身を弁護士会が，直接監督するのは不可能で，実効性がない
のではとの指摘もあった。
これに対し，会員の届け出内容あるいは，届け出がない場合は弁護士法７２条違反
の疑いを否定できないので，会立件を視野にいれた調査が可能であること，またマ
ッチングサイト，紹介制度が，法的需要者のニーズに沿うものであると同時に会員
の業務拡大につながるものである以上，会は会員のために，より積極的に関与し，
会員がより安心して弁護士紹介制度にコミット出来るようにすべきとして，大阪方
式を支持する意見も強かった。
この他，諸外国の同種サイトの研究から，立法的に紹介制度を導入したイギリスの
例，マッチングサイトとして利用されているアメリカの紹介サイトにおける「紹介
料」規制の在り方については，興味深い制度であり，これらも今後の検討課題とし
たい。
６ 当面の課題
(1) 周旋禁止の立法事実
「周旋」とは，依頼を受けて，訴訟当事者等と法律事務を取り扱う者との間に介在
し，両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り，その成立を容
易ならしめる行為をいうとするのが判例の立場である。
他方，周旋禁止の理由については，紹介料が法的需要者の負担とされること，抽象
的には社会の法的安定のためと言われているが，顧客も自分に相応しい弁護士を選
ぶために必要な情報を得るためのコストと考えれば許容出来るのではないか。
インターネット時代でのサイトを介しての専門家との「マッチングサイト」は，そ
もそも立法当時は想定していないことであり，現時点でも周旋を禁止する立法事実
が存在するのか，そして立法事実がインターネット上の紹介サイトにもあてはまる
のかについて，この際きちんと議論をすべきとの意見が強かった。
(2) 広告料の授受と周旋の対価の区別
日弁連で承認されている大阪の規制スキームでは，広告料は，「一定のスペース
上への情報掲載料のように，客観的かつ定額的に算出されなければならない」と定
義されている。これは地下鉄の壁面広告のようなものを想定しているが，この 10 年，
広告の形態は大きく変容し，１広告表示数につき○円，１クリックにつき○円，
問い合わせ件数あるいは資料請求１件につき○円といった成果主義的な広告がイ
ンターネットの世界では一般的になっている。
受任件数あるいは受任報酬に連動して広告の対価を定める場合が周旋の対価であ
ることは明かであるが，時代の変遷に対応し，インターネットの世界では一般的に
なってきている上記のような成果主義的な広告料の授受も周旋の対価概念から除外
し，これを認めるべきである。
それに伴う規則等の改正が必要である。

７

現状のマッチングサイトないし紹介制度の未来
以上のような検討を行うと，我々は紹介制度の問題は，単に業務の受け皿的な制度
にとどまらず，顧客ニーズの変化，それに伴う弁護士像（プロフェション論）の変
容につながる重要課題であることを再認識している。
我々は，弁護士を取り巻く環境の変化を適切に受けとめ，変化に対応しなければな
らない。マッチングサイト，紹介制度をもっと積極的に位置づけ，活用して行かね
ばならないと考えている。
これまで弁護士紹介制度については，なんとなく後ろ向きのイメージがあり，ま
た，あまり議論もされず，今日に至っている。
インターネットを介して弁護士と利用者を結ぶアクセスを確保することは，避けて
通れない喫緊の課題である。
弁護士紹介制度に関する議論を契機に，弁護士を取り巻く変化を認識し，今後の我
々が進む一つの道筋を示している。会員，利用者の皆様に広くご意見を頂くことは，
当ＰＴ委員の望外な喜びである。

第３

変動期のプロフェッショナリズム～弁護士紹介サービスの生成をめぐって
武士俣 敦（福岡大学）

１

弁護士制度の規制緩和
本シンポジウムのテーマである弁護士紹介サービスは，その背景にある日本を含む
世界的な弁護士制度の規制緩和の流れの中に位置づけて理解する必要がある。この流
れのもっとも大きなモメントの一つが 1977 年に初めて弁護士広告を解禁した合衆国
連邦最高裁の Bates 判決であった。その後，1990 年代に入って OECD が主導した専
門職サービスの分野を含む「規制改革」の動きが先進各国に波及し，わが国でも行政
サイドから弁護士制度の規制改革がアジェンダとして取り上げられて行った。同時に，
「司法制度改革」が独自の観点から取り組まれ，
「規制改革」との重なり合いとズレを
みせながら弁護士制度改革として進められて行った。
２ 弁護士論にとっての含意
2-1. プロフェッションとは？
弁護士紹介サービスの展望を見定めるにあたって，司法制度改革審議会意見書に沿
ったこの間の弁護士制度改革の理念との関連もおさえておく必要がある。基軸となる
概念に「プロフェッション」があるが，決して一義的ではない。そこで，その理解の
ために，これまで提示されてきたプロフェッションの学術的なモデルを概観する。
2-2. 弁護士制度の変容の説明と評価
弁護士のプロフェッション性の理解の如何によって，現実の弁護士制度の変容をど
う説明し，どう評価するかは異なってくる。肯定的にみる立場と否定的にみる立場の
理論的根拠の違いはどこにあるかを確認し，現状変革を望ましい改革として実現して
ゆく理論的観点を提示する。
３

弁護士制度改革とプロフェッショナリズム
規制緩和の必然的な流れの中で，適正な弁護士制度改革を方向づけるためにはプロ
フェッショナリズムの構築が必要である。その鍵は弁護士業務の市場性の承認にある。
本来，プロフェッションとしての弁護士は市場を確保し，コントロールし，創出して
ゆくべきものである。しかし，そのために弁護士は新たな社会的与件の下での新しい
チャレンジ，すなわち，消費者主権論と当事者主権論に向き合う必要がある。
４

弁護士紹介サービスの実践的意義
弁護士紹介サービスは法サービスの市場の確保・形成にとって有効な機能をはたし，
それによって望ましい弁護士制度の発展に寄与するであろう。したがって，積極的に
位置づけて行く必要がある。そのメリットを業務論，アクセス論，そして異業種協働
論の３つの側面に即して述べたい。

弁護士紹介サービスの展開に向けて～法 72 条との関係
弁護士紹介サービスは現行の日本の弁護士制度の下では基本的に想定されていない
新しい政策的課題である。推進する立場から，弁護士法 72 条や職務基本規定の運用に
ついて若干の検討を試みたい。
以上
５

第５ 弁護士紹介制度規制の枠組み
1 周旋業務の禁止（弁護士法７２条）
(1) 弁護士法 72 条
弁護士又は弁護士法人でない者は，報酬を得る目的で訴訟事件及び審査請求，異議申立，
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定，代理，仲裁も
しくは和解その他の法律事務を取り扱い，
又はこれらの周旋をすることを業とすることが出来
ない。
(2)「周旋」とは
「周旋」とは，依頼を受けて，訴訟事件等の当事者と法律事務を取り扱う者との間に介在し，
両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り，
その成立を用意ならしめる行
為をいう（名古屋高判金沢支部Ｓ34.2.19）
。
2 弁護士紹介サイトの規制の枠組
(1) 弁護士紹介サイトと「周旋」概念
① 「インターネット弁護士紹介」サイト
インターネット上の弁護士紹介サイトには，インターネット上のスペースに弁護士の連
絡先・取り扱い分野等の情報を掲載するのみで，サイトにアクセスした利用者が，サイト
上の弁護士情報から直接弁護士に連絡をとるだけの形式のものも存在する。このように，
弁護士紹介サイト開設者が利用者と弁護士との間に介在しない場合には，
「周旋」行為に
は該当しないと考えられる。
しかしながら，単に弁護士の情報のみを掲載し，弁護士紹介サイト開設者が利用者と弁
護士との間に介在しないサイトでは，個々の弁護士が開設しているホームページとの差別
化も困難であり，集客効果も見込めない。そこで，サイト開設者がインターネット相談事
業を併設する例や，サイト開設者が利用者と弁護士との間に介在して積極的に弁護士を紹
介する例が見られる。
このようなインターネット弁護士紹介サイトでは，サイト開設者が利用者と弁護士との
間に介在し，利用者は，サイト上のフォームを通じて弁護士と接触することとなる。
インターネット弁護士紹介サイトの場合，当該WEBサイトが利用者と弁護士との間に介
在し，両者間の委任関係その他の関係成立のための便宜を図り，その成立を容易ならしめ
る機能を持っていることは否定できない。
したがって，上記のような形態のインターネット弁護士紹介サイトの運営は，
「周旋」
行為に該当する。
② 自動配転の場合も同様か
利用者の弁護士選択について，サイト運営主体の裁量が入らない自動配点のシステムを
運営している場合は，
「周旋」概念から除外されるのではないかという疑問も存在する。
「周
旋」には，利用者の依頼を受けて積極的に利用者と弁護士との間を結びつける意思的行為
が必要であり，弁護士を選ぶのはあくまで利用者自身であって，運営主体の影響を受けな
い場合は，
「周旋」行為とはいえないとも考えられるからである。
しかしながら，自動配転システムであれば「周旋」に該当しないとして金銭の授受は自
由であるとしてしまうと濫用の危険性も存在すること，裁判例の定義する「周旋」概念は

広汎であり，自動配転システムを除外することは困難であることから，たとえ自動配転の
システムを採用していても「周旋」行為に該当すると考える。
③ 以上より，弁護士と利用者の間に介在する形態でのインターネット弁護士紹介サイトの
開設は，
「周旋」行為にあたる。
(2) 「周旋」の対価と広告の対価の区別
インターネット弁護士紹介サイトの開設は「周旋」行為にあたるが，弁護士法72条は報酬
を得る目的で業として「周旋」行為を行う場合を処罰対象としているため，
「周旋」の対価
を受領することは同条に違反するため許されない。
他法で，すでに指摘したように，インターネット弁護士紹介サイトを通じて弁護士を探し
たいという利用者のニーズが相当程度存在することは否定できず，また，行政関係機関等が
すでに行っているWEBサイト上の法律相談の利用状況を考えても，このようなインターネッ
ト弁護士紹介サイトを一切禁止することは，社会的ニーズにマッチしない。
そこで，
「周旋」の対価を受領しなければ，報酬を得る目的で「周旋」行為を行うという
弁護士法72条の構成要件に該当しないとの評価の元で，
「周旋」の対価と広告の対価を区別
し，一定の範囲でインターネット弁護士紹介サイトと紹介される弁護士との間での金銭の授
受があったとしても，これが「周旋」の対価としての性格を持たない限り，容認することで，
インターネット弁護士紹介サイトの健全な運営が可能となり，インターネット弁護士紹介サ
イトを必要とする社会的ニーズにも対応が可能となる。
(3) 大阪弁護士会インターネット相談法律事業関与規則による規制の例
大阪弁護士会は2007年9月にインターネット法律相談事業関与規則を制定し，インターネ
ット上での弁護士紹介サイトにかかわる弁護士に事前の一定の届出を義務づけ，弁護士紹介
サイトとの間で一定の金員の授受があったとしても，それが「周旋」の対価としての性格を
持たない限り，弁護士紹介サイトへの関与を認めようとすることとしている。12
「周旋」の対価といえるかは，下記のような基準で判断されている。
・広告料は，一定のスペース上への情報掲載料のように客観的かつ定額的に算4出さ
れなければならない。客観的かつ定額的とは，登録期間とスペースなどで，その算出
過程が明白かつ客観的に明らかになることを指し，必ずしも不変的な額を指すもので
はない。コンサル的な名目の広告料の授受許容できない。
・WEBサイトの運営主体が，利用者の弁護士選択に介在する場合は，当該行為はもは
や広告の概念を超えた「周旋」に相当する。

1 大阪弁護士会インターネット法律相談ガイドラインにおいては，
「この指針は事例の集積に合わせて適時に改訂をするも

のとする。
」とされており，時代の変遷によって広告概念の変化に対応する必要があることは予想されている。
2

なお，日弁連においても「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」
（2012 年 3 月 15 日弁連

理事会決議）において，市民に対して弁護士等の情報を提供するホームページにおける弁護士等の紹介を行為について，
報酬を得る目的で「周旋」をするものと認められる場合が列挙されているが，逆にこれにあたらない場合は広告として許
容するスタンスであり，
「周旋」の対価としての性格を持たない限り弁護士紹介サイトへの関与を認める方向性は，大阪弁
護士会の規定と同趣旨である。

・着手金や報酬に一定率を掛けて「広告」費を算出する算定基準は，法律事務処理の
対価を一部にせよ支払うもので，周旋の対価となる。
現状の大阪弁護士会の規制は，会員に対し，届出を義務づけ，届出の内容でインターネッ
ト事業者の対価の取得方法が「周旋」の対価となっていないかを判断する方法を採用してお
り，インターネット事業者の事業内容を会員の届出を促すことで間接的に規制する方法であ
る。
(4) 届出の現状
会員が関与している弁護士紹介サイトは多数にのぼると思われるが，届出の大半は「弁護
士ドットコム」であり，大半のインターネット紹介サイトは，会員からの届出がないために実
体が把握できていないのが現状である。
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〜１５件程度の相談は
あり、各弁護士個人へ
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えつつあると聞いてい
る。弁護士ドットコム
同様に質問が出来ると
のことで、弁護士サー
チみやぎに質問してく
るケースも相当数あ
る。

開設当初は仙台弁護士会とも契
約。一定月額料金を頂き、弁護士
会自身の活動紹介もしていた。平
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うにしている。
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全体としては、専門家のジ
ャンル及び登録者数の更な
る拡充を目指す。弁護士部
門については、登録人数に
比べて問い合わせの数は非
常に多い分野なので、是非
登録人数を増やしていきた
い部門であると考えてい
る。

折角、公益的事業面も考慮
して開設したので、アクセ
ス数を増やしていくべく努
めている。
そのため平成２４年１１月
からＴＶＣＭで弁護士個人
の紹介もするようになっ
た。その効果もあり、アク
セスは増加傾向にある。今
後も登録弁護士を増やし、
アクセス数も増やして、弁
護士紹介サイトとしてより
効果のあるものにしていき
たい。

運営サイトの今後の展望

1

開設日

弁護士検索モデ
ル、各登録専門
家が自分自身で
コンテンツを増
やせるようにし
ている（自動増
殖型）

月額定額掲載料
最大７〜８万
円 基本は１〜
２万円、トップ
ページは５万円
位、成果保証型
半年間３０万
円でクリック数
や問い合わせ数
を保証。もし期
間内に保証した
数の成果が出な
ければ期間を延
長する。
サイト限定
だとほぼプ
ラスマイナ
スゼロ。債
務整理全盛
期の頃は黒
字化してい
た。
現在アクテ
ィブなのは
３０〜４０
事務所くら
い

無料掲載
を含める
と１５０
〜２００
事務所、
＊登録単
位は各弁
護士では
なく、弁
護士事務
所単位

利用者の反響等

月額固定になること
で、広告主（弁護士）
のリスクになっている
のではないか。広告規
制については個々の弁
護士によって違法性の
認識が違う気がする。
「契約の●％のキック
バックでやってほし
い」と言ってくる弁護
士もいる。違法行為が
現実的にやられすぎて
いるし、お咎めもない
ので、実際どうしてい
いのかわからないた
め、何が違法で何が適
法なのかを明確に示し
てほしい。そもそも、
弁護士紹介自体をでき
るようにして欲しい。
他業務（不動産のスー
モ等。紹介５％）だと
紹介は当然のこと。誰
に相談していいかわか
らないユーザーに対し
て「この人が得意です
よ」と紹介してあげら
れるようにしたい。

弁護士業務広告 弁護士法や弁護士会会
規程の存在や内
規・規則等意見
容の把握状況

弁護士法の規制
は知っている。
いい場所に掲載すると、目立つた
ただ、大阪弁護
め反響があるので、掲載者の満足 月間合
度が高い。しかし、相対的にアク 計約１ 月間の問合わせは１０ 士会のインター
ネット法律相談
セスが少ない場所に掲載された弁 ０万人 ０件くらい
事業関与規則や
護士の場合、月に１、２件の反響
弁護士業務広告
しかない人もいる。
規程については
知らない。

運営スタッ 具体的サービス 具体的収益モデ 黒字化の有 有償登録事 無償登録
弁護士事務所の反響(満足度や継 月間利
フ人数等
モデル
ル
無
務所数等 事務所数
続期間等)及び利用者の反響
用者数
等

債務整理
解決ネッ
ト http
://www.k
aiketu.n
et/
交通事故
・慰謝料
マニュア
ル http
://ktjk‑
kaiketu.
net/
遺産相続
・遺言相
談ねっと
http://w H21‑8‑1 運営者１．
５〜２人
ww.isan‑
soudan.n
et/
離婚・慰
謝料ねっ
とhttp:/
/www.ish
aryo.jp/
会社設立
専門ナビ
http:/
/www.set
uritu‑na
vi.jp/
等、他多
数

名称

弁護士紹介サイトヒヤリング結果一覧

テーマをニッチにしたメデ
ィア作りを進めて行きた
い。交通事故→死亡事故に
絞る等他業種に広げつつ、
クロスメディアを作ってい
きたい。住宅メディアの中
で弁護士について触れるな
ど

運営サイトの今後の展望

2

開設日

利用者の反響等

弁護士ドットコムに投
稿された相談数と、弁
護士への直接の電話や
メールでの問合せの数
については、弁護士ド
ットコムが把握してい
500件
月間利 る限り、月間約7
用者数 となっています。ま
は約30 た、「弁護士費用の一
0万人 括見積」と「インター
です。 ネット法律相談」の利
用者が投稿する口コミ
評価では、「満足して
いる」という評価が全
体の約95％となってい
ますので、こちらも満
足頂いている傾向にあ
ると認識しています。

運営スタッ 具体的サービス 具体的収益モデ 黒字化の有 有償登録事 無償登録
弁護士事務所の反響(満足度や継 月間利
フ人数等
モデル
ル
無
務所数等 事務所数
続期間等)及び利用者の反響
用者数
等

1.弁護士検索サ
ービス：地域や
対応分野などか
ら、弁護士を無
料で検索するこ
とができるサー
ビスです。
2.みんなの法律
相談：法律問題
に特化した無料 1.広告料金収
の公開型Q&Aサ 入：（１）弁護
ービスです。相 士事務所単位の
談者は弁護士か 出稿を受け付け
ら高い確率（9 ている期間保証
9.1％。2013年7 掲載型の広告、
月実績）で回答 及び（２）弁護
を得ることがで 士単位の出稿を
きます。
受け付けている
3.弁護士費用の 月額固定金額型
一括見積：最大 の2種類の広告
5名の弁護士
収益モデルを展
（※顧問弁護士 開しています。
弁護士単位の月額固定金額型の広
の場合のみ最大 2.従来型携帯
告に掲載頂いている弁護士1人あ
10名）の見積回 電話・スマート
たりの平均月間問合せ数は約8.2
答を比較検討で フフォン向けユ
有料広告掲
件であるのに対し、1か月あたり
弁護士ド
きるサービスで ーザー課金収入 今期中（20 載している
.7万円とな
ットコム
：月額315円
14年3月
弁護士事務 無料登録 の平均支払い単価は2
約35人（非 す。相談者も弁
っており、概ね満足を頂いている
護士も無料で利
（税込）で従来
期）の通期
所数は約1
5
の弁護士
http://w H17‑8‑31 正規雇用を
用することがで 型携帯電話・ス 黒字化を予 0事務所で 数は6,10 状況です。
含む）
また、無料で登録・利用頂いてい
ww.bengo
きます。
マートフォンの 定していま す。（2013 5人
る弁護士にも一定数の問合せや受
4.com/
4.インターネッ 情報コンテンツ す。
年8月31日
任が発生しているとの声を定期的
ト法律相談：イ （第三者ユーザ
時点）
に頂戴していますので、満足頂い
ンターネット上 ーが過去に投稿
ている傾向にあると認識しており
で弁護士と非公 した19万6000件
ます。
開で法律相談が のQ&Aデータベ
できるサービス ース。件数は20
です。相談者は 13年8月31日時
法律相談料3150 点）の閲覧が無
円（税込）を直 制限で可能にな
接弁護士の指定 るサービスで
する金融機関の す。（※弁護士
口座に振り込み 法遵守の観点か
ます。
ら、相談者自身
5.弁護士ドット が投稿したQ&A
コムトピックス の閲覧は無料と
：市民に法律を なっていま
より身近にする す。）
ことを目的とし
て、話題の出来
事や日常の生活
における疑問な
どを、弁護士が
法的観点から解
説するニュース
コンテンツで
す。

名称

弁護士紹介サイトヒヤリング結果一覧
弁護士業務広告 弁護士法や弁護士会会
規程の存在や内
規・規則等意見
容の把握状況
インターネット法律相
談費用のクレジットカ
ード決済に対しての見
解について、大阪弁護
士会のインターネット
法律相談事業関与規則
（ガイドラインを含み
ます）と日弁連の見解
との間で若干の異なり
があるように見受けら
れますので、その統一
を望みたいと考えてい
ます。
また、現在の「広告」
概念について、期間及
びスペース等から客観
的かつ定額的に料金が
定められるものとして
広告の概念を限定的に
捉えていますが、弁護
士の広告出稿リスク
（費用倒れリスク）を
高めている点で弁護士
の利便性を損なうとと
もに、こうした広告活
弁護士法及び関 動のリスクの高さゆ
連する会規・規 え、他士業の広告活動
と比較して相対的に弁
則等について
は、継続的に研 護士業界の情報発信が
究、実践すると 遅れを取ってしまって
ともに、多くの いる原因になっていま
弁護士の方々か す。
らご意見・ご示 上記課題点についての
ご意見等
唆を頂きなが
ら、関連する法 クレジットカード決済
令及び会規・規 に関しては、現状、弁
則等に準拠した 護士ドットコムでは大
運営を行ってい 阪弁護士会のインター
ます。大阪弁護 ネット法律相談事業関
士会への届出に 与規則に準拠し、相談
ついても、大阪 者から弁護士の銀行口
弁護士会に所属 座に代金を直接振り込
する弁護士が遅 んで頂く運用を行って
滞なく届出を行 いますが、本来はクレ
えるように案内 ジットカード決済を行
を行うことで、 うことができるよう改
多くの弁護士に 善することが、相談者
適切に届出を行 ・弁護士双方の利便性
って頂くよう努 向上に寄与すると考え
ております。具体的に
めています。
は、1回払いの法律相
談料のクレジットカー
ド決済が可能になりま
すと、インターネット
法律相談を利用する弁
護士及び相談者にとっ
て、相談料決済の簡易
・迅速性及び法律相談
の即時性の観点で利便
性が高まると考えてい
ます。
広告掲載に関しては、
成果型の広告が禁止さ
れていることが、却っ
て広告主である弁護士
の広告掲載に伴う出稿
リスク（費用倒れリス
ク）を高める結果とな
ってしまっています。
成果型広告の方が、効
果を検証しながら、広
告の掲出の是非を検討
したり、広告内容を随
時改善することがで
き、費用対効果を高め

「身近な司法」「身近な弁
護士」を実現できるよう地
道にサービス改善に努め、
弁護士と相談者双方にとっ
て、存在意義を強く感じて
いただけるような利便性の
高いサービス提供を志向い
たします。
とりわけ、弁護士ドットコ
ムのサービス運営において
は、社会や利用者のニーズ
の高まりに対応しながら
も、弁護士の矜持の保持と
弁護士に対する国民の信頼
を維持・向上することに寄
与したいと考えています。
こうした活動を通じて、弁
護士の先生方はじめ各方面
の方々からのご意見・ご示
唆を頂きながら、全ての人
びとが安心して暮らせる社
会づくりに微力ながら貢献
することを目指していま
す。

運営サイトの今後の展望
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開設日

広告収入（Goog
le等が配信して
いる広告による
収入）が主な収
益。掲載される
広告は、Google
等がページ内容
等に応じて自動
的に配信してお
り、運営側は広 黒字化して
告の選定等に関 いる
設定なし
与していない。
主に掲載されて
いるのは法律事
務所の広告であ
る。法律事務所
等から直接広告
の申込を受ける
こともあるが、
割合としてはか
なり小さい。
法律事務
所・弁護
士情報を
更新する
ために必
要なIDを
発行して
いる弁護
士の数は
2,205名
（2013年
7月末時
点）
本サービスを通して市民から法律
相談についての問い合わせを受け
たとの連絡を複数の法律事務所か
らいただいており、おおむね満足
をいただいていると考えている。

利用者の反響等

弁護士宛の問い合わせ
が弊社に対する問い合
わせフォームからなさ
れるケースが多い。サ
イト上にも連絡窓口で
ない旨の注意事項を記
載しているが、電話等
月間90 で連絡が取れない場合
万〜10 に、弊社の窓口を頼ろ
0万PV うとしているものと思
われる。また、事件報
道等で弁護士が取り上
げられると、弁護士名
・法律事務所名で検索
し、弊社サイトを訪れ
る利用者が急増する傾
向がみられる。

運営スタッ 具体的サービス 具体的収益モデ 黒字化の有 有償登録事 無償登録
弁護士事務所の反響(満足度や継 月間利
フ人数等
モデル
ル
無
務所数等 事務所数
続期間等)及び利用者の反響
用者数
等

利用者が弁護士
・法律事務所を
地域・取扱分野
等で検索するこ
とができるサー
ビス。弁護士は
利用登録（無
料）すること
で、取扱分野や
ホームページア
弁護士・
名(プロで ドレスだけでな
法律事務 H21‑12‑1 2
納得法律相 く、経歴や学
所データ
談と兼務) 歴、趣味、特技
ベース
などの人柄的特
徴もアピールす
ることができ
る。検索結果の
掲載順位は、検
索条件に合う法
律事務所の中
で、情報更新が
新しい順となっ
ている。

名称

弁護士紹介サイトヒヤリング結果一覧
弁護士業務広告 弁護士法や弁護士会会
規程の存在や内
運営サイトの今後の展望
規・規則等意見
容の把握状況
る努力がしやすいため
です。また、一般的に
成果型広告の方が出稿
の単位単価が低い傾向
があり、手軽に利用で
きるという利点があり
ます。資本力のある一
部の大手法律事務所の
みでなく、中小規模の
法律事務所にも、広告
の機会が広く公平に提
供されるためにも、広
告概念の再検討が望ま
れるところでありま
す。具体的には、これ
らの弊害を解消するた
めにも、他業界におけ
る一般的な広告手法で
ある成果型広告等の導
入を検討することが望
ましいと考えていま
す。
広告の保存に関する条
項（広告規程11条）が
死文化しているように
感じられる。「業務広
告に関する指針」でイ
ンターネット広告につ
いては、保存すべき対
象が緩和されている
が、緩和された要件で
あっても、規定に沿っ
た運用をしている法律
事務所は少ないのでは
ないか。内容に関する
規制（広告規程3条、4
条）についても、抵触
しかねない広告が見受
けられる。
上記保存条項は、弁護
士会による違反行為の
規程については 調査（広告規程12条）
把握している。 に必要な資料を保存さ より多くの弁護士・法律事
サイト上におけ せる趣旨だと考えられ 務所の情報を掲載し、弁護
る掲載内容につ る。しかしながら、広 士を必要とする国民や企業
いては、各弁護 告を出稿する弁護士・ が弁護士に関する情報に触
士・法律事務所 法律事務所が増えてい れやすくすることで、弁護
の責任において る現状では、弁護士会 士に対する「敷居」を低く
確認のうえ、掲 主導で個々の広告につ し、より弁護士を利用しや
載を行うように いて調査を行うこと
すいものにしていきたい。
お願いしている は、人員等の関係もあ
り、難しいであろう。
その結果、規程を遵守
している弁護士が集客
上の不利益を被ってい
るように思われる。
調査が現実的に不可能
なのであれば、調査を
前提とした保存義務を
課すのは行き過ぎであ
るし、逆に、調査をよ
り実効的に行うのであ
れば、市民を対象とし
た、広告の苦情・相談
窓口を設置すべきでは
ないか。実際に広告に
触れる市民の感覚をも
とに、広告内容の基準
を設け、妥当性を判断
すべきと考える。

4

開設日

運営スタッ 具体的サービス
フ人数等
モデル
利用者が投稿し
た法律相談に関
して、利用登録
した弁護士との
間でメッセージ
のやり取りがで
きるサービス。
やり取りの内容
は利用者（相談
者）以外には非
公開とされてい
る。法律相談に
応答するかどう
かは、弁護士に
委ねられてお
り、やり取りの
内容やサイトで
のやり取りの
後、依頼につな
がったかどうか
については、運
営側は一切関与
2名(弁護士 していない。
プロで納
・法律事務 相談者は法律相
得法律相 H23‑11‑1 所データベ 談を投稿するに
あたって、運営
談
ースと兼
側に料金を支払
務)
う必要はない。
メッセージのや
り取りの後、来
所相談・依頼と
なる場合には、
有料（弁護士に
直接支払）とな
る。弁護士に対
しては、「ホー
ムページレンタ
ルサービス」の
付帯サービスと
して提供されて
いるほか、「弁
護士・法律事務
所データベー
ス」に利用登録
している弁護士
に対しては、無
料で利用できる
ようにしてい
る。

名称

弁護士・法律事
務所から受け取
る「ホームペー
ジレンタルサー
ビス」の利用料
金が主な収益で
あるが、「弁護
士・法律事務所
データベース」 黒字化でき
の登録弁護士に ていない
非公表
無料開放するな
ど、相談できる
弁護士を探して
いる市民と弁護
士との出会いの
場の提供を第一
に考えており、
収益性は重要視
していない。
非公表

利用者の反響等

上同

弁護士業務広告 弁護士法や弁護士会会
規程の存在や内
規・規則等意見
容の把握状況

弁護士
に対す
る相談
は月間
60〜80
件発生 相談を投稿しても、弁
利用事務所数が少なく、目立った してい
るが、 護士からの回答が得ら
上同
反響はない。
すべて れないという不満が比
較的多い。
の相談
に弁護
士が対
応でき
ていな
い

具体的収益モデ 黒字化の有 有償登録事 無償登録
弁護士事務所の反響(満足度や継 月間利
ル
無
務所数等 事務所数
続期間等)及び利用者の反響
用者数
等
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運営サイトの今後の展望
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第７
１

韓国における弁護士法改正に伴う「弁護士仲介」制度導入の動き
はじめに

韓国では２００７年７月に修士課程３年のロースクール制度が導入されるととも
に，２００９年３月には認可を受けた25のロースクールが開校した。その結果， ２
０１３年にはロースクールに入学した第１期生のうち1,451人が合格し，これにこれ
までの司法研修院の修了者の合格者約1,000人が上乗せされた結果、約2,500人の法
曹資格者が誕生した。
このような韓国における法律市場の開放による弁護士数の急増と、業務領域の複
雑・多様化等の法曹環境の急変を受けて、弁護士の公益性・専門性を確保しつつ、
違法な弁護士紹介を防ぎ、需要にあった弁護士を容易に選任できるようにするため、
韓国の法務部は、２０１２年７月、弁護士仲介制度の導入等を盛り込んだ「弁護士
法全部改正法律案」を立法する旨予告した。
かかる立法予告案では、大韓弁護士協会が２０１０年１月から運用している「弁
護士専門分野登録制度」を前提として，弁護士の専門性の認定要件等を具体的に規
定するとともに、同制度を前提とした弁護士仲介制度を規定している。現行の韓国
弁護士法では、金品等を受けることを前提とした弁護士の斡旋等は禁止されている
が、政府の認定を受けた非営利団体であれば，かかる弁護士専門分野登録制度の存
在を前提として，弁護士仲介業務を行うことができることになる。このような政府
の認定を受けた弁護士仲介機関が，弁護士情報を国民に幅広く提供することで、違
法ブローカーの介在を防ぐことが期待されているといわれているが，ソウル弁護士
会はかかる改正案に対して正面から反対しており、その後，目立った動きはないよ
うである。

２

立法予告された弁護士仲介制度の概要

(1) 弁護士仲介制度（lawyer referral service）
韓国の弁護士法改正により導入されようとした弁護士仲介制度とは、信頼性の高
い専門認定制度を前提として、弁護士又は法務部長官の認可を受けた非営利の仲介
機関が、弁護士を選任しようとする者に対して弁護士選任の必要性の有無を検討し、
弁護士を選任しようとする者と弁護士との間の選任を仲介する制度であり、国民の
法的救済手段へのアクセス権を実効的に保障するという長所を有し、法律サービス
制度の先進化及び競争力強化のためにも必要である、と説明されている。その意味
では、我が国で普及してきた弁護士ドットコムの弁護士検索サービスようなインタ
ーネットを利用して依頼者と弁護士とのマッチングを計る業務にとどまらない。
(2) 提案理由
かかる大胆な弁護士法改正の立法理由としては、以下の説明がされている。

① 国民の弁護士選択権の拡大
弁護士数の増加は、弁護士の着手金を低くする効果を期待していたが、弁護士
紹介を禁止する現行法を固守するならば、弁護士数は増加し競争が激しくなった
が、需要者が適切に弁護士を選択できる活路もなく、法曹ブローカーが暗躍して
不法な方法で事件を受任することがより一層蔓延する恐れがあり、他方、弁護士
は、高度な専門性を帯びた職業として、一般人が弁護士の価値を正しく評価する
のが難しい側面がある。したがって、不動産仲介人のように一定の資格を備えた
健全なブローカーを養成し、弁護士に対する正確な情報を提供して、弁護士の助
力が必要な顧客に見合った弁護士を紹介することにより、事件紹介時に一定水準
の手数料が支給される制度を設け、法律市場がより透明になるよう改善すること
が必要である（弁護士仲介制度は、本質的に、国民、特に、中産層及び低所得層
の便益のための制度である（米国の“Model Supreme Court Rules”Rule I commentary
参照））。
② 弁護士の競争深化と健全な受任秩序誘導の必要性
法学専門大学院制度の導入後、弁護士数が漸進的に、長期的に増加することが
予想され、受任のための競争も激しくなるものとみられるので、健全な方式によ
る事件紹介が制度化される必要があり、法曹不正と関係がない純粋な事件紹介に
関しては、所定の要件の下にこれを制度化する必要がある。反面、法曹界に対す
る国民の信頼を阻害する法曹不正型の事件紹介（主に、前・現職公務員が関連し
た事件紹介）に対しては、より一層厳しく規律する必要がある（法学専門大学院
制度の導入後、弁護士数の漸進的、長期的な増加により受任のための競争が激し
くなると見込まれるところ、既存の事件ブローカーの弊害を無くし、健全な方式
で弁護士会と非営利団体を中心に事件を仲介するのを制度化する必要がある）。
③ 弁護士選任文化の先進化
弁護士会と非営利団体が中心となる健全な弁護士仲介文化を通じて、弁護士選
任における予測の可能性、公正性及び透明性を向上することができ、過度な紹介
料による負担を減少させることができる。
④ 期待される効果
仲介制度の期待される効果としては、非営利団体を中心に仲介を活性化させて
弁護士選択権を拡大することで、国民がより良いサービスを受けられ、現在議論
中である弁護士情報公開制度とのシナジー効果もある。多様な非営利団体中、特
定の団体、例えば、公認会計士協会等が認可を受け、会員弁護士を募集するなら
ば、弁護士の立場でも特定の分野の事件を安定的に遂行できるだけでなく、公認
会計士協会のような非営利団体と緊密な協力関係をもつことによって、弁護士の
専門化にも寄与できるものと考えられる。究極的には、弁護士選任文化が先進化
され、事件ブローカーの代わりに非営利仲介機関を利用することができるような

変化がもたらされるものと期待する。非営利仲介業者は、法務部の監督下に置き、
認可を受けずに仲介をすれば明確な処罰根拠をもって処罰することができる。
(3) 制度導入の議論
かかる弁護士仲介制度の導入に際して、韓国では様々な議論がなされたが、その
中でも制度の性格を理解するのに有益な議論を紹介する。
① 弁護士仲介制度の導入は、弁護士と依頼者が１対１で出会い交渉することより、
仲介機関を通じて交渉をするときに依頼者がさらに力を持つことができる点で長
所になりうる。また、一次的に当該弁護士に対する情報を収集することだけでな
く、弁護士選任契約の内容を決めるにあたって依頼者の立場から不利な点を解消
するための側面がある。
② 弁護士の広告等には制限があり、広告があるといえども広告内容に対して全面
的に信頼することが難しい状況において、弁護士を選任しようとし、又は、選任
の要否を検討する国民の立場では、容易に必要な情報を取得しにくいのが現実で
ある。
③ 弁護士仲介機関は、単純に弁護士を紹介する機関でなく、消費者の要求に最も
適合した弁護士を紹介することが最も重要な機能である。したがって、仲介機関
は、依頼者に適合した弁護士を紹介するための専門性を備えなければならず、仲
介機関と特定弁護士の利害関係を離れて依頼者が最も満足できる弁護士を紹介で
きる仲介システムを用意しなければならない。また、仲介弁護士の業務処理に対
して依頼者が満足しているか否かを調査し、これに対するフィードバックができ
る運営方式も用意されなければならない。
④ ロースクール出身弁護士がブローカーに従属しないようにするならば、特定分
野と関連した公共的な仲介機関が複数存在しなければならず、仲介料やシステム
の多様性をもつ団体が必要である。弁護士団体でなくとも、法律救助法人等の非
営利法人も、弁護士仲介ができるようにするのも方策になりうる。
⑤ 弁護士仲介は、費用の側面だけでなく、推薦を受けた弁護士がある程度専門性
を有しているのか等の情報まで提供し、合理的な選択ができるように補助しなけ
ればならず、このために仲介機関の公共性が確保されなければならない。
⑥ 弁護士に関する正確な情報提供がなければならず､仲介機関は、最小限の善管
注意義務を負い、専門的仲介機関ならば説明義務も負わなければならない。実質
的に適正な弁護士を紹介できる目的に見合ったシステムのうち、どれが最も適切
なのかを探さなければならず、単純に弁護士につなぐことがこの制度の趣旨とな
ってはならない。

３

ソウル弁護士会の意見書

ソウル弁護士会は、弁護士仲介制度に関しては、有償で法律事件や法律事務を紹
介、斡旋するなどの行為は弁護士法上処罰対象であると前置きした上で，現在ソウ
ル地方弁護士会で弁護士案内制度を施行しているように地方弁護士会や大韓弁護士
協会が弁護士案内機能を遂行することで充分であり、弁護士団体でない機構が有料
で弁護士を紹介する制度を創設するのは弁護士法第 34 条､第 109 条を形骸化させる
懸念が非常に大きいので大変不適切な立法である。法務部が承認権を通じて管理を
するといっても管理に限界があると予想されるので、弁護士団体による弁護士案内
制度が最も適切な方案であるとして、弁護士法改正案には全面的に反対している。

４

比較検討
(1) 日本と韓国の違い
かかる弁護士仲介制度導入に関する韓国の議論状況を見るならば，すでに違法な
弁護士斡旋ブローカーが存在している韓国と日本とでは状況が全く異なるので，韓
国の弁護士仲介制度は参考に値しないと考えることもできるが，他方、弁護士が急
増し，市民が弁護士を選ぶことが困難になってきている点では我が国も共通してお
り，適切な弁護士仲介制度の構築を検討する必要性が全くないとは言い切れないと
考えられる。
(2) 日本における既存の制度
弁護士を選任しようとする者に対して、弁護士の情報を提供する仕組みは我が国
でも以下のとおり存在している。
① 広告
最も単純なものは、弁護士自らが行う広告であり、ホームページを利用した広
告も増えてきており、最近では、新聞社やテレビ局が主催する弁護士の紹介サイ
トも立ち上がっているので 1 、弁護士が自らの情報を広く市民に提供しようと思え
ば、かかる紹介サイトを利用することにより、自らを紹介してもらうことも可能
となっている。弁護士ドットコムのうち、弁護士検索及び弁護士紹介ページなど
もこれに該当する。弁護士の選任を希望する者は、かかるマッチングサイトを検
索することにより、希望する弁護士を探すことが出来る。かかる広告形態による
弁護士情報の提供のレベルでは，日弁連の「弁護士の業務広告に関する規程」 2 及
び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」 3 が存在

1

マイベストプロ東京
http://mbp-tokyo.com/
2
弁護士の業務広告に関する規程
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf
3
弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukouko
ku_shishin.pdf

するので，今後は，同規程違反の事案が増えてくるものと推測されるが，広告規
程・同指針の緩和の議論は必須であろう。
② 無償による弁護士紹介制度
弁護士ドットコムのうち、弁護士費用一括見積もりやインターネット法律相談
など、民間団体が無償で弁護士の周旋に該当するような弁護士紹介制度を運営し
ているケースもある。東京三会のインターネット法律相談事業に関する意見書 4 で
も，弁護士法第７２条について，「事業者はインターネット法律相談事業の利用
者から，いかなる名目であれ，法律事務取扱のための役務提供の対価として金銭
その他の報酬を受け取ることはできない。事業者は，たとえ自らが法律事務を取
り扱っていなくとも，法律事務取扱のための役務を提供しているので，その対価
として利用者から金員を受領すれば同法条違反となると解される」としており，
かかる解釈を前提とする限り，上記の弁護士紹介事業は無償で行わざるを得ない
ことになる。
報酬を得る目的で業として弁護士の周旋を行わない限りは，弁護士法第７２条
違反の問題は発生しないが，今後は，第７２条違反の事案が増えてくるものと推
測される。他方、弁護士法第７２条を緩和すれば，事件ブローカーが暗躍する余
地を生む可能性もあると思われることから，７２条の緩和に踏み切るには慎重な
検討が不可避であるが，マッチングサイトのあり方を踏まえて，きちんと議論を
すべき段階に来ていると思われる。
(3) 弁護士会による弁護士仲介制度構築の可能性
わが国では，弁護士の選任を希望する者にとっては、インターネットを利用すれ
ば、ある程度弁護士の情報を入手することは可能であるが、日弁連の広告規程を遵
守しない誇大広告も散見されることから、信頼性の高い情報を入手することは容易
ではなく、インターネットを利用した弁護士の選任もリスクや手間がかかり、簡単
ではないと思われる。
他方、インターネットを利用できない者にとっては、単位弁護士会の法律相談等
によって、所属する弁護士を紹介してもらうことも可能であるが、弁護士の選任を
希望する者の要求に適した弁護士を仲介して，弁護士の選任にまで結びつける制度
は，日本では全く存在していないと思われる。
かかる問題を克服するためには、弁護士会が自ら，市民のために信頼性の高い弁
護士情報を積極的に提供するとともに，かかる弁護士情報に基づいて弁護士仲介制
度を運営することも考えられよう。かかる弁護士仲介制度の運営の負担を考慮すれ
ば、弁護士会が行う弁護士仲介制度は必ずしも日弁連や単位弁護士会自らが行う必
要はなく，日弁連から業務委託を受けた第三者機関が弁護士仲介制度を運営するこ
ともあり得ると考えられる。
以上

4

インターネット法律相談事業に関する意見書（平成２２年３月１８日），東京三弁護士会イ
ンターネット法律相談事業検討協議会（座長 須田徹）
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弁護士保険制度の更なる充実と安定した制度運用のために
～どんな事故もカバーする保険の推進と紛争解決のための環境整備と紛争防止のノウハウ～
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弁護士保険制度に係る欧州各国における運用等の調査
欧州各国の調査の目的
現地調査の日程と概要
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フランスにおける調査結果
全国弁護士評議会(ＣＮＢ)
パリ弁護士会
フランス保険協会(ＦＦＳＡ)，訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡＤ)，
権利保護保険会社協会(ＧＳＰＪ)
４ Assets Assurance 社(総合保険代理店)
５ 欧州弁護士会評議会(ＣＣＢＥ)
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ベルギーにおける調査結果
ブリュッセル弁護士会
フランス語系ベルギー保険協会(Assuralia)，訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡＤ)

第４
１
２
３

ドイツにおける調査結果
ケルン弁護士会
Munich Re 再保険会社
D.A.S.保険会社
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イギリスにおける調査結果
ジャクソン報告書後の法律扶助と訴訟費用保険の関係
バリスタ協会
ダブル・リーガル法律事務所
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資料５－１

日弁連リーガル・アクセス・センター
「権利保護保険にかかるドイツ・イギリス現地調査報告書」(2010 年 11 月)

資料５－２－１ フランス調査：(執筆担当者の原稿)
(1) 全国弁護士評議会(ＣＮＢ)
(2) パリ弁護士会
(3) フランス保険協会(ＦＦＳＡ)，訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡＤ)，
権利保護保険会社協会(ＧＳＰＪ)との会議
(4) Assets Assurance 社
(5) 欧州弁護士会評議会(ＣＣＢＥ)
資料５－２－２

フランス調査：フランス保険法典(権利保護保険部分)【試訳】

資料５－２－３

フランス調査：弁護士職業団体に関する 1991 年 11 月 27 日デクレ
第 91-1197 号【試訳】

資料５－３－１ ベルギー調査：(執筆担当者の原稿)
(1) ブリュッセル弁護士会での権利保護保険に関する訪問調査
(2) フランス語系ベルギー保険協会(Assuralia)での訪問調査
資料５－３－２

ベルギー調査：フランス語系ベルギー保険協会(Assuralia)加盟の権利
保護保険事業者(les assureurs de protection juridique)，フラマン
語系弁護士連合会(O.V.B)及びフランス語系･ドイツ語系弁護士連合会
(O.B.F.G)との間の覚書【試訳】

資料５－３－３

ベルギー調査：権利保護保険に関する 1990 年 10 月 21 日の王令
【試訳】

資料５－３－４

ベルギー調査：権利保護保険事業者の行動規範【試訳】

資料５－３－５

ベルギー調査：裁判法典(Code Judiciaire)446 条の 3【試訳】

資料５－３－６

ベルギー調査：弁護士職務規程(Code de déontologie de l'avocat，
Ordre des barreaux francophones et germanophone de
Belgique．2012-2013)【試訳】

資料５－３－７

ベルギー調査：陸上保険契約に関する 1992 年 6 月 25 日の法律
(第 4 節 権利保護保険契約部分)【試訳】

資料５－４－１ ドイツ調査：(執筆担当者の原稿)
(1) ケルン弁護士会におけるインタビュー
(2) Munich Re 再保険会社を訪問して
(3) D.A.S.保険会社を訪問して

資料５－４－２

ドイツ調査：権利保護保険における弁護士選択の自由に関する一考察
－バンベルク高等裁判所 2012 年 6 月 20 日判決を題材として－
※ 公益財団法人損害保険事業総合研究所の機関誌「損害保険研究」
第７５巻第２号から転載

資料５－５－１

イギリス調査：(執筆担当者の原稿)イギリス調査 概要報告

資料５－５－２

イギリス調査：法律扶助改革法案(貴族院委員会段階)に対するバー・カ
ウンシルによる第 2 部に対する提案：民事紛争の資金調達と費用【試
訳】

資料５－５－３

イギリス調査：英国法律事務所・受任契約書雛型【試訳】

資料５－５－４

イギリス調査：英国 ARAG 保険会社のビジネスモデル紹介資料
Introduction of the business models in the ARAG Group
Focus on ARAG UK

資料５－５－５

イギリス調査：英国 ARAG 保険会社の訴訟費用保険宣伝資料

資料５－５－６

イギリス調査：エバーシェズ法律事務所によるジャクソン改革の概要
レジュメ
Litigation in England & Wales
Costs, funding and Jackson reforms
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欧州各国の調査の目的
日弁連が弁護士保険(権利保護保険)制度の運営を開始してから 10 年以上が経過し
た。この間，取扱件数も飛躍的に増加しているが，同保険がより普及している諸外国，
特に弁護士選任の自由を規定する訴訟費用保険に関する 1987 年 6 月 22 日の欧州議会
及び理事会指令(87/344/EEC)(以下「1987 年指令」という。)1を戴くＥＵ各国の制度
を研究することで，日本での弁護士保険制度のさらなる充実と安定的な制度運用を図
ることが必要である。
フランスでは，弁護士報酬が自由化され，また弁護士人口の増加が顕著で，公的法
律扶助による国の予算制約もあり，権利保護保険が急速に普及するという，日本と共
通する背景がある中で，同国の紛争解決のあり方等を調査することが今後の参考とな
る。
ベルギーは，ＥＵの中心ということのみならず，訴訟費用保険国際協会等同保険の
国際機関が存し，ＥＵ域内の権利保護保険に係る情報収集に欠かせない。
また，日弁連リーガル・アクセス・センター(以下「ＬＡＣ」という。)では，2010
年 3 月末，権利保護保険の最先進国であるドイツと同保険の特約が普及するイギリス
における権利保護保険の状況と問題点の現地調査を行い，報告書2をまとめている。前
回の視察で権利保護保険に係る制度内容を調査したドイツについては，今回は，同保
険の紛争処理手続の実際の運用状況を調査した。イギリスでは，前回調査した同年の
訴訟費用に関するジャクソン報告書の提言に基づく改革に関する最新情報を得ること
が調査の目的であった3。
２ 現地調査の日程と概要
2013 年 3 月 18 日～3 月 22 日にかけて，ＬＡＣの委員は分担して，以下のとおり，
フランス(仏)・ドイツ(独)・ベルギー(白)・イギリス(英)の各国で調査を進めた 4。

1

調査国

午前

午後

3/18

全国弁護士
会評議会(Ｃ
ＮＢ)
Jérôme Cayol
弁護士(権利
保護保険に

仏保険協会(ＦＦＳＡ)，訴訟費用保険国際
協会(ＲＩＡＤ)，権利保護保険会社協会(Ｇ
ＳＰＪ)
Marie-Emmanuelle Schiltz 氏(ＦＦＳＡ権利
保護保険常設ワーキング・グループ座長，
Juridica 社副社長，ＲＩＡＤ会長)

仏

Assets
Assurance 社
石井 宏 氏
(Directeur
Général
Associé( 共 同

1987 年指令は，ＥＵ統合前の指令であり，現在は，ソルベンシーⅡ枠組指令(2009/138/EEC)(日本語訳につ
き，(公財)損害保険事業総合研究所研究部「ソルベンシーⅡ枠組指令に関する調査・研究(資料編)」(2011 年
3 月)を参照。)第 198 条～第 205 条に規定が置かれている。
2
日弁連リーガル・アクセス・センター「権利保護保険にかかるドイツ・イギリス現地調査報告書」(2010 年
11 月)(以下「ＬＡＣ報告書」という。)(資料 5-1 を参照。)
3
第 5 分科会の原稿に記載されている円換算額は，2013 年 8 月 20 日の終値を参考として，それぞれ 1 ユーロ
＝130 円，1 ポンド＝150 円で換算した概数とする。
4
第 5 分科会の原稿の執筆は，佐瀬正俊・武田涼子(第 1)，小原健・武田涼子(第 2 の 1)，箕輪正美(第 2 の 2)，
佐瀬正俊(第 2 の 3)，武田涼子(第 2 の 4・5)，山下典孝(第 3)，應本昌樹(第 4 の 1)，木村圭二郎(第 4 の 2・
3)，和田光弘(第 5)，及川健二・出井直樹(第 6)が担当し，佐瀬正俊及び武田涼子で編集したものである。

調査国

午前

午後

係る WG 欧州 Hervé Jubeau 氏 (Assistance Protection
責任者)
Juridique 副社長，ＧＳＰＪ会長)
Fabrice Perrier 氏(ＦＦＳＡ担当者)

副社長))

独

Munich Re 再保険会社
Philipp von der Schuienburg 氏
(Senior Account Manager)ほか

D.A.S.保険会社
Dr. Stefan Haas 氏(Head of Regional
Management)ほか

3/19

仏

ADH Saint Cire 法 律 事 務 所
Stéphane Horlon 弁護士
Stéphanie Braud-Piel 弁護士
Nga Nguyen-Baud 弁護士ほか

MANDEL & ASSOCIÉS 法律事務所
Olivier Mandel 弁護士
Aimé Mandel 弁護士

3/19

英

3/20

仏

パ リ 弁 護 士 会 Jean-Pierre
Gaëtan Duffour 弁護士(同弁護士
会保険に関する委員会委員長)
Marie-Claude Défossez-Pérard 弁
護士(同弁護士会司法アクセス委
員会委員長)

独

ケルン弁護士会
Dr. Hubert W van Bühren(会長)

W Legal 法律事務所 Nigel Kushner 弁護士(ＣＥＯ)
Michael Ballinger 弁護士(パートナー)
欧州弁護士会評議会(ＣＣＢＥ)
Paul-Henry Delvaux 弁護士(ルーヴァ
ン ・ カ ソ リ ッ ク 大 学 (Université
Catholique de Louvain)准教授)
Benedict Saupe オーストリア弁護士
Simone Cuomo 氏(ＣＣＢＥ事務局)

英

ARAG 保険会社 Renko Dirksen(副社長)ほか

3/21

白

ブリュッセル弁護士会 Geoffroy Cruysmans 弁護士(同弁護
士会役員：法律扶助･保険法専門家，ルーヴァン･カソリック
大学(Université Catholique de Louvain)法学部客員准教
授)，Vincent Callewaert 弁護士(同弁護士会所属弁護士：
保険法専門家，金融サービス市場庁(ＣＢＦＡ)の保険委員会
(Commission des assurances)の専門委員，同大法学部客員
准教授)

3/22

白

訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡＤ) Antje Fratinivergano 法律事務所
Fedderke 氏(同事務局長)，
Jogi Humberto Oshiai 氏ほか
仏語系ベルギー保険協会 (Assuralia)
Stéphanie Van Caeneghem 氏(Assuralia)，
Gustaaf Daemen 氏(D.A.S.ベルギー執行
役員)

英

RSA 保険会社
Andy Glynne 氏
(商品開発・法務
援助部部長)

Eversheds 法律事務所
Jeremy Irving 弁護士
ほか

バリスタ協会 Natalie Darby 氏
(Senior International Projects
Officer)ほか
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5

フランスにおける調査結果

全国弁護士評議会(ＣＮＢ)5
ＥＵにおいて，一般的に，保険規制は，各国同じようなスタンスである。
しかし，権利保護保険 6は，特に文化的要因による影響が大きく，ＥＵ内でも国ごと
に規制が非常に異なっている。ＣＮＢでは，フランスにおける権利保護保険の経緯・
現状と同国での規制及びＣＮＢの対策について説明を受けた。
(1) フランスにおける権利保護保険の経緯と現状
権利保護保険は，同国では自動車保険から始まったもので，現在では個人も企業も
カバーしている。権利保護保険は約 500 万件(2008 年の数値)普及しており，保険料
総額も 7 億 2,100 万ユーロ(約 937 億円) に及んでいる。この金額は，保険全体から
みれば少額であるが，弁護士にとって非常に重要な意義を有している。
フランスの全世帯の 40％が権利保護保険に加入している。ただ，それにもかかわ
らず，この保険によって中間層からの司法アクセスが改善されているわけではなく，
また生活に困っている人がカバーされているわけでもない。その点で，一種パラドキ
シカル(逆説的)な現象であるといえよう。その改善されていない主な原因の 1 つは，
加入者が権利保護保険への加入に気づいていないことが多いことにある。権利保護保
険は，多くの場合，他の保険に付帯しており(例えば，クレジットカードや，住宅保
険の 30％，またスキー保険等にも付帯されている。)，多くの人は加入していても，
その加入に気づいていない。そして，複数の権利保護保険に入っているケースが多く，
同じリスクをカバーしていることになる。
一方，加入に気づいていない人が多いということから，権利保護保険は，保険会社
にとって非常に収益性が高いものであるといえる。多くの保険契約者は，自分自身，
保険を付けていることを知らず，権利保護保険を裁判でも使わない。
保険会社にとって，保険事故が発生しても，弁護士を使わずに和解で解決してしま
うことがもっとも利益率が高くなる。つまり，弁護士でない法律家(Juriste)(以下「ジ
ュリスト」という。)を保険会社が雇って，裁判ではなく，和解的解決を行うことが
重要になる。逆に言うと，保険会社にとって一番高くつくのは，裁判だということに
なる。
(2) 2007 年 2 月 19 日法令7の概要
① 2007 年 2 月 19 日法令制定前の保険会社による弁護士リストとその問題点
保険会社は，従前，一定数の特定の弁護士で構成されるネットワークを作って，
その弁護士(パネル・ソリシタ)と事前に契約を締結しておき，権利保護保険に係
る保険事故が生じ，和解にいたらなかったときは，被保険者からこのパネル・ソ
リシタに依頼させ，パネル・ソリシタは，保険会社の提示する比較的安い弁護士

全国弁護士評議会(ＣＮＢ)は，パリ弁護士会等，各地の弁護士会の代表により構成される組織で，(日弁連
のように)フランスの全弁護士が構成員となるものではなく，法令に基づき，フランスの弁護士に対する規則
を制定・維持している。その規律は，フランスのすべての弁護士に効果を及ぼす。
6
フランスの"assurance de protection juridique"は，「訴訟扶助保険」と訳される場合があるが，本稿では
「権利保護保険」と訳す。
7
2007 年 2 月 19 日法第 2007-210 号の改正を含めたフランス保険法典のうち，権利保護保険に関連する該当箇
所の日本語試訳は，資料 5-2-2 を参照。

報酬でその案件を受任しなければならなかった。即ち，弁護士は，保険会社から
多くの事件を回してもらう代わりに安価な報酬で受任する内容の契約を，保険会
社と締結していた。
ＣＮＢは，権利保護保険に加入していることを契約者が知らず，権利保護保険
がその役割を果たしていないこと及び弁護士選任の自由がないことが特に問題と
考え，政府にその問題点を伝えた。弁護士の選任の自由はどの契約書にも規定さ
れてはいるものの，実際には紙上に記載されているに過ぎず，尊重されていなか
った。そのような状況は，弁護士のみならず，保険契約者にもよくない。実務で
は，保険契約者が弁護士を知らなければ，保険会社は「この弁護士に会いに行け。」
と弁護士のリストを渡し，保険契約者はそれに従うことになる。そのため，保険
会社に弁護士のリストがある限り，保険契約者は，そのリスト上の弁護士から選
任せざるを得ず，実質的に弁護士を選任する自由がない。これは，1987 年指令に
おいて弁護士の選任の自由が謳われていることからも問題である。
② 2007 年 2 月 19 日法令の 3 つのポイント
同法令では，保険会社による弁護士名の言及等の禁止，武器対等の原則及び法
律扶助との関係での補充原則という 3 点が規定された(同法令以前の 1991 年の法
律は，1987 年指令に基づいたものであり，2007 年法令は 1987 年指令にはない細
かいポイントについて定めたものである。)。
まず，保険会社は，保険契約者からの書面申請がなければ，弁護士の名前を告
げてはならず，弁護士との間で，その選任に関して(優先的に紹介してもらうこと
等)書面による契約を結んではならないと規定された。法令どおりの運用であれば，
保険会社は，保険事故につき和解的解決が整わなくなった時点で，保険契約者に
対して，自ら弁護士を探すよう伝えることになる。もっとも，実務上，例えば，
電話で保険会社が保険契約者に弁護士の名前を伝える場合はあるようであるが，
多くの場合，保険会社はこの法令を遵守しており，(従前のような)弁護士リスト
を交付するようなことはされていないと思われる。
2 点目の武器対等の原則については，相手方当事者が弁護士に委任している場
合，保険契約者にも弁護士のサポートが得られなければならないと規定された。
この規定は，フランスでは，和解的解決の交渉時に，弁護士間のやり取りを裁判
で利用することができないという秘密保持の観点から重要な意義を有している。
即ち，相手方当事者の弁護士と保険契約者側が和解的交渉を進めていた場合に，
保険契約者が弁護士に委任していれば弁護士間のやり取りになり非公表である。
これに対して，保険契約者側が弁護士ではない，例えば，保険会社の法務担当者(ジ
ュリスト)である場合には，それらの者が相手方弁護士に交付した書面等は，相手
方から裁判所に提出される等利用されてしまう。そこで，武器対等の原則が充足
されれば，そのような状況が回避できる。
なお，ジュリストとは，「弁護士ではない法律家」で，大学で法律の教育を受
けて学士や修士等の学位を取得したが，弁護士にならず保険会社に雇用されてい
る者(なかには，弁護士になろうとしたが，試験に落ちた人もいるが)で，弁護士
よりレベルが低いというわけではない。ジュリストの問題点は，能力ではなく，
独立性と守秘義務である。独立性の問題とは，(保険会社に雇用されている)ジュ

リストが，保険会社の意向を受けて，保険会社の利益のために，(保険契約者の利
益に反しても)紛争を裁判に持ち込まないようにするということである。また，守
秘義務の問題とは，弁護士間でのやり取りであれば非公表で，裁判では相手方弁
護士からの書証等を証拠として使えず，和解交渉内容も秘密にできるのに比して，
弁護士が関与していない交渉では，交渉中の手紙も裁判に出されることがあり，
例えば，保険会社の法務担当者からの手紙等は裁判所に提出する義務が生じ得る
ことになる点である。
最後に，補充原則とは，法律扶助の対象となる事件でも，権利保護保険の補償
対象である場合には，法律扶助ではなく，まず同保険によりカバーされるという
原則である。国は，補充原則によって，法律扶助に係る予算の減額を企図したの
である。
しかし，実際には法律扶助の額は全体的には減っておらず，権利保護保険の普
及と補充原則が法律扶助の予算額を減額するという機能は果たされていない。そ
れは，権利保護保険の契約者でもその加入を知らない者が多いこと，同保険の加
入者層が法律扶助の対象者と異なること，また法律扶助の対象分野と権利保護保
険の対象分野が異なること等から，結局，法律扶助が利用されているからである。
法律扶助と権利保護保険との補償対象分野の違いとは，法律扶助は，刑事事件が
43％，民事事件が 25％，そして残りの多くは相隣関係や労働事件であるのに対し
て，権利保護保険は，刑事事件はカバーしておらず，また民事事件も家事事件8も，
法律扶助ではカバーされるが，同保険ではカバーされていないということである。
(3) ＣＮＢによる権利保護保険強制加入プロジェクト
ＣＮＢとしては，貧困層にも司法アクセスを改善すべく，一定の分野で，権利保
護保険への加入を義務化するプロジェクトを検討中である。その背景には，国が法
律扶助の支出を抑えようとしていることが挙げられる。
ただ，権利保護保険への加入を全国民に義務付けると，税金のようになり，現実
的ではないかもしれない。そのため，ＣＮＢでは一定分野での権利保護保険への加
入義務付けを検討している。例えば，住居に関する権利保護保険であれば，当該保
険の対象は，水漏れ事故や火事，家族法の分野(離婚を含む。) や家族が外で他人に
怪我をさせた場合も含むうえ，大半が既に権利保護保険に加入済みで，また，大家
は賃借人に同保険への加入を義務付けているので，その分野での義務付けが考えら
れる。
しかし，このプロジェクトには，①居住者への支出の強制，②基本契約の再構成
の困難，③離婚を補償対象とすることへの保険会社の反対という 3 点が障害になり
得る。①は，年間約 180 ユーロの住居保険の保険料に加え，年間 40 ユーロ～60 ユ
ーロの保険料が余計にかかる。②では一定領域への加入義務化にあたり，権利保護
保険をさらに普及させるべく，基本契約を再構成する必要があるが，家族を対象に
することになると，(従前のように，夫婦に子が 2 人という典型的な家族は少なく)
8

権利保護保険では，家事事件はカバーされていないが，相続や親子関係の案件はカバーされている。離婚事
件は，①離婚事案が多く，保険会社にとって高くついてしまうということと，②家族で当該保険契約に入って
いると夫と妻と両方に保険金は払えないのではないかという問題があるため，通常カバーされていないが，協
議離婚をカバーする保険は出てきている。

現在，家族の形態も色々であるので，どのような保険構成とするかが難しい。③に
ついては，離婚も対象にすると，人々が権利保護保険に加入していたことに気づき
やすくなるのでＣＮＢでは推進しようとしている(個人的見解ではあるが，夫と妻の
双方に権利保護に係る保険金を出すのは問題ないと考えている。)。しかし，保険会
社は，離婚を対象とすることに反対している(今，権利保護保険が保険会社にとって
利益率の高い商品であるのは，保険契約者の加入意識がないからだろう。)。
２

パリ弁護士会
パリ弁護士会では，フランスの法律扶助制度の運用実態と権利保護保険との関係及
び同保険への弁護士の関与についての説明を受けた。
(1) フランスの法律扶助制度の運用実態と権利保護保険との関係
① 法律扶助の対象分野と予算
フランスの法律扶助制度の対象となる分野は，刑事，民事，行政を問わず，訴
訟手続のみならず交渉も全て対象とし，欧州の中でも対象範囲は広い。外国人の
権利の他，住居に関する権利等，新たに認められた分野でも認められるようにな
った。訴訟件数は増加傾向にあり，法律扶助の対象案件も増えている。
なお，法律扶助のための国家予算は，約 3 億 3,000 万ユーロ(約 430 億円)であ
る。
② 法律扶助の償還制度
フランスでは，償還制度はあるが，きわめて例外的に適用されており，2012 年
の法律扶助 5 万 1,000 件のうち，償還対象は 4 件に過ぎない。即ち，お金がない
人は無償で司法サービスが受けられることが原則で，損害賠償や財産分与等によ
って新たに収入があった場合は別であるが，そうでない場合は法律扶助によって
事件が解決したとしても法律扶助対象者らの経済的状況に変わるところはないの
で，償還という発想がないのである。そのため，償還対象となったものは，当事
者が十分な損害賠償の支払いを受けたことによって，本来の収入と合わせると扶
助の基準を上まわる所得になるような場合が考えられる。
③ 法律扶助の対象層
法律扶助を受ける者の収入によって，弁護士費用等の全てかその一部が法律扶
助の対象になる。例えば，月収 929 ユーロ(約 12 万円)以下であれば，全部扶助
の対象になり，国の最低限の負担割合が 15％である一部扶助の対象者は，月収が
1,393 ユーロ(約 18 万円)以下であることが必要である。上記の上限額は，家族の
人数に応じて増額されるが，いずれにしても，この数値から明らかなように，経
済的に非常に厳しい状況にある者が法律扶助の対象とされる。
④ 法律扶助と権利保護保険との関係－権利保護保険の補充性の原則
現在のフランスにおける法律扶助制度は，裁判援助に関する 1991 年 7 月 10 日
法第 91-647 号によるものであるが，2007 年 2 月 19 日法第 2007-210 号による改
正で，法律扶助の対象者であっても，権利保護保険に加入している場合はまず権
利保護保険を使うことを義務付ける，権利保護保険の補充性の原則が定められた9。
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同法 2 条 4 項は，「裁判援助は，当該援助によって填補される費用が権利保護保険契約によって負担される

国は，この補充性の原則によって法律扶助関連の予算を抑えられると期待してい
た。
しかし，権利保護保険の補充性の原則に係る改正法の効果は限定的である。そ
の理由は，法律扶助の申請者が権利保護保険に加入しているか確認が困難である
ことと，法律扶助の適用対象より権利保護保険の対象となる事案が限られている
ためである。即ち，前者について，権利保護保険は多種多様な保険の主契約に付
帯する特約として存在しており，契約者自身，権利保護保険に係る特約への加入
を知らないことがほとんどであり，また，法律扶助の担当部局では，扶助申請者
の権利保護保険への加入を確認することが時間的にも難しい。後者の適用対象の
違いとは，法律扶助の適用対象事案の 7 割は，刑事事件と家事事件であるが，権
利保護保険は基本的に刑事事件を対象とせず，家事事件においても離婚は対象外
とされている点である。この点につき，国としては，権利保護保険の適用対象と
なる事件の範囲を広げるような努力をしている。1 つの解決方法としては，スウ
ェーデンやデンマークで行われているように，住居保険に権利保護保険を義務的
に付帯させるということかもしれない。
⑤ 権利保護保険の今後のあり方
パリ弁護士会として，権利保護保険の有用性は今後増していくものと考えてい
る。そして，法律扶助の適用対象者の収入の上限が低額に抑えられている現状か
ら，一部扶助の対象となる中間層のために権利保護保険への加入を義務付けるよ
うなことも考える必要があるのではないかと考えている。
権利保護保険に全ての人が加入できるためには，保険料が高額にならない必要
がある一方で，弁護士も十分な報酬にあずかる必要があることを両立させる必要
がある。フランスでは，法律扶助で弁護士が受ける支払いは無いに等しいと言っ
てもいい状態にあり，弁護士という職業柄，負担しなければならない公的サービ
スのようなものと理解されている(弁護士登録の際の宣誓の趣旨の 1 つにもあ
る。)。
弁護士会は，生活困窮者に対する支援と弁護士に対する正当な報酬の支払いの
実現という 2 つの要請の狭間におかれているが，フランスはこの部分で弁護士会
に頼り過ぎなのではないかと思っている。
権利保護保険の補充性の原則の実効性を高めるべく，弁護士会が司法省に提案
していることは，弁護士がつかないまま本人から扶助申請が出されるケース(法律
扶助の申請全体の半数を占める。)では，法律扶助の適用の有無を判断する前に，
まず，弁護士の無料法律相談を経るよう指示するという制度を採用することであ
る。法律扶助の申請にあたり弁護士が選任されているケースでは，弁護士は，相
談者に対して権利保護保険に入っているかどうかを確認し，扶助申請の要否を判
断するのが一般的である。そのため，上記の制度の導入により，弁護士の無料法
律相談を受ける際に，権利保護保険加入の有無を弁護士がチェックする機能を果
たすことを期待できるわけである。

場合又はその保護制度として負担される場合には，認められない。」と規定する。

(2) フランスにおける権利保護保険と弁護士の関与
① フランスにおける弁護士独占のあり方と権利保護保険の関係
弁護士が法律相談業務を独占することは，1971 年の法律上認められたものであ
るが，数多くの例外規定がある。例えば，弁護士資格がなくても大学で 5 年以上
の間，法学教育を受けている場合は，ある業務において法律相談や交渉を行える
等の例外が認められている 10。保険会社のジュリストによる法律相談業務に関し
ては，理論上は問題となり得るが，現実にそれを問題にする人はいない(むしろ，
それが最も問題になるのは弁護士と公認会計士の間である11。)。即ち，保険会社
における法律相談につき，本来は弁護士資格を有する者がその相談に応じるべき
ではあろうが，最近ではインターネット等により，適切に法律相談されていれば，
誰でも相談に簡便に対応できており，現実にも裁判所がその点に特段の関心を払
っていることもなく，弁護士会としても，保険会社のジュリストによる法律相談
につき，批判的な見方をしているものではない。
実際にも，統計上，権利保護保険が扱っている分野のうち，消費者問題が 2.5
割，不動産に係る紛争が 3 割，1 割が労働問題であるが，ジュリストが関与する
のは訴訟ないし交渉以前の段階であり，ジュリストが問題を起こしたということ
は，弁護士会としても聞いたことがない。
むしろ，問題としなければならないのは，保険会社が費用を抑えるために，時
には契約者の利益に反しても，問題をジュリストによってできる限り解決させよ
うとする傾向がある点である。なお，保険契約者に不利な内容での保険会社によ
る交渉での解決を阻止することが保険法典に規定されている。例えば，交渉段階
で保険会社がある金額で和解することを提案し，保険契約者がそれに不満で裁判
でそれ以上の賠償額を相手方から取得できた場合には，保険金の上限額にかかわ
らず，保険会社は保険契約者が必要とした費用全額を補填しなければならない。
② 権利保護保険に係る弁護士の関与につき，保険会社の守るべき重要な 2 大原則
第 1 に，フランスでは，弁護士選任の自由という重要な原則がある。保険会社
が特定の弁護士を保険契約者に押しつけることは禁止されており，フランスの公
序になっている。なお，保険契約者が弁護士を知らない場合は，保険会社から弁
護士を紹介することはできる。
第 2 に，保険会社は，保険契約者と弁護士との間の報酬契約の内容を知っては
ならないことになっており，その意味で保険会社が弁護士報酬を下げるように介
入をすることは出来ない建前になっている。これは，2007 年 2 月 19 日の保険法
の改正で加わった規定であり(保険法典 L127-5-1 条) 【資料 5-2-2】，そのような
問題が現実には生じていたことを示唆しているものと思われる。
ただし，保険契約者が弁護士を知らない場合は，保険会社から推薦される弁護
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この点に関しては，折田啓「フランスにおける弁護士による法律業務独占」自由と正義 57 巻 8 号(2006 年)82
頁，83 頁を参照。
11
なお，法律相談業務の弁護士独占に関して，一番問題になる公認会計士との関係とは，公認会計士に認め
られた業務の範囲に関連する。即ち，公認会計士は，法律上，その業務に付随する範囲において法律的な助言
ができることになっており，例えば，公認会計士が決算書類を作成した場合に，株主総会を開いてその承認を
求めるべきかどうか，という法律問題につき，助言をすることが公認会計士に認められた業務の範囲に入るか
どうか等，法律相談業務の独占権の問題を巡って弁護士と公認会計士の間で対立が生じている。

士に依頼することになり，このような弁護士は，保険会社が設定する報酬額を受
け入れざるを得なくなる。とりわけ，若手の弁護士がこのような状況に置かれや
すく，また大分前の調査結果ではあるが，ある地方の小さな弁護士会では，個人
事件の 8 割が法律扶助と権利保護保険の対象となっているところもあり，そのよ
うな場合には，保険会社の影響は大きいであろう。
③ 弁護士報酬に関する紛争の解決手法
弁護士報酬に問題のある場合は，弁護士会の会長名での調停手続が採られる
(弁護士職業団体に関する 1991 年 11 月 27 日デクレ第 91-1197 号政令 174 条12)。
この調停の申立手続は，非常に簡単な書式を埋めれば足り，依頼者側が申立てる
際には無料であり，権利保護保険が使われることはない。弁護士会の会長名での
調停手続とは，6 名前後の弁護士で構成される特別な委員会に権限が委譲され，
報酬の適正性や報酬契約の締結の有無等の具体的な状況を確認し，それに基づい
て判断されている。なお，同委員会での担当となる弁護士は，いずれも弁護士会
の理事等であった人に限られている。
なお，弁護士会での上記の審査結果は，大審裁判所で見直される可能性がある。
④ フランスでの権利保護保険の保険金と弁護士報酬の関係
フランスでの権利保護保険の保険金額は低額であり，弁護士は，権利保護保険
の対象になっている事件を受任するときは必ず，その保険金の上限額を確認する
が，その保険金の上限額よりも弁護士費用が下回るということはなく，保険会社
と弁護士の間で弁護士報酬の多寡についての紛争は生じておらず，その保険金額
の上限より低い額しか保険会社が支払わないということはない。
結局，フランスでは，契約者自身が入っているかどうかも分からないほど，ほ
とんど負担感を与えないような安い保険料の権利保護保険が付帯契約として付保
されているが，弁護士費用全額をカバーできるものではないという実情である。
弁護士費用を十分にカバーできるような権利保護保険に関する需要はあるかもし
れないし，現に Juridica 社(後記 3(1)を参照。) が管理運営している権利保護保
険に特化した保険商品もあり，これは企業も対象としているが，やはり多くの場
合に権利保護保険は独立したものではなく，パッケージの中に含まれている。
⑤ 勝訴可能性の判断機関
権利保護保険に係る保険会社の権限として，保険契約者が自ら提訴する際には，
その訴えの合理性や勝訴の可能性を保険会社が判断することができる。
なお，フランスでは，裁判官の判断の裁量の幅が広く，勝訴できるか否かの見
通しはほとんど立たないため，保険会社の判断では，その提訴内容があまりに濫
用的なものでない限り，拒絶されることはない。保険会社が提訴時の保険金の支
払いを濫用的として拒む場合には，第三者に判断を委ねることが法律上，定めら
れている。
原則としては，保険会社と保険契約者で合意した人が調停役として仲裁するが，
合意されない場合には，地方裁判所の所長による仮選任手続という迅速な手続が
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弁護士職業団体に関する 1991 年 11 月 27 日デクレ第 91-1197 号政令のうち，権利保護保険に関連する該当
箇所の日本語試訳につき，資料 5-2-3 を参照。

採られる。
ただし，その保険契約者の提訴内容に根拠がないと裁判所が判断した場合には，
この仲裁人自体が選任されず，却下される。
⑥ パリ弁護士会における弁護士賠償責任保険
弁護過誤が生じる場合に備えた弁護士賠償責任保険につき，同弁護士会の所属
弁護士全員は，その団体保険に義務的に加入し，保険金の上限額は 400 万ユーロ
(約 5 億 2,000 万円)である。なお，その免責額は弁護士の賠償額の 10％で，上限
額は 3,049 ユーロ(約 40 万円)であり，弁護過誤の被害者に全賠償額を支払った
保険会社が 10％ないし上限額のいずれか低い金額を，当該弁護士から取り戻す。
３ フランス保険協会(ＦＦＳＡ)，訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡＤ)，権利保護保険会
社協会(ＧＳＰＪ)
フランス保険協会(ＦＦＳＡ)は，フランスの保険会社 240 社が加盟しており，加盟
社でフランス保険市場の 9 割程度のシェアを占める。訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡ
Ｄ：Rencontres Internationales des Assureurs Défense。後記第 3 の 2 を参照)及び
権利保護保険会社協会(ＧＳＰＪ：Groupement des Sociétés de Protection Juridique)
の担当者とともに，ＦＦＳＡから，フランスにおける権利保護保険市場の概要，同保
険の法規制と監督庁，同保険の対象分野及び同保険に係る保険会社のサービス内容に
つき，説明を受けた。
(1) フランスにおける権利保護保険市場の概要
フランスでの権利保護保険の取扱件数は，2010 年で約 44 万 5,000 件であり，保
険料総額は 9 億 2,100 万ユーロ(約 1,200 億円)であった。なお，全ての分野をカバ
ーしている権利保護保険の年間保険料の平均的な額は，60 ユーロ～70 ユーロ(約
8,000 円～9,000 円)であるが，個人向け保険に限っても，その種類は多種多様で，
年齢でも対象層の区分けがされ，30 ユーロ～200 ユーロ程度のものもある。
他方，支払保険金の 1 件あたりの平均額は，例えば，Juridica 社 (権利保護保険
専門の AXA 保険会社の子会社で，売上高 1 億ユーロの会社である。)では，2,642 ユ
ーロ(約 34 万円)である。
2010 年～2011 年頃に，司法省と保険業界は，よく協議を行い，権利保護保険を社
会に広く普及させるべきということが了解事項となっている。保険業界は，いろい
ろな分野でこの保険を提供しようと情報提供活動を行っている。同保険以外の保険
を締結する場合であっても，権利保護保険のカタログを入れる等して取り組んでい
る。
(2) フランスにおける権利保護保険の法規制と監督官庁
権利保護保険に係る規制としては，まず，1987 年指令が重要であり，同指令の目
的は，利益相反という状況を避けることにある。そのため，権利保護保険は，別立
ての契約書とするか，他の保険契約と同じ書面でも特化した章立てをすべきことと
規定され，また運用面でも，同保険に特化した子会社を作るか，保険会社内で完全
に独立する部署で専属の従業員を配置する必要があり，かつ，弁護士がこの運用に
関わることを要する。なお，フランスでは子会社を作るという形態が最も多く，約
90％の会社が子会社で運用させている。

フランスの権利保護保険は，保険法典に規定されている(L127 条～)。2007 年 2
月 19 日法では弁護士選任の自由を強化しており，保険会社は，①保険契約者と弁護
士間の報酬に介入してはならず，②保険契約者からの書面による申請があった場合
を除き，弁護士の名前を提示してはならず，③社内倫理規定は，概念の統一，用語
の定義の統一化を図るため，ひいては，保険加入者の理解を助けることを重要な要
素とする必要があり，また④保険事故該当性の判断につき紛争があるときは，第三
者にその判断を付託することとし，その第三者の選任権は，保険契約者のみ有する
ことが規定されている。
(3) 権利保護保険の対象分野と賄われる範囲
権利保護保険は，一定の保険料/対価を支払うことによって，民事・刑事・行政事
件に関する紛争についての費用が保険金として賄われる。
同保険の対象となる分野は，消費者に関する紛争13が 37％，住居に関する紛争が
29％，家族法に関する紛争が 3％，その他労働関係や医療関係等も含まれる。
権利保護保険の保険金では，弁護士費用だけではなく，鑑定費用も賄われる。フ
ランスの裁判では鑑定が非常に重要な意味を有し，鑑定人が裁判官といえるのでは
ないか，と疑問が生じるほどである。鑑定には，平均 2,000 ユーロ(約 26 万円)の費
用の予納が必要だが，この費用も含まれる。また，強制執行事件も弁護士が行うが，
執行官の費用も権利保護保険で賄われる。
なお，刑事事件と家事事件は，通常，権利保護保険の対象とされていない。刑事
事件では，特に故意犯につき，保険事故の偶然性がない。無罪の推定の原則がある
ので，無罪を争っている事案では，有罪と認められるまでは，保険金が支払われる
ことはあり得るが，その場合でも，有罪となった場合には，保険金相当額を返金さ
せる。また，家事事件は，相続及び親子関係事案は対象となるが，その他の家族法
分野は，保険事故や事象の発生が多すぎて，費用面からこれを対象とすることは難
しいと思われる。完全に除外されているわけではないが，多くの保険商品では，離
婚を対象外としている。
権利保護保険に係る保険会社の規制監督官庁は，健全性監督機構(ＡＣＰ:
Autorité de contrôle prudentiel)で，保険法という側面での規制と，訴訟に関す
る規制の両面があり，非常に厳しい。
(4) 権利保護保険に係る保険会社のサービス内容
保険会社には，裁判になる前のアドバイス・助言業務及び裁判後の助言業務が認
められている。以下，保険会社の行う電話での法律情報の提供と相談(以下「電話相
談」という。)及び交渉業務につき，述べる。なお，法律相談は，フランスの弁護士
法でも細かく規定され，書面での法律相談や法的意見の回答は弁護士のみに限定さ
れている。そのため，保険会社の行う電話相談は，法律相談ではなく，法律情報の
提供と位置付けられる。
電話相談は，2010 年には約 110 万回あり，ジュリストが対応している。このジュ
リストとは，大学の法学部で少なくとも 5 年間学び，修士号の保持者のことで，弁
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消費者に関する紛争は消費者のあらゆる購入行為を対象としており，家電や自動車，不動産から食料にい
たるまでの購入行為，またインターネットでの購入も含まれ，隠れた瑕疵に関しても対象とする。

護士資格を持っている人(数％に過ぎない。) も含まれる。なかには弁護士資格の取
得後，フランスでは企業で働く際に弁護士登録を維持することができないので，弁
護士登録を抹消して保険会社で働く人も多く，75％は女性である。なお，ジュリス
トとして 8 年程度働くと，弁護士資格試験を特別枠で受験することができるので，
この枠組みを利用して，弁護士，裁判官になる人もいる。この電話相談の目的は，
紛争の発生及び拡大を予防することであるため，電話相談には回数制限はなく，何
回でも相談できる。保険会社は，その電話相談において，できる限りの情報を提供
して，事態の悪化を防ぐことを重視している。
また，保険会社が交渉業務を行うことも多く，保険事故に係る紛争のうち約 80％
が，この交渉業務による和解的な解決で終了している。交渉業務での解決までに約
6 か月間かかるが，訴訟となれば，解決までに約 2 年間必要となる。この交渉業務
は，大学で 5 年以上の間，法学教育を受けている者が担当する。
ジュリストが利用されるメリットは，まず，より効率的で早い解決が望めること，
訴訟を減らす効果があるために，訴訟となったときに支払われる保険金と比べて少
ない費用で解決できるので，保険料を低減できることである。また，保険契約者に
とって，例えば，消費者問題では，問題となる損害賠償額自体が少額のことが多く，
わざわざ弁護士のところに行くような問題とは思われない事案でも，ジュリストは
対応し，交渉するので，利点がある。なお，ジュリストに関しては，顧客満足度ア
ンケートを採っているが，非常に評判はいい14。
保険会社では，研修・教育を法律相談や交渉業務の担当者のみならず，会計担当
者も受ける必要があり，保険会社の人件費の総額の 1.6％相当額を，電話相談・交
渉の担当者への教育・研修に使わなければならない。実際には，上記 Juridica 社で
は，教育・研修のために，人件費の 4.4％に該当する額を使っている。同社担当者
の人員構成は，80％がジュリストで，残り 20％がそれ以外の者である。
４ Assets Assurance 社(総合保険代理店)
(1) ホールセールブローカーという保険代理店の位置づけと役割
ヨーロッパの保険代理店による商品設計は，現状の規制においては，かなり自由
である。ホールセールブローカーという立場で，日本の顧客に便利な内容にするべ
く，保険会社に対して補償内容を交渉して，保険商品をセットアップして，自社の
名前で保険証券を発行している。規模は違うが，いわばロイズのような役割であり，
補償内容を補償したいという保険会社と組んで，保険商品を作り上げるものである。
Assets Assurance 社の例でいえば，ホワイトカード保険と称される日本でいう共済
をつくって，顧客は全員，同共済の会員になる契約とするが，顧客はそれに気づか
ないことが多い。
(2) フランスにおける権利保護保険とその特徴的な使われ方
フランスにおける権利保護保険は，大きく分けて 2 種類あり，基本となる保険商
品に標準的に付帯されているものと，オプション(選択肢)としてまたは単体で，任
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金融分野諮問会議という公的な組織があり，金融分野の業界の人だけではなく，消費者の代表者も参加し
ている。ここでも，権利保護保険のサービスの質は，非常によいと認められている。

意で付保するものである。
前者(標準付帯)の具体例では，自動車保険，アパート保険，医療保険，会社の事
務所保険，輸送保険等ほぼすべてに，弁護士費用の補償がついている。保険金の上
限は，保険商品によっても違うが，企業の保険では，年間 3 万ユーロ～5 万ユーロ
で，個人の保険では約 1 万ユーロ程度である。
後者(任意保険)の具体例は，弁護士費用補償保険と称する商品で，事故が発生し
なくても，補償に関係するものであればその保険金で弁護士費用が賄われるという
ものである。具体的には，例えば，自動車に関する補償では，自動車事故が起きた
ときはもとより，新車を購入したが調子が悪く，整備不良なのではないかと考えら
れるときに，保険会社の担当弁護士から，その自動車メーカー・販売会社に質問状
を書いてもらう際の費用が賄われ，また，アパート保険オプションの補償では，階
下居住者に対して，深夜まで騒がしい点の改善を求める要求書を弁護士に作成させ
る際に，この保険で弁護士費用が賄われる。保険金の上限額は，上記の標準付帯の
場合よりは高額になる。
(3) 現在利用の多い権利保護保険の分野と一般的な利用率
権利保護保険に関する問い合わせや加入として多い分野は，取締役責任保険で，
同保険は企業向けで，権利保護保険に相当するものが含まれており，企業が保険料
を負担することも可能である。この保険は，ＭＥＤＥＦ(フランスの経営者団体
(Mouvement des entreprises de France)で，日本の経団連に相当するもの)が，一
種共済の形でつくったものである。日本でワールドワイドな取締役責任保険に入っ
ていたとしても，フランスでは役員でも日本では課長レベルの方では，その保険の
補償対象ではないというケースがよくあり，別途その分をカバーする取締役責任保
険に入るケースは多くニーズが高い。
もっとも，フランスでも権利保護保険はあまり知られていないし，一般的に弁護
士自体が個人に利用される場面が少ない。そのため，弁護士費用の補償部分につい
ては，事故率は非常に低いものと思われる。
５
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欧州弁護士会評議会(ＣＣＢＥ)
(1) 概要
欧州レベルでの権利保護保険に係る規制とは，欧州の規制はあるが，ＣＣＢＥ15に
おいて特に規律があるわけではない。そこで，特にベルギーとオーストリアでの同
保険に係る状況と，欧州司法裁判所でＣＣＢＥが関与した同保険に係る係争案件を
概括し，最後に同保険に係る保険金額と対象範囲を述べる。
(2) 権利保護保険に係るベルギーの状況
欧州では，弁護士のサービス提供の自由が一般化したため，権利保護保険につい
ても，その規制につき関心が高まった。1987 年指令で権利保護保険の基礎的な規制
がおかれ(同法 4 条)，本質ではない部分で 2012 年に同指令が見直された内容が施行

ＣＣＢＥとは，欧州弁護士会評議会と訳され，欧 州 連 合 (Ｅ Ｕ ) 及 び 欧 州 経 済 地 域 (Ｅ Ｅ Ａ )に 所 在 す
る 全 て の 全 国 組 織 の 弁 護 士 会 を 正 会 員 と し ，そ の 他 欧 州 諸 国 の 弁 護 士 会 等 に よ っ て 構 成 さ れ る
任意加入団体で，個々の弁護士を直接の構成員とはしていない。

された 16(同法 201 条)。1987 年指令において，欧州加盟国は，権利保護保険の内容
につき，保険会社が同保険商品を作成する際にどのような規制を及ぼすか，また弁
護士選任の自由をどのように規制するか，という点で自由が残され，各国の選択に
委ねられている。
例えば，ベルギーでは，訴訟開始の時点からは弁護士を自由に選任するような規
制となっている 17が，交渉段階ではその点の規制がなく，保険会社の指示する弁護
士に委ねられ，訴訟を開始してよいと保険会社が認める時期が遅れるという問題が
生じている。
ベルギーでの問題点は，上記の①保険会社の介入による訴訟開始時期の遅れや，
なるべく弁護士を利用させずかつ早く解決させようという保険会社の意向が，保険
契約者との利益相反である点の他，②報酬について，ベルギーには弁護士の報酬規
程がなく，フランス語系ベルギー保険協会加盟の権利保護保険事業者は 2 つの弁護
士連合会との間で協定(覚書) 18を締結して，一種行動規範のようなものとして機能
させている点，そして理論上は，③保険会社への情報提供と守秘義務の関係という
問題がある。
(3) 権利保護保険に係るオーストリアの状況
オーストリアは，ドイツと似た法制度を有し，人口の 50％程度が権利保護保険の
加入者だといわれ，これを踏まえたビジネスモデルを構築するような弁護士もおり，
弁護士代理が強制であることからも，権利保護保険を利用する局面は多い。保険会
社から弁護士に対して，報酬額への圧力と裁判を提起するか否かの選択に対する圧
力が非常に高く，保険契約の内容によっては，提訴前に保険会社に相談しなければ
ならない旨の規定もある。
弁護士選任の自由については，どの段階で弁護士選任の自由を確保すべきか，法
律相談を受けた時点とすべきではないかという点の他，保険契約者が自由に弁護士
を選任する場合には，保険会社の免責金額が非常に高く設定されている(例えば，弁
護士費用の 4 割までは自己負担とする。)ため，保険契約者の自由な弁護士選任が阻
害されている。後者の点は，特にヨーロッパ法に違反している状況ともいえるが，
まだ欧州司法裁判所の判断が存在しない。なお，オーストリアでは敗訴者負担を採
用しており，敗訴時には，上記の弁護士費用の 4 割とは相手方の弁護士費用の 4 割
も自己負担となり，非常に負担が大きい。
また，ヨーロッパレベルでの問題でもあるが，保険会社自体が保険契約者の問題
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2012 年施行の改正(ソルベンシーⅡ枠組指令(2009/138/EEC))では，1987 年指令の内容は実質的な変更を加
えておらず，同指令が権利保護保険に特化していたものを，保険分野全部を統合する指令という形にした。
17
ベルギーでは，最高裁判所での裁判を除き，弁護士の代理強制は規定されていないが，実際には，当事者
が自ら裁判を行う際には，弁護士を選任せよと裁判官から通告されるため，現実には弁護士が選任されないケ
ースはない。
18

なお，この協定(フランス語系ベルギー保険協会(Assuralia)加盟の権利保護保険事業者(les assureurs de
protection juridique)，フラマン語系弁護士連合会(O.V.B)及びフランス語系･ドイツ語系弁護士連合会
(O.B.F.G)との間の覚書。詳細は，資料 5-3-2 を参照。)では，報酬に紛争が生じる場合，(義務的ではないが)
弁護士と権利保護保険の保険事業者とで構成される合同委員会(Commision de protection juridique (ＣＭ
Ｐ))で判断され，現時点では，約 4 分の 3 のケースで，弁護士の言い分が認められる傾向にある。また，どの
タイミングで弁護士に関与させるか，という点の紛争も，この委員会で取り扱っている。

解決に乗り出し，また法律事務所を組織しつつあるという点も問題である19。
なお，オーストリアでは，訴額に応じ，5,000 ユーロ以上の訴額の案件は，弁護
士をつけなければならない。また，訴訟を代理することは，原則として，弁護士に
よらなければならず(例外は，労働審判上の手続で組合の代表者が代理により手続を
進めることができる場合のみ。)，この点は，ベルギーも変わりない。
(4) 欧州司法裁判所における権利保護保険に係る 2 件の係争案件
第１に，保険契約者の居住地近くの弁護士以外の弁護士を選任してはならない旨
の保険契約が，弁護士選任の自由を害するかということが論点となった案件である。
具体的には，オーストリア西端の居住者がウィーンの弁護士の選任を希望する際に，
どの時点から保険契約者が弁護士を使う権利があるかという点につき，欧州司法裁
判所は，保険契約者には居住地近くの弁護士を選任する選択肢があるので，弁護士
選任の自由を規定するヨーロッパ法に反しない旨判断して，オーストリア弁護士会
が敗訴した。なお，その契約でウィーンの弁護士を選任する場合に，距離が遠いた
めにかかる費用や加算される報酬額に相当する部分は，保険者はカバーする必要が
ない旨判示されている。
2 件目は，まだ判決前であるが，オランダでは弁護士代理が強制されておらず，
保険会社自身が保険契約者を代理して訴訟を追行することがあるが，その際に，途
中の段階で保険会社が弁護士を選任して代理させるとき，保険契約者が自由に弁護
士を選任できるのか，一種のクラスアクションのケースで，保険会社(イギリスの
D.A.S.保険会社)が弁護士を選任できるという規定がヨーロッパ法に反していない
か，という点が問題となっている。
(5) 権利保護保険に係る保険金額と対象範囲
ベルギーでは，保険金が無制限の保険はなく，付帯の保険では，2,500 ユーロ程
度や，1 万ユーロ～1 万 2,500 ユーロ程度の保険金額が多く，独立の保険であれば，
その上限額は，より高額になる。これには，弁護士費用のみならず，鑑定費用や訴
訟費用一般が対象として含められる。なお，弁護士費用は敗訴者負担なので，勝訴
すれば相手方から一定程度は取り戻せて，その分利用できる保険金額がまた増える
ことになる。保険料の額は，対象分野をどの範囲にするのか，即ち，民事事件だけ
なのか商事事件や家事事件も含めるのか，という点で変わってくる。
法律相談については，ベルギーでは，弁護士が独占していないため，保険会社の
方でも対応しており，他方，オーストリアやドイツでは，弁護士のみが法律相談に
対応できるため，法律相談に際して権利保護保険に基づく弁護士費用の補償を賄う
際には，両国では，保険会社は，自社と契約を締結した弁護士(雇用関係ではなく，
外部の弁護士に委任していて，そのリストを保険会社が有して，比較的安価な報酬
で法律相談に応じることに同意した弁護士)にその法律相談を担当させるというこ
とが多い。そうなると，現実的には，保険契約者の大半は，法律相談に応じていた
弁護士を提訴時にも利用することが多いため，弁護士が保険会社のための弁護士に
なってしまっており，弁護士選任の自由が実質的に保障されているといえるかが問
19

イギリスではＡＢＳという，弁護士以外の者が弁護士法律事務所の資本を持てるという制度があり，権利
保護保険を運用している保険会社が実際にこのような法律事務所を有しているケースもあるという。また，
D.A.S.保険会社が作った法律事務所(D.A.S.ロー)もあると聞いている。

題となる。
弁護士報酬は，オーストリアでは，ドイツと同様に法律で決まっているため，保
険会社は，その額を支払えば足りる。敗訴者負担部分についても，裁判所が，規定
に基づいて弁護士費用と訴訟費用のうち敗訴当事者が支払うべき額を定めるため，
保険会社は，その金額を支払うことになる。ベルギーでは，敗訴者負担は 2007 年か
ら導入され 20，敗訴当事者が支払わなければならない弁護士費用の基準額(最低額と
最高額の幅がある)が法定され，裁判官が裁量でその金額を決定しているが，非常に
低額であるため，勝訴当事者が使った弁護士費用全額を賄うものではない。この低
額に抑えられた立法理由は，司法アクセスを阻害しないためである。
結局，オーストリアでは，敗訴者負担制度は，無益な訴訟を減じ，訴訟数を抑制
することができるのではないか，と考えられており，他方，ベルギーでは，敗訴者
負担を導入することで裁判を避けることになるという懸念から，負担額を非常に低
額に抑えるという解決方法をとったため，権利保護保険があるから訴訟を抑制する
ことにならない，ということにつながるものではないと考えられている。

第３

ベルギーにおける調査結果

１

ブリュッセル弁護士会
ブリュッセル弁護士会(以下，第 3 の 1 では「弁護士会」という。)では，ベルギ
ーにおける権利保護保険の保険料，保険金額及び普及状況と同保険に係る法令等を踏
まえて，同国における問題点等に関する以下の説明を受けた。
(1) 権利保護保険の保険料，保険金額及び普及状況
ベルギーで，権利保護保険の保険料は，多くの場合年間 100 ユーロから 200 ユー
ロぐらいに設定されているが，その場合の保険事故 1 件あたりの保険金額は，約 2
万 5,000 ユーロである(弁護士費用のみならず，鑑定費用やその他の訴訟費用を含
む。)。なお，保険商品によっては，保険金額の上限が 10 万ユーロというものもあ
るし，なかには無制限の保険というものもある21。上記の保険料の額が年間 100 ユ
ーロであるという相場感をベルギーの弁護士のタイムチャージとの関係で考えた場
合，ベルギーで 1 時間 100 ユーロは非常に安い弁護士だと考えられており，その安
い弁護士に 1 時間依頼したに過ぎない額と等しい程度だ。
ベルギーで裁判を受ける際の費用の調達方法としては，①自身でその費用を賄う
方法，②法律扶助制度を利用する方法，③権利保護保険を利用する方法がある。
弁護士会では，権利保護保険の普及状況の具体的な数字は把握していない。ベル
ギーでは，自動車保険の加入が義務付けられており，一般的な自動車保険に付保さ
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ベルギーでは，勝訴当事者の弁護士費用を損害として賠償請求しても，従前，裁判所は，損害として認め
ていなかったが，2001 年の最高裁判所の事実審において，弁護士費用も損害の 1 つとして認定してよい旨の
決定が出されたため，損害額を補償している保険会社は，あらゆる分野の弁護士費用を損害として認定されて
高額になることを恐れた。そのため，保険会社が主導して，2007 年の法律によって，すべての分野での弁護
士費用(の一部)を敗訴者負担とする代わりに，負担額を非常に低額に抑えるという内容になった。そして，別
途弁護士費用を損害賠償として請求することは禁じられ，敗訴者が負担する相手方弁護士費用は，この法令で
認められた額に限定されることになった。
21
もっとも，Assuralia 訪問の際には，保険金額が無制限とする商品は，現在はないという説明を受けた。

れる形で，権利保護保険が普及している。その他の保険商品としては，様々な内容
の権利保護保険も存在しているが，まだ発展途上にある状況であると考えられてい
る。
(2) 権利保護保険に関係する法令等
ベルギーでの権利保護保険(assurance protection juridique 22 )に適用される法
律は，陸上保険契約に関する 1992 年 6 月 25 日の法律(以下「保険法」という。)90
条乃至 93 条及び権利保護保険に関する 1990 年 10 月 12 日の王令である23。保険法
の成立にあわせて，上記王令も改正がなされている。それに加えて，フランス語系
ベ ル ギ ー 保 険 協 会 (Assuralia) 加 盟 の 権 利 保 護 保 険 事 業 者 (les assureurs de
protection juridique)，フラマン語系弁護士連合会(O.V.B)及びフランス語系・ド
イツ語系弁護士連合会(O.B.F.G)との間の覚書(以下「覚書」という。)，Assuralia
加盟の権利保護保険事業者の行動規範がソフトローとして，重要な役割を果たして
いる 24。
(3) 弁護士の関与の時期を巡る問題
① ベルギーでの弁護士の関与開始時期に係る規律
ベルギーでは，訴訟外の法律事務の独占がなく，法律相談も弁護士の独占では
ない。弁護士が唯一独占しているのは，訴訟代理だけである(なお，訴訟代理の例
外で，労働事件は労働者を組合が代理でき，税金に関する訴訟で国は公務員を代
理することができる。)。そして，紛争の初期段階で事件を保険会社が取り扱うこ
とは，保険法 90 条 1 項 25の解釈から認められており，その点は約款にも記載され
ている。
訴訟になれば，どの弁護士を使うかは完全に自由である。
交渉段階での弁護士の法律相談費用を保険会社が負担しないことについては，
法律が認めており，条文の構成上もそのように解されている。即ち，保険法 90
条は，保険会社がサービスを提供することと，弁護士による訴訟内外での費用を
払うことを規定する。この解釈として，交渉段階は弁護士を使わないことを前提
とし，権利を主張するため又は権利を守ることを保険会社が補償する場合とは，
訴訟内外とされ，原則として訴訟手続に伴う場合であり，補償される訴訟外の事
柄とは，緊急的に訴訟を提起しなければならないような場合に限られる。そのた
め，保険会社と弁護士との間でその解釈につき緊張関係にあり，弁護士は，依頼
を受けた案件がその時点で緊急の場合であるため保険会社が負担するよう主張す
る。
22

「訴訟扶助保険」と訳す場合があるが，本稿では「権利保護保険」と訳す。
その他，租税法典(Code des droits et taxes diverses)173 条所定の保険取引に関する年間税控除を認め
る場合の権利保護保険契約における条件を定める 2007 年 1 月 15 日の法令も重要なものと考えられているよう
であるが，訪問調査においては，この点は話題にならなかった。
24
これら法令，覚書及び行動規範については，資料 5-3-2 以下の日本語試訳を参照。
25
保険法 90 条(適用範囲)1 項【資料 5-3-7】
第 91 条乃至第 93 条は，訴訟手続，行政訴訟手続若しくはその他の訴訟手続又は全ての訴訟手続以外で，原
告又は被告(人)として，被保険者にその権利を行使することを認めるために，保険者が役務の提供及びその費
用を負担することを約定した内容の保険契約を適用対象とする。
なお，この場合の「役務」に，権利保護保険事業者が雇用するジュリストによる法律相談が含まれると解釈
されている。
23

保険法は，交渉段階での弁護士を拒否しているということではなく，保険会社
がその費用を出さなくてよいということを規定するに過ぎない。いつの時点から
弁護士費用を保険会社が負担するかについて，保険法 92 条26に規定があり，訴訟
手続が必要になった際には，保険会社が費用を負担して弁護士を関与させる旨規
定されているが，それがどの段階かは，弁護士，保険会社及び依頼者の間の交渉
による。弁護士や保険契約者が，弁護士費用を保険で負担されると考えたが，保
険会社がそうでないと判断したときに，問題が生じるが，その場合の対応につい
ては保険法の上記条文の解釈ということになる。
② 保険会社による解決自体の問題点
保険会社は契約者の利益を守るためにアドバイスをする。持ち込まれる紛争の
約 8 割が保険会社による示談で解決されている。保険会社は，保険料を低くする
ために必要な対策を考えてしまう。保険会社は，費用を安く押さえるために，裁
判所に行けばよりよい解決ができる場合にも，示談を勧める。そのため，裁判所
に行けば，もっと良い解決ができたのではないかという疑いが残る。
③ 法律相談時に係る問題点
依頼者が自身の判断で弁護士に相談して，弁護士費用を権利保護保険で賄わせ
るべく，保険会社にその相談につき申告しても，保険会社は，その時点で弁護士
が関与する段階でないと費用負担を拒むことがある。その場合，依頼者本人が自
費で弁護士費用を賄うこととなり，権利保護保険に入っているのに，弁護士費用
を払うことに抵抗感が生じてしまう。
ベルギー弁護士会の弁護士職務規程には，法律相談がある場合には，その冒頭
に，依頼者以外の第三者で弁護士の報酬を支払う担当者がいるのか否かを，必ず
弁護士が依頼者に確認しなければならない旨規定されている。依頼者が権利保護
保険に入っていることが確認されれば，結局，その案件は保険会社が担当し，弁
護士の手から取り上げられてしまうので，法律相談に来られても同保険に入って
いる依頼者の事件は，その時点では弁護士は受任できないことになる。もちろん，
依頼者が自分で費用を払えば別であるが，権利保護保険を使うとすれば，弁護士
としてはまだ訴訟になる前の段階であれば担当できないことになってしまうとい
う問題が存在する。
なお，弁護士会では，この問題は，弁護士選任の自由に関する問題ではないと
認識している。どの弁護士を使うかは完全に自由であるが，法律相談の弁護士費
用を支払うケースかどうかを判断する裁量が保険会社にあることが問題なのであ
る。

26

保険法 92 条(弁護士選任の自由)【資料 5-3-7】
全ての権利保護保険契約は少なくとも以下の各号につき明文で定めるものとする。
1 号．訴訟手続又は行政訴訟手続を求めなければならないとき，被保険者は，自らの利益を保護し，代理し又
は救済するために，弁護士又は訴訟に適用される法律により必要とされた資格を有する他の全ての者を選
任する自由を有する。
2 号．保険者との利害対立が生じるごとに，被保険者は，自らの利益を保護するために，弁護士又は被保険者
が望むときには，訴訟に適用される法律により必要とされた資格を有する他の全ての者を選任する自由を
有する。

④

交渉段階で相手方に弁護士がついた場合の問題点
相手方に弁護士がついた場合でも，ベルギーでは，保険会社が弁護士費用を負
担する義務を負わないため，保険契約者は自費で弁護士をつけなければならない。
弁護士連合会は，上記(2)記載の覚書の見直しの際に，その点を問題として取
り上げ，相手方に弁護士がつけば，交渉段階であったとしても，保険会社の費用
で弁護士をつけることを認めるべきだという意見を出したが，保険会社側に拒否
されて終わってしまった。弁護士会としては，その改訂をまだ諦めていない。
フランスでは，相手方に弁護士がついた場合には，保険会社の費用負担で弁護
士費用が支払われる旨法律で認められており 27，ベルギーの保険会社は，このフ
ランス法の内容がベルギーの法令にも反映されてしまうのではないか，ベルギー
も同じような立法をされてしまうのではないかという状況を非常に恐れている。
(4) 利益相反に関連した問題
権利保護保険を引き受ける保険会社は 2 種類あり，権利保護保険しか扱っていな
い専門の保険会社がおそらく 2 社か 3 社で，大半は，賠償責任保険等も扱っている
保険会社が権利保護保険もあわせて扱っている。権利保護保険専門の保険会社であ
れば，例えば，火事が起きたような場合に，その火事の責任者に対して非常に多額
の損害賠償請求をすることを全くためらわないであろう。これは独立性があるため
である。他方，様々な種類の保険商品を扱うか，あるいはグループの中で種々の保
険商品を扱う保険会社がある場合には，その権利保護保険を扱っている保険会社は，
火災保険の賠償責任の追及に際し，残念ながらあまり大きな額の賠償請求をしない
という傾向がある。これはやはり同じ会社ないしグループに属している会社への請
求であることの他，多額の損害賠償を認める裁判例が定着してしまうことを恐れる
ためである。このような裁判例は，保険契約者にとっては望ましいが，保険会社に
とってはデメリットが大きいためである。
保険会社の費用負担で弁護士の関与が認められている場合の一例としては，利益
相反が生じる場合が挙げられる。例えば，同じグループの中に権利保護保険を担当
している部局と賠償を担当している部局があるような場合に，前者は高い賠償額を
請求したいが，後者はそれほど高い額を支払いたくないという事態が生じ，その場
合に，保険会社の費用負担での弁護士の関与が認められている。
ただ，問題はどの時点でこの利益相反という問題が生じたかという点の見極め自
体が難しくなっている点である。王令 28自体で，保険会社のあり方として，同じグ
27

フランス保険法典 第 7 節 権利保護保険【資料 5-2-2】
L127-2-3 条(武器対等の原則)
被保険者は，相手方当事者が同じ条件で保護されていることを保険者又は被保険者自身が知っている場合に
は，弁護士により補佐され又は代理されなければならない。
(2007 年 2 月 19 日法第 2007-210 号 1 条により新設)
28

権利保護保険に関する 1990 年 10 月 12 日王令第 4 条【資料 5-3-3】
権利保護保険を事業とする保険事業者は，次の解決策を選択することができる。
a) 保険事業者は異なる管理を行う。この場合，保険事業者は，権利保護保険種目の保険給付請求の管理又は
この請求に関する法律的助言を担当する職員が一切，次号の 1 以上の他の保険種目に類似する業務を同時に行
わないことを確保しなければならない。
1 号 当該職員を雇用する企業
2 号 当該職員を雇用する企業と財務上，商取引上若しくは経営上関連を有する 1 以上の他の企業

ループ内に権利保護保険の会社と責任保険の会社を置くことが認められているので，
法律上認められているものが果たして利益相反といえるのか，またチャイニーズウ
ォールが敷かれているときに果たして利益相反といえるのかという点等が難しい解
釈の問題となっている。
(5) 保険会社の示談の担当者
ベルギーにおいては，いわゆる企業内弁護士が認められていない。弁護士は常に
独立した立場の人間でなくてはならず，保険会社において，企業の従業員という形
での弁護士業はできないことになっている。その規制の根拠は守秘義務にあり，弁
護士は，常に自分の依頼者からも独立していなければならないという原則があるた
めである。そのため，顧客と交渉を担当する保険会社の担当者は，基本的には弁護
士ではないということになる。
ベルギーでは，交渉担当者は法律を学んだ者でなければならないという規定が法
律上あるわけではない。そのため，必ずしも法律を大学で学んできた人ではなく，
保険法の趣旨を理解している人であれば，いわゆるジュリストでなくても，保険会
社の交渉を担当することが認められている。この点で問題がないわけではないが，
保険会社としてもその事件が適切に処理されることが重要であることから，多くの
場合，上手く処理しているものと考えられる。もちろん，担当者のなかには，あま
り能力が高くない人もいるだろうが，それは弁護士でも同じことである。
(6) 保険会社と弁護士との間の弁護士報酬を巡る意見対立
裁判法典 446 条の 329において，弁護士報酬は適正な額でなければならないと規定
されている。弁護士報酬につき，保険会社と弁護士との間で意見が異なる場合には，
①調停，仲裁又は協議を行い，あるいは裁判所に訴え出るという通常の紛争と同様
の手続をとる他，②上記(2)記載の覚書に基づいて構成される合同委員会の意見を仰
b) 保険事業者は，権利保護保険種目の保険給付請求の管理を別個の法人格である事業者(以下「保険給付事
業者」という。)に委託する。それは，本王令第 3 条所定の別個の契約書又は契約書中の別個の章において，
保険給付事業者について記載されることになる。保険給付事業者の職員は，保険給付請求の管理又はこの請求
に関する法律的助言を担当する保険給付事業者の職員は，同じ業務又は 1 以上の他の保険種目に類似する業務
を同時に行うことはできない。
c) 保険事業者は，権利保護保険契約において，被保険者に対して，被保険者が保険証券に基づいてその保険
事業者に対する保険給付請求権を得た時点から，自己の利益の弁護を，被保険者が選んだ弁護士又は訴訟に適
用される法律が認める範囲で，その他の適切な資格を有する者に委託する権利を定める。
前項の規定は，訴訟手続すべてを除き，かつ弁護士を選任する前に，被保険者が雇用し，かつその結果，指
定される職員に救済を求め得ることを妨げられるものではない。
29
裁判法典 446 条の 3【資料 5-3-5】
弁護士は，その職務執行において，弁護士にふさわしい裁量により自己の報酬を算出する。
係争(裁判)の結果にもっぱら拘束される内容の報酬に関して協定することは，全て，弁護士に対して禁じら
れている。
その報酬の取決め内容が，適切な節度の限度を超えた場合には，弁護士会委員会は，事件の重要性及び仕事
の性質を特に考慮しながら，その取決めについて減額を行う。
ただし，その案件が仲裁にかけられていないときには，同委員会は，必要があれば，その全てを返却するよ
う命じられるが，これは，裁判を受ける当事者の権利を侵害するものではない。
当該紛争が，裁判所に持ち込まれた場合，両当事者が，合意の上で，評議部［注；非公開の法廷］で取り扱
われることを求めない限り，当該紛争は，公開で取り扱われる。
加えて，裁判所は，任意の当事者の申立てにより，訴訟の全部又は一部の期間に紛争を評議部で取り扱うよ
う正当な理由のある決定により命じることができる。ただし，未成年者の利益若しくは訴訟当事者の私生活の
保護が求められ，公序良俗の利益がある場合又は特別な状況において，公開によって，裁判の運営における利
益が侵害され得る場合で，裁判所が厳格に必要と判断したときに限る。

ぐという方法がある。
裁判所を利用する場合 30には，この申立てを受けた裁判所は，当該弁護士報酬が
適正なものかという点の意見を弁護士会に求め，弁護士会がその事件に鑑み弁護士
報酬が高過ぎないかという点を判断して，意見を裁判所に戻す。上記裁判法典 446
条の 3 において，弁護士報酬は適正なものでなければならない旨の規定の他，適正
でない場合には，弁護士会が報酬を減額することができる旨定められている。その
ため，同規定に沿った視点で，弁護士会は弁護士報酬が適正であるかどうかという
意見を答申するわけである。また，その手続において，弁護士報酬が著しく高過ぎ
るという意見になる場合には，その意見を裁判所に提出するのみならず，その弁護
士に対して，弁護士報酬が適正なものでなくてはならないという弁護士会の弁護士
職務規程に基づく規則違反に係る懲戒手続をとることも可能である。
一方，合同委員会は，権利保護保険に特有なものである。
上記(2)記載の覚書の中に，弁護士報酬につき，保険会社と弁護士との間で意見が
対立した場合の解決方法に係る規定が置かれており，かかる場合には，合同委員会
に判断を仰ぐと規定されている31。
この合同委員会は，弁護士会から選任される弁護士 2 名と保険会社の代表者 2 名
の計 4 名で構成され 32，合同委員会の委員長は必ず弁護士が務める。弁護士会の選
任では，弁護士会の役員やその経験者ではなく，むしろ保険法の専門家を選ぶ。や
はり権利保護保険のことをよくわかっている，あるいは同保険を使うような場合に
どの程度の弁護士報酬が適正かということをよりよく知っているような専門家を選
ぶようにしている。他方，構成員となる保険会社の代表者とは，問題になっている
当該保険会社以外の保険会社から選ばれる代表者である。
4 人という偶数の構成員が結論につき賛否同数の場合には，合同委員会の委員長
である弁護士の意見が委員会の意見となる旨規定されている。合同委員会の意見は，
意見に過ぎず，強制力を持つものではないが，約 8 割のケースにおいて，この意見
が尊重されている。ほとんどの場合，合同委員会は弁護士の報酬が適正だと認めて
いる。なお，残る 20％のケースで合同委員会の意見が尊重されない場合とは，基本
的には保険会社が納得しないというケースで，その後は通常訴訟ということになる。
合同委員会が担当する問題は，①弁護士報酬の額の問題の他，②どの段階から弁
護士がその事件に関与できるかという問題である。

30

裁判になるケースでは，基本的に，弁護士がその依頼者である保険契約者に対して，弁護士報酬を払えと
訴える形式になる。保険会社はあくまでも第三者としての支払人の立場に過ぎないので，訴えを提起された保
険契約者が，実際の費用を負担するのが自分ではないということで，保険会社が裁判に参加するという形をと
ることになる。保険会社が原告になる場合とは，訴訟で勝った場合に保険契約者が支払いを受けるべき額を弁
護士が預り金として預かり，報酬と相殺した残額を保険契約者に戻すような場合に，保険会社から見て弁護士
が報酬をとり過ぎだという主張をする場合である。
31
前掲・覚書の前文７【資料 5-3-2】において，「権利保護保険合同委員会(ＣＭＰ)の設置及びその運用規則
の取決め」が 3 者間において協定されることとなっている。
32
前掲・覚書第 6 条【資料 5-3-2】によれば，O.B.F.G で作成されるフランス語による表現と，O.V.B で作成
されるオランダ語による表現で表記される，権利保護保険合同委員会がある。この合同委員会は 1 つ又は複数
の部から構成される。各部は，4 名，即ち，2 名の弁護士及び権利保護保険事業者の 2 名の代理人から構成さ
れ，弁護士のうち 1 名が議長として，意見が均衡した場合，裁量権を持つ。当事者である署名者(上記権利保
護保険事業者，O.V.B 及び O.B.F.G)は，権利保護保険合同委員会に適切な代理人を指名する。

弁護士の関与の問題は，おおよそ年間 30 件ほどで，ベルギーは 2 つの言語圏に分
かれているが，それぞれ約 15 件ずつで，言語圏によって大きく異なるということは
ない。ただ，30 件といってもこの問題が年間 30 件しか起きていないということで
はなく，おそらくはもっとたくさんの問題があると考えられるが，残念ながらこの
合同委員会の存在があまりよく知られておらず，弁護士もあまりよく知らないとい
う原因もあって，この数字にとどまっていると考えられる。
なお，上記(2)記載の覚書は 2011 年に改定されているが，その改正点の 1 つとし
て，合同委員会の意見を公表することができるようになった。従前は，合同委員会
の意見は秘密にしなければならず，その後裁判になっても，裁判所に当該意見内容
を提出することが認められていなかった。しかしながら，2011 年以降は訴訟になっ
た場合，合同委員会の意見に係る資料を裁判所に提出することが認められるように
なった 33。弁護士報酬は定額制で決めることは非常に少なく，タイムチャージで行
われる。完全成功報酬制は認められていない。弁護士会が弁護士報酬基準を定める
ことは認められていない。弁護士は自己の報酬を自由に決定することができるが，
弁護士職務規程において，必ず見積りを依頼者に出さなければいけないと規定され
ている。予測可能性を可及的に強化する方向性に動いており，弁護士は，依頼者に
対して，できる限り数値で予測ができるような説明をしなければならない34。
報酬の問題が生じるような場合の大半は，弁護士が適切な説明をしていなかった
ことに原因がある。基本的には，適切な説明を行ったという立証責任は弁護士が負
う。これは説明していれば足り，報酬契約等合意書を締結している必要はないが，
あくまでもきちんと説明をしたということが重要となる。
弁護士報酬の額については，弁護士が何らかの契約を依頼者と締結しているから
といって，それが適正なものだと弁護士会が認めるわけでは必ずしもない。その判
断は，弁護士会の役員会が審査する権限を持っている。もっとも，弁護士会の役員
会において，弁護士報酬が高過ぎると言ったとしても，その弁護士に報酬額を強制
的に変更させるという権限を持っているわけではなく，適正額を伝えるにとどまり，
後は裁判所で解決されることになる。
(7) 権利保護保険に関する評価と守秘義務を巡る問題
権利保護保険は良い制度である。裁判へのアクセスを促進するものであり，弁護
33

前掲・覚書第 15 条【資料 5-3-2】
決定は答申と同じ価値を有しており，訴訟を目的とすることができない。
答申は第三者に非公開である。
もっぱら，答申によって関連する問題の範囲内で弁護士及び権利保護保険事業者に申し立てられた手続に対
して当事者によることなく，裁判を提起され得ない。
答申は，当事者が匿名とされているときには，学術的な目的で，判例集の刊行物の対象とすることができる。
34
弁護士職務規程(Code de déontologie de l'avocat，Ordre des barreaux francophones et germanophone
de Belgique．2012-2013)5.20 条【資料 5-3-6】
§1 弁護士が顧客に提供する情報は，報酬及び費用が計算されかつ請求される方法と期日につき，可能な限
り明確な考えを顧客に思い描かせることを目的とする。弁護士は，報酬の高さに影響し得る要素に顧客の注意
を引かせる。それらの要素は，例えば，訴訟の緊急性，複雑性，財政的かつ道義的重要性，遂行された職務の
性質及びその規模，得られた結果，弁護士の名声，顧客の財政力，請求額の回復の見込み又はそれに加えて，
相手方の論証及び関係資料であり得る。
§2 弁護士は，いかなる場合でも，裁判法典 446 条の 3 の規定及び当該規定が含意する節度の原則に拘束さ
れる。

士会としても，権利保護保険が一般的になってほしいと思っている。ベルギーの同
保険は完璧なものではないが，法律扶助を受けられる層と自分で弁護士費用を払え
る裕福な層があるが，その間にある中間層にとって，権利保護保険は意味がある。
弁護士会として好意的に見ていると述べたが，譲れない点がある。
それは，弁護士の独立と弁護士選任の自由，そして守秘義務に関する点である。
弁護士の独立という点では，保険会社が費用を賄うとしても，保険会社が指示を
出すことはできない。指示を出すことができるのは依頼者だけである。
弁護士選任の自由も非常に重要な点であり，保険会社がどの弁護士を使わなけれ
ばいけないというふうに押しつけることは許されていない。この弁護士選任の自由
というのは手続の初めにどの弁護士を使うかという選択の自由だけではなく，濫用
的な場合を除き，例えば，訴訟の途中で依頼者が弁護士を変えたいという場合にも
適用される。この点，保険会社が嫌がることではあるが，上記(2)記載の覚書におい
ても，新規に委任された弁護士がその事件の記録を新たに冒頭から読み，検討する
ような時間も含めて，その費用につき，保険金額の範囲で，保険会社が負担しなけ
ればならないと規定されている。
守秘義務も譲ることができない。守秘義務は，弁護士が依頼者に対して負うもの
である。弁護士が，一定の情報を保険会社に提供しなければならないとしても，訴
訟の下書きや，判決の写しを交付する義務はない。保険会社に対し提供しない資料
も多くあり，その最たるものとしては，診断書や医療の鑑定書である。
依頼者と保険会社の間の約款の中で，守秘義務を放棄させるものや保険会社に情
報を提供することが定められているようなものは見たことがなく，おそらくそのよ
うな約款はないと考えている。
仮に何らかの形で，保険会社が，全ての訴訟や守秘義務の対象となるような情報
を提供せよという義務を保険契約者に合意させたような場合，もちろん保険契約者
本人が手元にあるものを保険会社に提供するのは自由であるが，弁護士が守秘義務
から解放されるかという点では疑問である。依頼者からの要請があれば一定程度提
供することはあろうが，保険会社が知る必要がないと弁護士が判断した範囲の情報
については，依頼者からの依頼があっても，守秘義務を盾に提供を断ることもある。
重要なのはどういった情報が保険会社にとって必要な情報なのかと考えている。
結局，弁護士費用を算定するために必要な情報というのは限られていると思われ，
何でもかんでも提供すればいいというものではないと考えられる。
必要であれば，準備書面や判決の写しを保険会社に提供することはある。
しかし，守秘義務によってカバーされているような準備書面等を提供することは，
やはり非常にためらいを覚えることがある。そのような場合には，その点を弁護士
会の会長に相談し，会長がその記録を検討した上で，会長から当該保険会社に連絡
を入れ，記録検討に基づき，会長自身の判断として，タイムチャージの執務時間が
適切と判断する旨保険会社に説明をするという方法をとることが考えられる。
２

フランス語系ベルギー保険協会(Assuralia)，訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡＤ)
フランス語系ベルギー保険協会(Assuralia)及び訴訟費用保険国際協会(ＲＩＡ
Ｄ)では，ベルギーにおける権利保護保険の状況に関して，主に①同保険の概要と現

状，②保険会社側からみた同保険の位置づけ及び③保険会社と弁護士との関係(弁護士
選任の自由と弁護士報酬に係る紛争)を中心に説明を受けた。
なお，フランス語系ベルギー保険協会は，権利保護保険の広報に努めており，例え
ば，消費者団体 35と共同で，同保険に関するパンフレットを作成・配布し，弁護士会
との共催の大会等が開催された場合にも当該パンフレットを配布した。また，訴訟費
用保険国際協会は，全世界の訴訟費用に係る保険を引き受けている保険会社が会員で，
会員間の情報共有，ロビー活動や立法提言等，また訴訟費用に係る保険制度の普及の
ための情報提供やデータ収集を行っているが，現時点でアジアの保険会社の会員はい
ない。
(1) ベルギーにおける権利保護保険の概要と現状
ベルギーでも歴史的に権利保護保険は自動車の保険という形で発展し，1960 年代
～1970 年代から徐々により広い範囲を対象とする保険商品が売り出され，家族生活
を守るような内容や，職業上の問題をカバーするその他の分野の商品が出された。
現状では，ベルギーの権利保護保険は，その 3 分の 2 が自動車に関するもので，残
り 3 分の 1 がその他の分野のものだ。
権利保護保険の対象範囲は，非常に広い法律分野をカバーするものになっており，
①契約の問題，②個人が消費者として関与することによって生じる法律問題，③労
働法の問題(保険契約者が自分の雇用主との間に問題が生じたような場合をカバー
するもの)，④住宅に関する問題(保険契約者が所有者あるいは賃借人という形で関
与する様々な形態)がある。その他には，行政法に関する紛争，相続に関する紛争，
租税法に関する紛争等，広く対象とするものがある。
なお，権利保護保険の対象外とされる分野は，①刑事事件(故意犯は保険の対象か
ら必ず除外されており，権利保護保険の対象となるのは，過失によって，自分が望
んだわけではなく事件が生じたような場合に限定されている。)，②離婚事案(例外
的に，一部の保険契約では，離婚訴訟の前の調停手続の段階をカバーするものがあ
るが，基本的には離婚の分野は除外される。)，③建築紛争(ベルギーでは建築時に
ほぼトラブルが生じていることや，紛争時に時間と費用がかかり過ぎるためと思わ
れる。)である。
権利保護保険の補償額の上限は，1980 年ぐらいには無制限の保険商品はあったが，
現在は上限があり，例えば，自動車関連では，大体 2 万ユーロ～15 万ユーロ程度で，
基本的に訴訟費用はこれで賄うことができる。また，その他の分野の補償額の上限
も 10 万ユーロや，12 万 5,000 ユーロ等が多い。なお，労働紛争を対象とする保険
は，通常の民事訴訟を対象とする保険と比べて，補償額が低く抑えられている。
他方，少額紛争に関する免責，即ち，紛争の利益があまりに低額過ぎるような場
合(例えば，500 ユーロ未満)には，訴訟の費用を保険会社が負担しないという定め
が約款において置かれている。かかる免責規定は訴訟の場合のことで，交渉過程で
500 ユーロ以下の案件で保険会社のジュリストを利用することはできる。
ベルギーでは，権利保護保険の対象となる保険料を明記することが義務付けられ
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ベルギー保険オンブズマン(Ombudsman des assurances)が，消費者(顧客)と保険事業者間の紛争や，消費
者(顧客)と保険ブローカーとの間の紛争を解決する機関となっていることから，権利保護保険の商品内容等を
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ており，1987 年指令の中でもそれが求められている。同指令では，権利保護保険が
付帯されている保険であっても，保険契約の中で独立した章を設けて権利保護保険
について触れておかなければならず，そこで同保険の保険料の額を明示しなければ
ならない。保険契約者から支払われる保険料の年額は，自動車保険に関するもので
は 50 ユーロ～80 ユーロぐらいで，交通事故に必要な費用のみ補償される，主保険
に権利保護保険を付帯する場合の保険料で 50 ユーロ程度で，自動車全般に係る費用
が保障される権利保護保険独立の商品では 80 ユーロ程度である。その場合，支払わ
れる保険金額もカバーされる対象も異なってくる。また，その他の分野として，家
族生活を守る保険では付帯保険で 15 ユーロ～20 ユーロ程度，独立した保険商品で
40 ユーロ～50 ユーロ程度である。一番高額な費用全般が補償される保険では，年間
300 ユーロぐらいの保険料の商品もある。
(2) 保険会社側からみた権利保護保険の位置づけ
ベルギーでは，権利保護保険の引受保険会社は，通常の保険会社の他，同保険の
みを専門とする保険会社が 5 社か 6 社あり，その市場占有率は約 40％である。
同保険の普及率は，自動車事故では，ほぼ 100％だが，その他の分野は約 80％程
度である。そして，基本的にあらゆる法律問題をカバーする保護保険には，全国民
の１割ぐらいが加入している。
ベルギーでは，保険会社自身がサービスを提供することが認められている。ベル
ギーにおいて弁護士が独占権を持っているのは訴訟代理の分野であり，それ以外の
分野(訴訟外での問題解決，調停，示談及び和解交渉等)は，弁護士の独占は存在せ
ず，弁護士ではないジュリストが担当することができる。
権利保護保険の保険事故の約 80％が和解，示談で終結している36。この交渉等を
担当するのが，保険会社が雇用しているジュリストであり，その問題が解決できな
い場合や，顧客が納得しない場合に弁護士が関与する。その弁護士選任は，自由が
保障されている。
ジュリストのおよそ半数程度が法学の修士号を持っており，残りの半数はパラリ
ーガルという位置づけある。パラリーガルは必ずしも法律を勉強しておらず，保険
法や保険を学んでいる者やその学士を持っている者もいる。弁護士費用やジュリス
トに係る費用を抑えることが保険料を安くし，それが司法アクセスを容易にするも
のだと考えられ，より多くの人々に加入してもらうためには，手ごろな価格での保
険料を設定する必要があると考えている。
なお，ベルギーでは，弁護士報酬の基準を設けることが許されておらず，権利保
護保険の分野において，保険会社にとって，弁護士費用がどの程度かかるか予測で
きず，保険契約者がどの弁護士を選ぶかによっても大きく変わることから，それが
重大な問題である。
保険料に占める弁護士費用の割合は，弁護士のみの分については不明だが，ベル
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ギーの 2011 年の統計では，同保険の保険料は総額約 4 億ユーロで，このうち外部に
支払う費用(弁護士報酬のみならず，訴訟費用，鑑定費用等を含む。)は 6 割の約 2
億 4,000 万ユーロだった。即ち，保険事故の約 8 割がジュリストにより解決してお
り，残りの 2 割の事件のために約 60％の外部費用がかかっているということになる。
合算経費率(Combined Ratio)に関しては，自動車の分野では 91％～92％でかろうじ
て黒字になっているが，自動車以外では赤字である。
なお，ベルギーには法律扶助の制度があり，国が法律扶助として支払った額の 2
倍～3 倍の金額は，権利保護保険により保険会社から弁護士に支払われているとい
える。
(3) 保険会社と弁護士との関係－弁護士選任の自由と弁護士報酬に係る紛争
ベルギーでは，弁護士選任の自由が絶対的で，上記 1(2)記載の覚書にも明確に，
保険会社が保険契約者の弁護士選任について影響を与えてはならないと規定されて
いる。弁護士選任の自由は，保険約款にも記載されているのみならず，保険会社が
事件を取り扱うときにも，保険契約者に対して，弁護士の選任が自由であることを
再度明示的に説明しなければならない。保険契約者が自分で弁護士を選ばないのは，
その保険契約者が弁護士を知らない場合に限られる。
なお，保険会社が懇意にしている弁護士は当然おり，どの弁護士がどの分野に強
いかということはわかっているので，その弁護士を紹介するということはある。そ
のような保険会社の紹介では，保険会社が支払う費用を安く抑えるために，安い報
酬の弁護士を紹介するという批判もあるが，優秀ではない弁護士が敗訴すれば，結
局，保険会社の信用や評判を落とすため，優秀でない弁護士を紹介することはでき
ない。また，保険会社のサービス(弁護士の紹介も含む。)の質が悪いということに
なれば，保険商品によっては，4 週間の告知期間でその保険契約を解約できるとい
うものもあり，顧客を失うリスクを負うことにもなる。
他方，事件の依頼を受けた弁護士にとっても，自分のクライアントである保険契
約者の利益に反することは弁護士倫理上も許されず，弁護士も利益相反の点は慎重
だと思われる。いずれにしても，弁護士費用を抑えるという問題もあろうが，保険
会社にとっても弁護士の質というのは非常に重要な問題である。
弁護士報酬に関する保険会社と弁護士との紛争に関連して，ベルギーでは，上記
1(2)記載の覚書が締結されている 37。同覚書において当事者の権利・義務に関して
規定が設けられている。具体的には，弁護士は受任するときにクライアントがどの
程度の額の保険に入っているかを確認すること，保険会社はどの段階から事件を弁
護士に依頼するかということ，あるいはその弁護士に前払い費用を払うべきか，と
いうこと等が定められている。
この覚書では，弁護士報酬に関する問題を扱うための合同委員会の設置が定めら
れており，合同委員会は弁護士 2 名と保険会社側から 2 名の同数で構成され，弁護
士報酬の問題のみならず，どの段階から弁護士が事件に関与するべきかという問題
も取り扱う。
合同委員会に対する申立てを保険会社が行う場合には，主に弁護士報酬の問題で
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あり，他方，弁護士が申立てを行う場合は，弁護士の関与の時点の問題が多い。
合同委員会への申立ては義務的なものではなくて，任意である。しかし，保険会
社は，倫理的観点からも，当該手続を利用している。ただ，この制度があるがため
に，裁判所に訴え出ることが妨げられるわけではなく，弁護士報酬の額の問題は，
弁護士会の執行部が取り扱うことができるということに変わりはない。
ただ，合同委員会が出した意見は，多くの場合，全員一致で出され，その判断は
ほぼ受け入れられており，また非常に公平であると考えられている。弁護士と保険
会社それぞれの言い分は，概ね半々で認められているようだ。

第４

ドイツにおける調査結果

１

ケルン弁護士会
ケルン弁護士会会長(調査当時)の Dr. Hubert van Bühren(ファン・ビューレン弁護
士)は，上記の前回 2010 年の調査38の際，識者として議論に加わっていただいており，
今回の調査にあたり，その際に提示された権利保護保険と弁護士に関する問題の近時
の展開や，近年新たに生じている問題を中心に説明していただいた。
なお，ドイツにおける弁護士及び権利保護保険の規模は，弁護士数は約 16 万 2,000
人で，35 社の権利保護保険会社がある。権利保護保険から弁護士に支払われている報
酬の総額は約 18 億ユーロで，裁判費用は約 7 億 5,000 万ユーロである。
ドイツの権利保護保険の契約件数は，年間約 350 万件である。保険事故件数が最も
多いのは交通事故関係であるが，支払金額が最も大きい分野は労働法関係で，支払総
額の約 30％(約 6 億ユーロ)を占めている。
(1) 権利保護保険と弁護士との間の問題について
① 2010 年の訪問時に話題となった弁護士・権利保護保険会社間の弁護士報酬に関
する取決めの問題について
ドイツでは，法律で弁護士選択の自由が保障されているが，これはしばしば権
利保護保険によって無視されている。権利保護保険は，顧客を通常時よりも安い
弁護士になるべく導く傾向がある。そのやり方としては，通常，免責金額が 150
ユーロ～300 ユーロであるところ，保険会社の推薦する弁護士であれば，免責金
額をゼロにするというものがある。このようなやり方で顧客を特定の弁護士に導
こうとしている権利保護保険会社に対し，訴えが提起され，目下，連邦通常裁判
所において係争中である 39。また，保険会社が提供している電話相談では，弁護
士事務所に行く必要はないといった回答をすることが多く，非常に問題になって
いる。3 年前に比べて，現在は，弁護士と権利保護保険会社との関係が非常に緊
張しているといえる。
弁護士報酬についていえば，残念ながら，若い弁護士を中心に，ダンピング価
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格で引き受ける人が多くなっている。ドイツの特徴として，報酬金額が法律で定
められており，価格表の形で示されており，それを下回るということはできない
ことになっている。ただし，それは，あくまで裁判での訴訟手続についてであっ
て，裁判外については自由である。理論的には１ユーロでやっても構わない。
② その他の権利保護保険と弁護士を巡る問題について
ア 法律事務の独占
ドイツの特徴として，リーガルサービス法により，法律事務は弁護士が独占
する旨規定されている。この点はフランスやベルギーと異なっている。ヨーロ
ッパの権利保護保険会社の大半は，裁判外の争いは全部自社で解決しているが，
ドイツでは認められず，裁判外であっても弁護士しか法律相談を受けてはなら
ない旨規定されている。
イ 弁護士による保険会社に対する情報の秘匿等
勝訴した場合には，通常，弁護士費用は敗訴者負担となるところ，その情報
を保険会社に一切出さずに，すでに保険会社から弁護士報酬相当額を得ている
にもかかわらず，敗訴者負担分をも回収しようとする弁護士がいることが問題
となり，懲戒の対象ともなる，ゆゆしき事態である。
ウ 権利保護保険会社との書面のやりとり
弁護士は，権利保護保険会社と書面のやりとりや，コレスポンデンスに時間
を費やしており，場合によっては訴訟相手との交渉より時間がかかる場合もあ
るが，保険会社との間で費やした時間については，一切報酬をもらえないとい
う問題もある。この問題の唯一の例外事例として，アドボカード(Advocard)と
いう保険会社は，かかる書面のやりとり等を不要として，信頼関係でやるとい
うスタンスである。
(2) 権利保護保険における勝訴の見込みを巡る紛争処理について
勝訴の見込みについて，保険会社と依頼者の間で争いがある場合の紛争解決方法
には，決定投票(Stichentscheid)又は仲裁鑑定(Schiedsgutachten)という 2 つの方
法がある。
決定投票とは，弁護士がその訴訟の勝率が十分であると判断した場合は，それを
確定的に見積り，弁護士自身が決定する方法である。
これに対し，仲裁鑑定とは，弁護士会が弁護士の決定が適正かどうかを判断して，
拘束力のある決断をするというもので，どちらかというとフランス法系の考え方で
ある。ドイツではこの仲裁鑑定は，基本的に，当事者である弁護士自身が決定すべ
きではなく，他の弁護士が決定すべきという考えに基づき，1994 年に導入されたも
のである。仲裁鑑定は，大した役目をほとんど果たしておらず，ケルン弁護士会(1
万 2,600 人の弁護士が所属)では，仲裁鑑定になるものは年間で 20 件程度である。
これに対して，前者の決定投票の方は，うまく機能している。
(3) 権利保護保険に関する裁判例の動向について
最近の連邦通常裁判所の判例によれば，従前は相手側が支払うべきとされてきた
裁判外の紛争に関する費用について，今回の判決では，まずは権利保護保険が負担

しなければならないと判示しており，注目されている40。
また，権利保護保険の保険事故に関する紛争としては，保険事故が保険契約期間
中に発生したかという点が多く問題になっている。この保険事故の発生時点とは，
交通事故であれば事故が発生した時点，契約の場合は契約の侵害があった時点であ
り，権利保護保険では，どの時点が発生したといえるかが問題になっている。人に
よっては何らかの事件が起こりそうだという予感があり，権利保護保険契約を締結
する。例えば，労働者が慢性的に遅刻をする人で，会社から警告を受けていたので，
今のうちに同保険に入っておこうと思い，権利保護保険契約を締結し，6 か月後に
想像どおり解雇されたという場合，ある程度目的意図を持った保険契約の締結にな
るわけであり，保険会社としては，このような場合の保険金の支払いを避けたいと
いうことになる。
なお，離婚等の家族法に関係する事件については，相談料しか支払われず，その
他の費用は，保険では負担されない。その理由は，結婚しているカップルの 3 組に
1 組は離婚していて，事故率が非常に高くなるからである。
(4) その他の課題について
① 権利保護保険の社会的役割
権利保護保険は社会的な役割も担っている。なぜなら，比較的お金のない人で
も大銀行のような莫大な資金をもつ主体を相手に訴訟を起こすことを可能にして
いるからである。ドイツでは，原告は 3 種の裁判費用を事前に前払いで納めなけ
ればならない。権利保護保険は，十分なお金がなくて訴訟ができないが，国の援
助を受けられるほど貧しくもないという中間層をターゲットにしており，その人
たちの権利を守るというのが，権利保護保険の目標である。
権利保護保険は，弁護士にとっても，もちろん重要である。それは同保険から
支払われる約 18 億ユーロという金額を見ただけでも明らかであるし，訴訟という
のは，通常は弁護士が自発的にやるわけにはいかないので，その意味でも保険は
重要である。
他方，保険会社にとっても，弁護士は当然必要である。保険会社自身はドイツ
では法律事務ができないので，その観点では，ウィン・ウィン関係であるといえ
る。
現在，弁護士と権利保護保険との紛争について，専門の処理機関を作ろうとし
ている。前記のアドボカード社においては，すでにそのような機関が設置されて
いる。
② メディエーション(裁判外紛争解決手法)
新しい問題として，メディエーションの前置が義務付けられている場合がある。
即ち，保険の約款によっては，保険契約者が訴えを起こす際に，事前にメディエ
ーションを行うことが条件とされている場合がある。
これは，弁護士選択の自由にもかかわる問題である。原則として，弁護士は自
由に選任されなければならないが，実際には，権利保護保険の保険会社は，でき
るだけ特定の弁護士に誘導しようとしている。このことはメディエーションにつ
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いてもあてはまる。メディエーションをどの弁護士がやるかというのも本来は自
由であるはずなのが，特定のところに誘導しようとしている。
③ 権利保護保険に対する裁判所の偏見
権利保護保険に係る案件では，訴訟に移行しやすく，然るべき和解に応じない
傾向があると裁判所側に偏見をもたれていることも問題である。かかる案件では，
裁判官が，費用の比較をして当事者に和解するよう説得しても，権利保護保険の
加入者はこれに応じないことが多く，和解することが基本的にはできないと裁判
所が思い込んでいるからだと思われる。その点で，権利保護保険の拡大に際して
は，裁判官からの偏見に基づく根拠の無い抵抗があることが予想され得ることに
留意を要する。なお，過去 20 年間に弁護士の数は倍になり，権利保護保険の保険
料も倍額になり，同保険加入数も著しく増加したが，裁判所に持ち込まれる申立
ての件数というのはあまり増えておらず，権利保護保険の規模増加と裁判所への
申立件数には関連性は認められていない。もっとも，速度違反等の科料の事件で
は，権利保護保険に関連して訴訟の件数が増えるという傾向が，若干見られない
こともない。
④ 保険約款の透明性の改善
約款の透明性という原則がドイツの法律には規定されている。即ち，どのよう
な保険契約の条件も，一般の人，法律家ではない人でも理解できるものになって
いなければいけないという原則であるが，そうでない約款が多い。連邦通常裁判
所まで争われた例も多くあり，無効であるという判決も出されている。
ケルン弁護士会も，保険会社としばしば交渉して，もう少し改善するようにと
いう議論を繰り返してきた。約款の改定は，2 年に 1 回ぐらい行われるが，改善
どころかさらにわかりにくくなったりする場合もある。例えば，冒頭では様々な
支払約束が書いてあるが，その後に，建築法関係や離婚等の危険除外
(Risikoausschluss)がたくさん規定されている。ケルン弁護士会としては，逆の
書き方，即ちポジティブなリスク(支払われるリスクを列挙した)項目にして，具
体的には何が補償されるのか，むしろそのほうを書いてもらいたいと考えている。
⑤ 弁護士報酬を巡る紛争処理
弁護士報酬を巡る依頼者と弁護士との争いについては，各弁護士会及び連邦弁
護士連合会にあるオンブズマンが調整を図る。この手続は，義務的ではなく，無
料で利用できるというものである。また，裁判外の弁護士報酬について，弁護士
会が裁判所に鑑定を提出することもある。もっとも，その判断は，保険会社を拘
束するものではなく，弁護士が保険契約上の金額を超えて報酬を求める場合は，
依頼者に対して請求する他ない。
２

Munich Re 再保険会社
Munich Re 再保険会社からは，「ドイツにおける権利保護保険41－商品開発の主要な
観点」と題して，以下のとおり，2012 年のドイツにおける権利保護保険市場の概観や
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同社では，「法律費用保険」として説明を受けたが，他の箇所との統一感の観点から，本項でも「権利保護
保険」と記載することとする。

主要要素等の点の説明を受けた。
(1) 2012 年のドイツの権利保護保険市場の概観
同年の同保険の保険料総額は 33 億 5,987 万 8,335 ユーロ42，契約件数が 2,110 万
7,830 件で，単独保険か特約条項によるかは，半々であろう。約 42％の世帯が同保
険に加入しているが，ドイツでこの権利保護保険が盛んになった理由は，個人的な
見解ではあるが，ドイツ人は訴訟を利用しがちであること，弁護士に相談するとこ
の保険に加入しているかが確認されること，また保険会社が積極的に販売しようと
していること等が挙げられると思う。
同保険の事故件数は 383 万 3,000 件で，平均請求額が 610 ユーロであった。損害
率(Loss Ratio)は 69％，費用が 33％かかり，合算経費率(Combined Ratio)が 98％
で，ドイツにおいて，権利保護保険は利益の上がるビジネスであると評価されてい
る。即ち，後述の 2004 年の弁護士報酬に関する法改正で収益が悪化したものの，合
算経費率(Combined Ratio)が 98％というのは良い数字であるものと評価されている
わけである。
ト ッ プ 3 以 内 の 保 険 会 社 の 同 保 険 の 保 険 料 収 入 (単 位 ： ユ ー ロ ) は ， D.A.S.
RS(421,114,000)，Allianz(413,445,000)，ARAG SE(286,521,000)である。
(2) 権利保護保険の主要点
① 事故発生率(Frequency)
同保険の事故発生率は，次表のとおり，比較的高く，その理由は，①調停をカ
バーすること及び②訴訟を嗜好する者の割合が高いことによって生じていると考
えられる。
権利保護保険
契約件数
請求件数
事故発生率

責任保険

21,107,830 44,226,000

自動車保険

個人事故保険

57,118,146

27,293,000

3,833,000

290,100

9,123,981

847,000

18.2％

0.7％

16.0％

3.1％

そのため，同保険では，自己負担(通常 150 ユーロ)と免責が非常に重要となる。
即ち，自己負担を漸増させることが有用であり，ドイツにおいて一般的なもの
では，例えば，1 回目の請求では自己負担が 150 ユーロ，2 回目の請求では 300
ユーロ，3 回目の請求では 500 ユーロというように増額する。
② 法的な枠組みの変更によるリスクの変化
ドイツの 2004 年の弁護士報酬に関する新規立法により，同報酬の請求金額が
約 28.6％増加し，個々の請求の種類によっては，10％～75％増加している。そこ
で，権利保護保険を扱う保険会社において，個別の変更によって保険料率表
(tariff)を増額し，また商品変更の必要性(例えば，2005 年に全ての保険会社は
調停(mediation)を導入した。)が生じている。なお，刑事弁護等の分野では異な
るかも知れないが，原則的に弁護士報酬は法定されているので，法定額どおりの
請求と支払がなされている。
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パッケージの権利保護保険については，保険料が 300 ユーロ～500 ユーロになる。

③

重要な免責事由
免責事由は，保険料をできる限り低額にするため，高額な計算困難なリスクを
排除するためで，次の根拠に基づき，以下の重要な免責事由がある43。
○ 建築用の不動産の取得又は譲渡：係争価額に応じ弁護士費用の額が高くなる
ため。
○ 建物の設計又は建築：トラブルの頻度が高いため。
○ 特許権，著作権，マーク，登録デザイン，実用新案権，その他の知的財産権
に原因・関係のある紛争：知的財産権の内容が多様であるため。
なお，離婚については，法律相談についてのみカバーされる。なぜなら，養育
費や不動産の分与の問題は高額でかつ計算が困難であり，離婚訴訟が起きてから
解決するまでの弁護士費用が高額になる傾向があるためである。

３

D.A.S.保険会社
D.A.S.保険会社(以下「D.A.S.社」という。)では，ドイツにおける権利保護保険の
概要の他，同社での保険商品の引受けやサービス提供の実態，そして請求時の法的環
境等につき，説明を受けた。
(1) ドイツにおける同社に係る権利保護保険の概要
① 世界におけるドイツの権利保護保険の市場規模
権利保護保険市場は 79 億ユーロで，その 90％がヨーロッパで販売されており，
約 42％がドイツ，フランスは約 12％，オランダが約 10％，その他イギリス等で
販売されている。
② ドイツにおける権利保護保険市場の状況
ドイツの企業別の同保険のシェアは，D.A.S.社が 1 位で 13.6％，ARAG 社が 2
位で 9.2％である。3 位の Allianz 社と比較して，D.A.S.社や ARAG 社は規模が小
さいが，権利保護保険の分野でのマーケットリーダーである理由は，権利保護保
険が非常に複雑な専門的な保険であるのに，大手の保険会社がその対応をおろそ
かにしていたためである。ドイツで権利保護保険市場が育ってきたのは，D.A.S.
社と ARAG 社が貢献をしてきたと自負している。
ドイツでの権利保護保険の世帯加入割合は，約 40％である。同保険を扱う保険
会社数は，2005 年までは増加傾向にあったが，それ以降横ばいになっている。市
場が飽和状態となり，2005 年以降は，合併等が行われた。
同保険の保険料収入は伸びているが，契約件数は横ばいである。同保険の合算
経費率(Combined Ratio)は，2004 年に 100 を超えたが，一旦下がり，さらに 2008
年から上がっており，今年は 100 を超える。権利保護保険の合算経費率(Combined
Ratio)に影響を与える要因は 2 つあり，経済危機によって労働者の権利救済を求
める訴訟が増えていることと，弁護士報酬である。前者では，2008 年～2009 年に
ヨーロッパが経済危機に突入している。弁護士報酬については，その構造は後述
する。2004 年に改訂されたため，合算経費率(Combined Ratio)が 100 を超え，今
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なお，その他にも，集団的労働又はサービス法に基づく紛争や，商業的パートナーシップ又は会社の法的
代表者の任用契約に基づく紛争も免責事由とされ，また保険による填補は保険の効力発生日から 3 か月経たな
いと発生しないという待機期間も設けられている。

年も弁護士報酬も上がるため，依然として合算経費率(Combined Ratio)は 100 を
超えるであろう。
③ 権利保護保険の顧客と販売チャネル
D.A.S.社は，17 か国でビジネス展開しており，いずれの国でも個人の保険契約
者は男性が女性を上回っている。ドイツの顧客の平均年齢は 52 歳であるが，これ
は例外的であり，その理由はドイツでの販売の歴史が長いため，顧客の年齢層が
高いからである。例えば，韓国では，男性の顧客が 64％で，年齢構成的には 34
歳～40 歳が多い。外国人も被保険者となり得るが，居住地の 1 つはドイツになけ
ればならない。
顧客の平均純月収は約 2,000 ユーロ(約 26 万円)で，アッパー・ミドル層であ
り，その職業は特に偏りはみられない。
個人の他，企業やグループ(団体保険)が保険契約者となる保険商品もある。権
利保護保険の保険料に基づく顧客割合は，個人 30％・法人 70％で，その全体で 5％
～10％が団体保険である。団体保険は，団体を保険契約者として，その構成員全
体を被保険者とするもので，各個人の保険料が安くなり，同種の人を 1 つのグル
ープとまとめることにメリットがある。
また，企業を保険契約者とする場合，リスクを限定するため，その法人の調査
をし，一定の職種の企業(例えば，建築業)を除外しているが，大部分の職種は問
題がない。D.A.S.社の同保険契約者となる企業は，中小企業が中心で，多くの場
合，企業リスクを担保するためである。
販売チャネルについては，市場で有効な販売ルートはすべて利用している。西
欧はブローカーや保険代理店を通じた市場で，東欧では専売権をもった保険代理
店を通すのが一般的である。ドイツについては，約 58％が専属の保険代理店を通
じて販売されている。銀行窓口や直接販売も可能だが，まだ規模は小さく，将来
的には，伸びるとみている。新規契約を獲得した場合，保険料の 65％が手数料と
して支払われる。保険が維持された場合，保険料の 5％～6％が保険代理店に払わ
れる。
(2) 権利保護保険商品の引受やサービス
① 商品開発
商品開発は，商品の着想，素案の作出，詳細案の作出，商品としての実現，商
品の運用という 5 段階からなる。最初の着想段階では，ラウンドテーブルで，色々
なセクションから意見を出すが，最も意見が出されるのが，顧客に一番近く，顧
客の要望を知るセールス部門である。商品の検討では，リスクベースの考え方が
重要であり，どれだけの給付ができるかということと，損害の大きさや損害発生
率を検討する。即ち，セールスからの要望を，リスクの観点から満たせないこと
もあるし，また予想される損害の規模が大きいとか，損害発生率が高すぎるとい
うことで実現できないこともある。
② 権利保護保険のサービス内容
権利保護保険については，できる限り顧客の要望に応えるべく，要望の一部だ
けをカバーするのではなく，パッケージ化することでニーズ全体に対応すること
を考えている。そのため，単に保険契約者に対し発生した費用を補償するだけで

なく，法律の紛争が起きた時点から解決するまでのサポートを目指す。
権利保護保険は，弁護士報酬，訴訟費用及び鑑定人費用と，保険契約者の訴訟
に係る経費や保証金等の費用の補償と理解されているが，紛争がすぐに裁判にな
る訳ではなく，多くの場合，法的立場がどのようなものかを知りたい，相談した
いというニーズがある。そのため，情報を提供することもカバーする。単なる費
用の補償だけでなく，法律相談の場や，法的文書をウェブサイトで提供し，紛争
のどの段階でも，顧客に付き添って，その段階でのサービスを提供する。初期段
階での権利保護保険のサービスとしては，顧客へのウェブでの情報提供や，弁護
士紹介もあり，訴訟以前のサービスすべてを意味する。
③ 権利保護保険の商品構成と保険対象の限界
権利保護保険は，単独保険として構成され，その契約者は，企業，個人，グル
ープである。D.A.S.社では，ドイツでは，他の保険(賠償責任保険や家財保険)に
付帯する権利保護保険の特約の商品は販売していない(イギリスでは販売されて
いる。)。
同社では，保険の対象事件として，保険対象となる生活場面を明確にし，細か
く権利保護保険の対象となるか，その他の給付をするかを検討し，かなりの生活
の部分をカバーしている。カバーされていないものは，保険会社にとってリスク
が高く，保険にならないものである。例えば，離婚は，権利保護保険者にとって
は極めてリスクが高く，また離婚訴訟の費用は，多額になりやすいため，非常に
限定した形で，幾つかの商品で考慮されている程度である。補填費用を 500 ユー
ロに限定し，また訴訟費用の一部を補填する等である。
また，権利保護保険は損害保険であるので，予期せぬことを対象とする。この
点，離婚の紛争は事前に予測できるので，わかった段階で保険に加入するとなる
と，保険事故にはならない。あくまで，損害保険の立場として予期せぬ事態への
保険ということを貫く必要がある，何らかの形で計画できる事柄を保険対象とす
ることは避けたい。そのため，法的には離婚も権利保護保険の対象とできるが，
リスクが大きいために大変な保険料となるので，現実的でないということである。
さらに，保険に加入してから一定の待機期間を置くことも，保険の条件となっ
ている。しかし，離婚は決まっていないとしても，なんとなく離婚になりそうだ
というのはわかるので，待機期間を 2 年としたら，2 年間我慢して訴訟にすると
いうことがあり得る。
なお，保険の対象について，ドイツでは，1994 年までは事前に申請をして許可
を得なければならず，現在でも制約が全くないわけではなく，保険契約法に制約
条件があり，一般法でも制約がある。例えば，重犯罪について保険を付すことは
できない。
権利保護保険の補償対象外とされているものとして，離婚や相続に関連する請
求はドイツに限らず，どこの国でも補償の対象外である。また，新たに建築され
た建造物や，交通事故では，無免許運転，アルコール運転や薬物を使用した運転，
そして，故意に犯罪を犯した場合も対象外である。
④ 権利保護保険契約の条項
同保険の保険事故１件あたりの上限額は，50 万ユーロ又は無制限である。

保険事故の発生場所は，ドイツだけでなく，全世界を対象とするものもある。
なお，交通事故は，ドイツで契約をしていれば，世界のどこであろうとカバー
されるが，税法に関する事件は，国内の事件に限定される。
保険期間は，基本的には 1 年であるが，最長 5 年の契約を結ぶこともできる。
保険契約期間の満了に際し，予告をして解約をすることができる。
保険対象者は，保険契約者本人とその配偶者と 25 歳までの子供で，職業訓練
中は年齢制限はない。契約の種類によっては，それ以外の家族(祖父母等)を含め
るものもある。
自己負担額は，引受における保険料に大きな意味があり，個人では 150 ユーロ
～500 ユーロ(約 2 万円～6 万 5,000 円)で，法人の場合は，もう少し高くなること
もある。
すべての事故が待機期間の対象となる訳ではないが，待機期間の対象となる事
故の場合，保険契約をしてから 3 か月以内の事故に対しては，権利保護保険の保
険金は支払われない。待機期間は，一定の意図をもって保険に加入することを避
けるためのものである。
保険者側も保険契約者側も特別の解約条件がある。例えば，1 年以内に 2 件以
上の保険事故が発生した場合，保険者の解約条件とされている。しかし，たまた
ま交通事故や労働事件が起きたような場合は，濫用しているとは思われないので，
解約することはない。つまり，個別に顧客の状況を確認し，意図的と思われない
場合，2 回保険事故が起きたから自動的に解約するということではなく，個別に
リスクを評価して対応している。顧客が複数の権利保護保険に加入することは可
能である。保険会社間で情報交換はしているが，保険契約は独立しているので，
それぞれの条件を充足しなければ解約はできない。
ドイツでは，権利保護保険の契約時に，顧客の同意をもらい，他の保険会社に
対し同保険への加入の有無を確認し，好んで訴訟をする人か否かという保険契約
者の評価をする。市民は誰であろうと保険事故に巻き込まれ得るので，その保護
をする必要がある。他方，被保険者全体の利害を守る必要もあり，保険料を過度
に上げることはできないので，過度に頻繁に訴訟を起こす人は回避することとな
る。本当にサポートが必要な人を援助することが保険の目的である。
⑤ 権利保護保険を定着させるための工夫と社会的使命
D.A.S.社では，権利保護保険の保険商品を定着させるための工夫は，価値の高
い単独保険商品の提供と営業，そしてクレームマネジメントの 3 点にあると考え
ている。まず，同保険の市場のポテンシャルをフルに引きだすためには，価値の
高い単独保険を提供するということが必要であり，これにより，ドイツで 42％の
世帯が加入しているものと思われる。その点で，日本での個人の権利保護保険の
保険料が 3,000 円程度というのは，方向として非常に良いと思う。
次に，営業についてであるが，権利保護保険は典型的なプッシュ商品(売込み
が必要な保険商品)で，その販売は難しい。朝起きて，今日こそ，権利保護保険に
入らなければと思う人はおらず，どういう恩恵があるかは，保険者側から示さな
ければならない。そのため，最良の営業マンを導入しなければならない。
3 点目のクレームマネジメントは，持続的にこの保険商品から利益を上げる鍵

で，より良い関係を弁護士といかに結んでいくかということにある。安定した良
好な関係を弁護士と結ぶことは保険会社にとっても，弁護士にも，顧客にもそれ
ぞれメリットがある。そして最も鍵になるのは，保険会社と弁護士のいずれが依
頼者の面倒をみるかということである。この議論はここではしないが，これは難
しい問題である。
権利保護保険は，うまく管理すれば保険会社にとっていい商品である。変動が
少なく，多額な資本は要らず，適切に管理すれば継続的な利益を上げ，他の保険
分野をサポートできる。そして，社会政策的にも良いことである。民主主義とは
法律を活用することであり，法にアクセスできなければ民主主義は不十分である。
民間の保険会社として株主に対して貢献しなければならないが，社会的使命も自
覚している。我々の顧客に対し法へのアクセスを保障すること，合理的な価格で
法的救済に対する認識をもたらすこと，あらゆる法的問題への解決策を提示する
こと，法的救済に関する独立と専門性，そして，パートナーや専門家との国際的
ネットワークをもつことによって，すべての人に対し正義が実現することができ
るようにすることが，社会政治学的使命である。
(3) 権利保護保険の請求
① 請求の開始と弁護士の関与
ドイツでは，直接被保険者から連絡があることはなく，通常，顧客が依頼した
弁護士が権利保護保険に係る損害の内容と補償のための申請を保険会社に対して
行う。保険会社では，担当者(弁護士)が，その申請内容が保険契約上カバーされ
ているかをチェックするという査定を行い，この段階でおおまかなコストがわか
る。その上で，保険会社は，顧客側の弁護士に対して，保険金を支払う又は拒絶
するという書面を送る。権利保護保険が適用されると決定された場合には，弁護
士費用だけでなく，その他の訴訟費用が支払われる。
弁護士を通さないで，被保険者が直接申請することも可能であるが，その場合，
保険会社が直接接触して，ある程度コントロールすることができる。
保険契約者は，弁護士を自由に選択する権利があり，1987 年指令でも，その旨
定められている。なお，顧客が希望する場合には，権利保護保険者から推薦する
ことはできる。保険会社は，長年にわたって，種々の損害に係る事件を，様々な
弁護士と相談をして，弁護士とのネットワークができており，長い経験から，ど
の弁護士がどの分野に強いかは把握している。専門の弁護士の推薦では，過去に
おける顧客満足度によって推挙される。もっとも，顧客が別の弁護士を希望する
場合には，その弁護士によることになる。
なお，保険会社は弁護士と交渉することになるため，保険契約者との間で直接
交渉することはなく，そのため，保険契約者との間で見解の相違があることは非
常にまれとなり，大半は，保険会社は顧客の弁護士との間での議論となる。その
議論となる見解の相違は，多くの場合，待機期間のための引受拒絶や補償対象，
弁護士報酬の金額や訴訟の進め方である。
② 法律相談と調停(mediation)
保険会社は，顧客に対し，追加の色々なサービス(電話でのサービス，調停等)
を紹介することができる。問題の種類によっては，法律事務所に行って長い説明

を受ける必要がない場合もある。顧客にとっては複雑であっても，法律的には簡
単な場合もあり，簡単な電話相談で済む場合もある。
ドイツでは，法律事務は弁護士しかできず，保険会社の従業員が法律相談をす
ることはできない。なお，イギリスは異なり，弁護士である従業員が法律相談を
することができ，実際に行われている。前払法的サービス(Prepaid Legal Service)
というイギリスやオランダで提供しているサービスでは，保険者から事前にリー
ガルサービスのパッケージを購入した顧客にカードを発行して，法的サービスを
提供するものがある。
また，保険会社が弁護士事務所の株式を取得する法律事務所への資本参加(law
firm shareholding)は，イギリスやポーランド等で行われているが，ドイツでは
認められず，法律事務所の所有と経営は弁護士のみができる。
調停(mediation)という，D.A.S.社の調停員が入って，争いごとの解決を独自
に引きだすという手法もある。調停員が解決策を出すのではなく，当事者が自主
的に解決策に導くようにするもので，当事者が自分自身でたどり着いた解決策で
あるので，成功する率が高い。その最たる例が隣人関係の紛争であり，判決が下
されても，複雑な問題の一部しか解決しないが，調停では，根本から解決するの
で，解決の後は平穏な状態となる。調停は，裁判に代替する解決策である。なお，
調停員は保険会社の従業員であり，必ずしも，弁護士でなければならないという
ことではないが，D.A.S.社の調停員は，弁護士資格を有し，調停員としての教育
を受けている。調停員の課題は，法的なアドバイスや相談をすることでなく，法
律での解決策以上の実際的な解決案を導き出すことである。
なお，D.A.S.社での費用比率(保険金支払額及び一般事業費が保険料収入に占
める割合)は権利保護保険各社の平均を若干上回っているが，クレーム比率(保険
金支払額が保険料収入に占める割合)は 60％で，平均を大きく下回っている。ア
ンケート調査では，顧客の大多数は，D.A.S.社の対応に満足しており，これは，
コスト面についても現れている。電話相談で，数千万ユーロの節約をすることが
できる。
③ 弁護士報酬の体系と改訂への対応
前述のとおり，保険の査定という早期の段階でコストを大まかに見積もること
ができるのは，ドイツでは弁護士費用が法律で定められ，同法の報酬表を見れば，
弁護士報酬が大体わかるためである。
報酬基準表では，紛争額が算出基礎となり，例えば，交通事故で 2,000 ユーロ
(約 26 万円)の損害があった場合，1.0 の欄の料金を見て弁護士報酬が判明し，通
常の事案では 1.3 を乗じて，この場合，172.9 ユーロ(約 2.2 万円)となる。それ
に諸経費(通信，郵便代)を加えた金額が，弁護士に支払われる金額である。
なお，事案の複雑性に応じて，上記で乗じられている 1.3 という係数は，0.5
から 2.5 の範囲で異なり，大半の事案では 1.0 である。D.A.S.社の規定では，法
律で定められたとおり支払うこととなっており，時間給はない。ドイツのすべて
の保険会社はこの報酬表に基づくので保険会社による違いもない。このように費
用の見積りが速やかになされるので，損害の発生から短期間で支払いが可能であ
り，通常 5 日間である。

報酬表は訴訟だけでなく，訴訟外の場合も，裁判前の手続，裁判後の手続も同
じように適用される。そして，訴訟になった場合は 1.3 を，控訴になった場合は
1.6 を，それぞれ乗じるというのが通常である。
弁護士報酬が改訂される場合の保険会社の対応として，まず，クレームマネジ
メントを改善していくことが挙げられる。査定担当者が全員弁護士であるので，
事件の難易度を判定することができる。また，訴訟だけでなく，電話相談や調停
等の解決方法を活用することが考えられる。なお，現在，連邦政府が報酬表の改
訂をしており，D.A.S.社でも調整をしているところであるが，弁護士の報酬基準
表が改訂され，弁護士報酬が高くなっても，これらの対応により大きな影響はな
いと考えている。
他の対応方法として，新規の契約の場合には，保険料で調整することがある。
既存の契約でも保険料を上げることができるが，一定のルールがある。保険料の
改訂は，まず，独立の鑑定人が平均損害額を年に 1 回鑑定し，保険料の適合範囲
を提案し，通常その提案の範囲で保険料を改訂するため，弁護士報酬の改訂に伴
う損害額の上昇を保険料で調整するとしても，年 1 回しかできない。
④ 保険契約者との関係の規律
ドイツでは，保険契約法が，保険契約者との関係を規律している。損害事故が
起きた場合，被保険者が保険者に通知する義務や保険料についての規定がある。
保険契約者が複数の権利保護保険に入って，1 つの保険事故が起きた場合には，
その事故を加入した保険会社全てに通知する義務がある。保険会社は，支払われ
ている保険料の割合により共同して保険金を支払うことになる。
同法の第 2 部には，権利保護保険についての特別な条項があり，125 条～129
条が 1987 年指令を国内法に取り込んだものである。125 条は権利保護保険が引受
をすべき損害の範囲を規定しており，損害が発生した場合，弁護士報酬だけでな
く，裁判費用，鑑定費用，証人費用を支払わなければならない。なお，鑑定費用
はドイツでは高額になる可能性が高い。126 条が保険会社にとって重要な条項で，
権利保護保険の保険事故を担当する担当者は，権利保護保険以外の事件を扱えな
い。これは利害衝突を避けるためであり，1 人の担当者が一方で A のために権利
保護保険を担当し，同時に B のために賠償責任保険を担当し，A が B を訴えれば
利害相反するが，それを回避するためのものである。
また，もう 1 つ重要な条文は 128 条で，成功の可能性が少ないという理由で引
受を拒絶する場合の手続を定めたものである。一般的な調整方法としては，オン
ブズマンがあり，オンブズマンが被保険者と保険会社の仲介を行い，オンブズマ
ンがない場合，保険会社は成功の可能性が薄いという理由で拒絶することはでき
ない。なお，この条項を被保険者に不利に変更することはできない。

第５

イギリスにおける調査結果
2010 年 3 月末の現地調査44を踏まえた今回の調査目的は，その後の情勢変化，とり
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わけ 2010 年になされた訴訟費用に関する「ジャクソン報告書」("Review of Civil
Litigation Costs: Final Report")45の提言と，それを取り入れた新法である「法律
扶助及び犯罪と刑罰に関する改革法」46(以下「法律扶助改革法」という。)に関する
最新情報と法律事務所や保険会社の影響予測・意見を聴取することであった。
そこで，まず，ジャクソン報告書後の法律扶助と訴訟費用保険47の関係を述べた上
で，バリスタ協会の法律扶助改革法への反対意見，法律事務所にて聴取した具体的
事例等や保険会社での訴訟費用保険に係る概況等を以下にまとめる。
１
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ジャクソン報告書後の法律扶助と訴訟費用保険の関係
(1) ジャクソン報告書と法律扶助改革法
イギリスでは，訴訟費用調達手段として，世界最大規模の法律扶助が発達してき
たが，その基盤となる公的資金を効率化する必要に迫られたことから，民間資金と
しての訴訟費用保険を活用する時代を迎えた。その手法として，事前保険としての
訴訟費用保険の一般化を促すと共に，事後保険と条件付成功報酬制や敗訴者負担の
組み合わせを進め，後者は特殊な発展を遂げ，一部の弁護士費用は高騰した。
そして，消費者の視点からリーガルサービスのマーケット自体が改革され，その
後の欧州財政危機も加わって，弁護士費用の調達のあり方を大幅に変容させる前記
法律扶助改革法が制定され，2013 年 4 月からの施行にいたった。「ジャクソン報告
書」は，同法の元になった報告書である。
(2) イギリスにおける法律扶助と訴訟費用保険に係る制度の歴史的経過
戦後のイギリスでの法律扶助制度の基盤確立後，公的資金利用の効率化と民間資
金へのシフト，その後の法律扶助の変容と欧州財政危機という 5 段階の特徴的な事
柄のみ，以下に列挙する。
① 戦後イギリス法律扶助の基盤整備(1949 年～1986 年)
1949 年法律扶助及び法的助言法(The Legal Aid and Advice Act 1949)により，
国民の 8 割を受給対象者とする普遍的な法律扶助制度がスタートし，1960 年の法
改正によって拡充した。1974 年には法的助言・援助が制度化され，1984 年には治
安判事裁判所における当番弁護士制度の発足，1986 年における警察署の当番弁護
士制度の発足により，イギリスの法律扶助制度の基盤が確立した。
② 公的資金の効率化時代の到来(1986 年～)
法律扶助の必要経費が拡大し，1983 年には，民事・刑事の法律扶助予算が合計
2 億ポンド(約 300 億円)を超えた。そのため，受給資格の切り下げや厳格化が行
われ，1993 年には受給対象範囲は国民の 5 割に下げられた。この間，1990 年裁判

弁護士費用を賄う手法につき，民間資金(訴訟費用保険や条件付成功報酬制)に法律扶助からシフトするな
かで，弁護士費用の高騰が問題となり，ジャクソン控訴院裁判官(Lord Justice Sir Rupert Jackson)により，
その改革方向についての提言が 2 回にわたってなされた。そのうちの最終報告書(2010 年１月 14 日発表)を「ジ
ャクソン報告書」と略称している。
46
法律扶助改革法(ＬＡＳＰＯ:Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012)(2013 年 4
月施行)の日本語訳は，池永知樹・大野鉄平・松岡里佳「公共法律サービスの変容—効率化と多様化への転換—」
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所及び法的サービスに関する法律(Courts and Legal Services Act 1990)におい
て条件付報酬特約 48制度が導入され，訴訟費用保険とセットで拡大していった。
1990 年法は，1995 年７月の改正により，勝訴時の報酬増額分や保険料も敗訴
者から回収できる扱いとなり，①人身傷害，②倒産，③ヨーロッパ人権裁判所の
3 領域において，条件付成功報酬が拡大した49。その後もこの制度の対象領域は拡
大し，現在は家事事件と刑事事件以外において，条件付成功報酬を採用すること
が認められている。
③ 公的資金の効率性強化と民間資金へのシフトの時代(1990 年代中盤～)
法律扶助のコストは上昇し続け，1994 年に 14 億ポンド(約 2,100 億円)を超え，
効率化のために法律扶助専門の大規模な弁護士事務所に法律扶助案件が集中する
ようになった。そして，1999 年司法アクセス法(The Access to Justice Act 1999)
により，交通事故等の人身損害賠償請求事件は扶助対象外とされ，その分野での
訴訟費用保険と条件付成功報酬をさらに促進する結果となった。
1999 年以降は，事前の訴訟費用保険の他に，事後的な訴訟費用保険(訴訟の勝
訴可能性を評価する高額な保険料の紛争後に付保する保険)が発展した50。
その後も，法律扶助予算は増大し，2004 年度からは 20 億ポンド(約 3,000 億円)
を超えた。一方，受給対象者の範囲は，1998 年の 52％をピークに，1999 年・51％，
2000 年・50％，2001 年・46％，2005 年・41％，2007 年・29％と減少していった。
④ リーガルサービス・マーケット改革と法律扶助の変容(2000 年代～)
結局，中間消費者層の司法アクセス保障が課題となった。法律扶助は，人口の
3 割の受給対象者をカバーする貧困者向けサービスとなり，富裕者層はタイムチ
ャージで弁護士費用を払える経済力を持っているからである。そこで，イギリス
では，法的サービス領域での競争原理を推進し，その規制を緩和し，法律専門職
の自治よりも消費者利益の観点からマーケットを再構築することで司法アクセス
実現を推進する状況に変化していった。
2007 年法的サービス法(Legal Services Act 2007)と 2009 年法的サービス評議
会(Legal Services Board :ＬＳＢ)の設立では，司法アクセスの推進や消費者利
益の保護・促進について，非法律家が委員長や評議員の過半数を占める機関(ＬＳ
Ｂ)を責任主体とし，非法律職団体・企業も法律事務所の所有と経営の参加を認め
る制度(Alternative Business Structure :ＡＢＳ)へと発展した。現に，生活協
同組合グループは法律サービス事業に進出し，今後 5 年間で 3,000 人の弁護士・
パラリーガルが消費者に対し，廉価な固定価格で家事事件・労働事件・人身傷害
事件等のサービスの提供を予定している。

48

Conditional Fee Agreement(敗訴した場合には弁護士報酬を請求しないが，勝訴した場合には通常報酬額
の 2 倍までの額を弁護士報酬とすることを合意する内容の契約)であり，アメリカの完全成功報酬(Contingent
fee)のように判決等で認容された賠償額ではなく，通常の弁護士報酬の 2 倍まで要求できる点が特徴的である。
49
前掲・ＬＡＣ報告書 61 頁
50
前掲・池永ほか 10 頁。なお，事後保険の保険料の支払いは，訴訟の終結まで事実上猶予されており，敗訴
した場合にも保険料の支払いまでカバーされるので，実際上は，当事者が何ら費用負担しないものもある(我
妻学「イギリスにおける訴訟費用保険をめぐる問題」 (「第 17 回弁護士業務改革シンポジウム基調報告書」
189 頁に掲載の寄稿論文を参照。) )。

⑤

２
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欧州財政危機(2009 年)と 2012 年法律扶助改革法の成立
リーマンショック(2008 年)とギリシャ財政危機(2009 年)を契機とした欧州財
政危機により，イギリス保守党・自由党連合政権による財政緊縮路線が促され，
2012 年法律扶助改革法では，ＤＶを除いた家事事件・社会福祉関連事件を扶助予
算から大幅に削減され，伝統的な対面法律相談も電話相談・ＩＴ相談にシフトす
ることとなった。
今や，イギリスの法律扶助では，その世界最大の法律扶助予算が毎年 17％ずつ
削減されている。一方で，民間資金活用の拡大を図ってきた条件付成功報酬制(成
功報酬の 2 倍化による弁護士のインセンティブ刺激策)と事前・事後の訴訟費用保
険の組み合わせによって発達してきた，原告の訴訟費用負担ゼロで，敗訴した被
告の訴訟費用負担額は損害賠償金すら上回るという事態は，ついには法改正によ
る是正に行き着いた。そして，近時では，法律扶助も訴訟費用保険も含む弁護士
費用のあり方が，中間消費者層の視点から再構築され，ＡＢＳ(非法律家による法
的サービス事業への進出)をも招来するにいたっている。

バリスタ協会
バリスタ協会では，ジャクソン報告書に基づく改革に対して，以下(1)の具体的ケー
スに関して，政府提案に基づく成功報酬の計算結果につき，バリスタ協会提案に基づ
く成功報酬の計算結果と比較して，批判的な意見を以下のとおり発表した。
(1) 具体例(架空のケース)
カウンティ・コート(地方裁判所)における典型的な中程度の請求で，トライアル
(証拠調べ)を行う場合として，若い女性で相対的に低賃金の職についている歩行者
が，バイクにはねられ，脚に重傷を負い，これにより 6 か月の完全休業を余儀なく
され，将来の労働能力喪失のみならず，継続的かつ長期にわたる治療と，彼女のパ
ートナーによる将来における支援が必要な後遺症を負うこととなった。
全損害額は 5 万ポンド(約 750 万円)で，その内訳は，ＰＳＬＡ(肉体的・精神的苦
痛及び快適さの喪失―いわゆる一般的損害)及び過去の損害が 1 万 5,000 ポンド(約
225 万円)と将来の逸失利益が 3 万 5,000 ポンド(約 525 万円)とする。
事件全体(訴訟含む。)に対する基礎報酬51は，ソリシタに 1 万 5,000 ポンド(約 225
万円)，バリスタに 1,500 ポンド(約 22 万 5,000 円)とする。なお，トライアルにい
くことは，被告が勝訴の見込みが 50％以上あると考えたことを意味し，敗訴で弁護
士が無報酬となるリスクを考慮し，成功報酬は基礎報酬と同額となるであろう。
(2) 政府提案に基づく成功報酬への批判
2012 年法律扶助改革法では，通常訴訟事件(1 万 5,000 ポンド以上の訴額事件52)
において，弁護士の勝訴報酬は損害賠償額の 25％に制限される。なお，政府提案の

この事例で，基礎報酬とされているのは，事件遂行に係るタイムチャージの報酬及び鑑定費用等の実費を
指していると思われる。それにしても，基礎報酬で 3 万ポンド(450 万円)となると，勝訴の見込による敗訴者
負担を織り込んだ上で，事前又は事後の保険でその費用がカバーされない限り，到底，このような事件費用を
求め得ない。逆に言えば，訴訟費用保険の発展は，ときに弁護士費用を高額化することもあり得ることを理解
する必要がある。
52
Multi Track 対象事件と呼ばれ，高等法院又は地方裁判所で取り扱う。証拠開示手続が可能で，集中審理が
行われる。前掲・ＬＡＣ報告書 56 頁の脚注を参照。

上限(ソリシタの成功報酬を含む。)は，ＰＳＬＡ及び過去の損害(1 万 5,000 ポンド)
の 25％(3,750 ポンド(約 55 万円))となる53。即ち，成功報酬の算出基礎には将来損
害は含まない。しかし，かかる金額では，上記基礎報酬総額の 23％以下に過ぎず，
このような制限は，現在の民事手続上，トライアルにおいて 100％の成功報酬を容
認されていることに反し，問題は悪化するだけでよくなることはなく，原告は動き
づらくなり事件は複雑になる。
(3) バリスタ協会の提案に基づく成功報酬
バリスタ協会は，全損害額の 25％という上限を提案し，上記の事例のあり得る成
功報酬額の上限は，5 万ポンドの 25％である 1 万 2,500 ポンド(約 190 万円)となる。
基礎報酬を上記の額(1 万 6,500 ポンド)とすると，1 万 2,500 ポンドという成功報酬
額の上限は，基礎報酬の 75％超となり，原告と被告がそれぞれ 6,250 ポンドずつ支
払うこととなる。
３
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ダブル・リーガル法律事務所
ダブル・リーガル法律事務所は，ソリシタ 15 人規模の小規模事務所であり，条件付
成功報酬が選択されやすい具体的な事例の紹介と事後保険の見通しにつき，以下のよ
うに説明を受けた。
(1) 勝訴の見込みが高いほど条件付成功報酬を選ぶビジネスモデルの具体的事例
ギリシャ政府が，英国企業にサッカーの表彰式の企画実施を依頼したが，実施後
もその費用の支払いをせず，英国企業側から総額 100 万ポンドでの和解の提案がな
されたのに承認しなかった。ギリシャ政府は，18 日間の英国高等法院での審理の結
果敗訴し，上訴でも敗訴した。ギリシャ政府の英国内口座が凍結され，執行可能な
状態にいたった。その費用総額は，英国企業の損害額 250 万ポンド(約 3 億 7,500
万円)に加えて，弁護士報酬の 600 万ポンド(タイムチャージとその他費用自体は 300
万ポンドだが，条件付成功報酬の 300 万ポンドが加わる。)，保険会社の事後保険費
用と上乗せ分(60 万ポンド)とその利息(40 万ポンド)で，合計 950 万ポンド(約 14
億 2,500 万円)となった。弁護士報酬 600 万ポンド(約 9 億円)のうち，バリスタに支
払う費用は 100 万ポンド(約 1 億 5,000 万円)程度である。ほとんどの調査と文書(100
ファイルと 10 人のチームの成果)は，ソリシタの手によるもので，バリスタは，法
廷でのプレゼンテーションしかない。
(2) ダブル・リーガル法律事務所での弁護士報酬に係る政府提案への評価と事後保険
への見通し
ジャクソン報告書では，上記のような具体的事例を公平・適切でないとしている
が，上述の事態にいたった主因は，ギリシャ政府が英国企業の和解提案を受け入れ
なかったことにある。なお，損害額が 10 倍であれば，取り組む魅力があったであろ
うが，政府の新しい提案での算出によれば，弁護士報酬は 250 万ポンドの 25％(62
万 5,000 ポンド/約 9,500 万円)にしかならないので，弁護士として取り組まれなか
ったと思う。

なお，保険会社からの説明では，上限規制は，自動車事故で 12.5％，その他の人身傷害/医療過誤などでは
25％，人身傷害以外・企業損害では 100％とされ，新法による影響については，現状との比較で詳細は不明と
されているので，設例の場合，人身傷害の 25％で論じられている。

イギリスでは，被告の敗訴見込が濃厚であればあるほど，条件付成功報酬(2 倍報
酬インセンティブ)と事後保険契約によって，敗訴者から，損害賠償額以上の弁護士
費用を受領できる見込が立つので，敢えて，この「ビジネスモデル」を選んで訴訟
に取り組むことを選択しているものと考えられる。かかるビジネスモデルが適用で
きる事案(例えば，交通事故の被害者や，消費者被害等)であれば，法律扶助を適用
するよりも，このモデルが選択されるようになろう。なお，弁護過誤の被害者の事
案でも，同モデルが適用でき，明らかな過誤事案等では，弁護士相手に依頼者負担
ゼロで訴訟を提起することがある。
このような事後保険が使えなくなれば，事前保険が拡大する可能性があるだろう。
しかし，今後は事後保険の保険料が依頼者の負担になるものの，経済事案で金額
の大きい場合には，事後保険は利用され続けるものと思われる。
４
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エバーシェズ法律事務所
同事務所は，ロンドンを拠点に 26 か国にその事務所を展開し，弁護士 1,650 名を擁
するイギリスの大手法律事務所である。
(1) ジャクソン報告書による改革の概要
ジャクソン報告書では，条件付成功報酬の合意と事後保険が訴訟費用を高くして
いると批判されている。もともと，一般的な訴訟費用調達方法として，①条件付成
功報酬，②事前保険と事後保険の活用，③第三者による調達の 3 つがあり，1999 年
(司法アクセス法)以降は，訴訟費用を依頼主と弁護士との間の合意で決めることが
可能となり，条件付成功報酬契約が発展した。その結果，条件付報酬合意と，事前
保険と事後保険の組み合わせが開発されるようになった。近年，依頼者は，条件付
成功報酬を選択し，かつ弁護士費用は事後保険で調達し，自己の負担額はゼロで訴
訟遂行に取り組む。そして勝訴であれば，成功報酬費用のみならず，2013 年 3 月末
までの契約では事後保険の保険料も敗訴側から回収できる。そのため，条件付成功
報酬の合意額では時間報酬を基礎に割増額が付加され，かつ事後保険料も高額化し
たものといえる 54。
ジャクソン報告書において，訴訟費用調査に基づく改革が提言され，司法アクセ
スへの促進を目的としているものの，訴訟費用調達方法のみならず，すべての費用
問題に影響が出ると思われる。改革後も事後保険と条件付成功報酬合意は存続する
であろうが，成功報酬と事後保険の保険料を敗訴側から回収できなくなるという変
化に留意を要する。成功報酬と事後保険料を依頼者が負担するとなると，条件付成
功報酬合意と事後保険に影響を及ぼすことは明らかである (なお，破産と名誉毀損
は除外されている。名誉毀損は英国では特に厳しいし損害額も大きく，平均 10 万ポ
ンドの損害が認容されている。ジャクソン報告書は，有名人が訴訟を条件付成功報
酬合意で多発させていないかと名誉毀損訴訟にも厳しい目を向けている。)。
政府提案である損害ベースの報酬合意(damage based agreement)は，あらゆる民
事訴訟において弁護士に払われる費用を損害賠償認容額から計算し，上限が定めら

英国の法制度史上，あらゆる人が司法にアクセスできるようにすることが必要であったため，条件付成功
報酬と事後保険が促進された側面もあると弁護士らは評価している。

れるもので，これが導入されると，訴訟費用(成功報酬)の回収は勝訴時にのみ，認
容された損害額により決まる。なお，片面的敗訴者負担制度により敗訴側も費用を
支払わなくていい可能性もあり，勝訴側が費用を払う可能性も残る。結局，この提
案の導入で，敗訴者は，条件付成功報酬制の巨額の報酬費用とその割増分の支払い
を免れることができ，弁護士費用には上限が設けられることになる。
なお，弁護士に支払われる上限額は，通常の損害賠償では 50％，人身傷害は 25％，
労働紛争は 30％であり，例えば，通常の損害賠償額が 100 万ポンドであれば，上限
は 50 万ポンドとなり，敗訴側からはもらえない。ただし，敗訴見込の被告側から，
訴訟中に和解提案を行うことで，弁護士の成功報酬の一部を被告が負担するという
提案が可能であって，その場合には，原告弁護士の報酬を減額することもできるだ
ろう 55。また，損害ベースの報酬合意と成功報酬制とを組み合わせることもあり得
る。
(2) 弁護士の受任と訴訟費用保険の保険者との関係
まず，弁護士が事件受任のために事前保険を提供している保険会社に手数料(1 事
件あたり約 500 ポンド)を支払うことは，ジャクソン改革により禁じられた。
また，受任後訴訟等の手続が終了するまでの費用管理につき，ジャクソン改革で
は，その合理性が厳しく判断され，費用管理によって決定されることになった。即
ち，原告・被告とも費用予算を裁判所に提出し，その見積りを超えた場合は裁判所
が是正でき，多額の費用は賠償金額から除かれ，裁判所は常に費用をモニターして
いる。なお，その費用管理の例外として，訴額が 200 万ポンド以上の場合，商事裁
判及び海事裁判が挙げられる。
なお，弁護士と訴訟費用保険の保険者の関係につき，その他詳細な質問事項とそ
の回答については，資料 5-5-1 を参照願いたい。
５
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ARAG 保険会社
訴訟費用保険の概要と法律扶助改革法の影響について，説明を受けた。
(1) 訴訟費用保険の概要
イギリスの保険市場は，過去 5 年間で−3.3％のマイナス成長であるが，訴訟費用
保険は，反対にその市場規模を拡大しており，5 年前は 4 億 2,900 万ポンドで，現
在は 7 億ポンド(約 1,000 億円)と約 2 倍に拡大している。その成長率は毎年 14％で
ある。なお，英国での訴訟費用保険市場のシェアは，D.A.S.社が 22％で，ARAG 社が
5％である。英国での同保険の普及割合は，自動車及び住宅保険の双方を合計して
75％と推計され，同保険全体の保険料割合は対ＧＤＰ比で，0.4％程度である。
ARAG 社の訴訟費用保険には事前保険と事後保険があり，事前保険の販売ルートは，
ブローカー，金融機関及び直接販売等で，事後保険ではブローカーの持込みが 20％，
弁護士の持込みが 65％である。訴訟費用保険が特約として付帯されている同社の保
険商品の種類別の割合は，事前保険では，自動車保険 38％，住宅・家財保険 29％，
企業総合保険 33％である(ただし，法律制度の変更によって，今後は，自動車保険

相手方からの一定の手続による和解申出を断った場合，申出のあった和解金額よりも有利な判決を得なけ
れば，和解の申出以後の相手方の訴訟費用(弁護士費用)を負担しなければならないという，民事訴訟規則第
36 章の申出(Part 36 Offer)を言うものと考えられる(前掲・ＬＡＣ報告書 57 頁を参照。)。

以外の保険が成長する見込である。)。他方，事後保険では，自動車関係の人身傷害
事件が 26％であり，それ以外の人身傷害事件が 72.4％，企業関係は 1.6％である。
なお，物損に使われないのは，訴訟費用が事後保険を組むほどの金額に達しない
からである。
(2) 法律扶助改革法(ＬＡＳＰＯ)の影響
事後保険の保険料につき，同法の前後で一部変化しており，重度傷害事件損害(治
療 6 か月程度のケース)で訴訟費用保険の保険金の上限が 10 万ポンドの場合につき，
具体的な保険料の額の違いを以下の表のとおり説明する。
事後保険の手続段階

新法以前の保険料

新法後の保険料

ステージ 1(交渉)
約 60％の事件がこの段階
で
終了。

1,200 ポンド(18 万円)及び
損害額合意(和解)の
12.5 ％ ＋ 94 ポ ン ド (1 万
5,000 円)

500 ポンド(7 万 5,000
円)のみ

ステージ 2(訴訟前手続)
約 20％の事件が終了。

800 ポンド(12 万円)及び
損害合意の 25％＋200 ポン
ド(3 万円)

新法後も同様。

ステージ 3(訴訟)
残 20％がこの段階にいた
る。

時間制報酬＋1,000 ポンド
(15 万円)

新法後も同様。

今後の保険料は，新法施行によりステージ 1 の支払額が減るため，ある程度下が
ると思われる。
なお，事前保険では，勝訴率 50％以上の場合に保険金の支払いが行われ，事後保
険では勝訴率 60％以上の見込で付保される。自動車保険に関して言えば，事前保険
と事後保険の組み合わせで，100％の人身傷害がカバーされる。
６
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RSA 保険会社
(1) RSA 保険会社の訴訟費用保険に係る保険商品構成
同社は，事前保険のみを取り扱い，事後保険に係る業務は譲渡済みである。譲渡
理由は，事前保険と事後保険では，市場が異なることと，ジャクソン改革(ＬＡＳＰ
Ｏ：法律扶助改革法の施行)で，事後保険市場が変わり，市場規模が小さくなり，今
までのような利益は今後上がらないと考えたことである。事後保険は，敗訴側が保
険料を負担する制度設計だったが，同改革後は依頼人自身の自己負担になるためだ。
なお，イギリスの事前保険の市場規模は，評価する組織や尺度によっても異なり，
正確な推計は困難だが，約 4 億 5,000 万ポンド(約 700 億円)の市場と推定している。
同社の事前保険では，特約かパッケージの保険商品56で，単品の訴訟費用保険は，
5 年前から販売していない。その理由は，紛争が起きることが分かっている人が加
入する危険性が高い(逆選択)ことと，単独の訴訟費用保険の保険料は年間 300 ポン

特別な職域に就く被保険者(例えば，警察官，医師及び看護師等の専門職である。)には自動的に特約がつ
く場合もある。専門職のためのテーラーメイドの保険商品が存在し，主契約に訴訟費用保険が組み込まれてい
る。例えば，警察官の場合，火災保険，旅行保険，訴訟費用保険が全部パッケージになっている。

ド(4 万 5,000 円程度)で，特約の保険料 20 ポンド(3,000 円)57と比較して高く，通
常売れないためである。なお，単独と特約では，保障範囲に大きな違いはなく，単
品の訴訟費用保険でカバーしていた離婚紛争，建築紛争等は，当時の特約の訴訟費
用保険でもカバーされていた。もちろん，主たる保険の種類によって，その特約が
これらすべてをカバーするわけではない。つまり，住宅保険では住宅紛争を中心に
その訴訟費用でカバーされる範囲が特定されるし，自動車保険の特約としての訴訟
費用保険も，交通事故を中心にカバーされる。なお，離婚紛争といっても，訴訟前
の電話相談やオンライン情報の提供サービスではカバーされるが，離婚自体の訴訟
費用は，現在の個人保険ではカバーされていない。それに費用がかかることと，夫
婦間で感情的になるのでその取扱いが困難であることから，現在は，その点をカバ
ーする特約は販売を止めている。
特約の基本となる保険商品は主に 2 つであり，自動車事故で人身傷害被害を受け
た場合の費用が付保される自動車保険では 90％が，人身事故，消費者事故，住宅紛
争，租税紛争及び雇用紛争等の費用を付保する一般的な個人保険では 60％が，それ
ぞれ費用保険の特約に加入しており，両者で特約を付す人もいる。1997 年から販売
され，特約件数は，2012 年の１年間で 15 万件であり，保険期間は 1 年である。住
宅保険の保険契約の 60％に訴訟費用保険特約が付されている理由は，保険比較サイ
ト(インターネットで「アグリゲーター」と呼ばれる商品比較サイト)での加入者が
多くなり，特約を付しやすくなったためと推定される。なお，住宅保険の訴訟費用
特約では，保険対象となる事案には，人身傷害(ただし，自動車保険でカバーされる
対象事故を除く。)，家財購入時の紛争(家財品の瑕疵等)，隣人との紛争，雇用者と
の労働紛争，租税や一部の刑事事件も含まれるが，個人的な債権回収等は含まれな
い。
(2) 同社のコストと利益率
同社の損害率(Loss Ratio：保険金の支払割合)は平均 60％で，業務支出を併せた
合算経費率(Combined Ratio)は 82％程度であり，同社の経費は減少し，効率が上が
り，利益率は高い。電話相談等で，クレーム処理がスムーズにクレーム担当チーム
につながれ，依頼者対応がうまくいっている。なお，電話相談は弁護士のみが対応
し，また同社が提供する 24 時間ヘルプライン(保険や紛争の相談)も含めて，リーガ
ルアドバイスは，ソリシタにより展開されている。ソリシタは同社で 30 人程度雇用
されており，その従業員弁護士を含め，訴訟費用保険部門は 60 人で，同社の従業員
総数 480 人の 8 分の 1 を占める。なお，クレーム調査は第三者の弁護士(ソリシタ)
に依頼されている。
(3) 加入時の調査と免責事項等
引受時には，契約者の過去の紛争を調べ，既に抱えている紛争があれば当該紛争
のみを保険対象から外すか引き受けない。例えば，雇用問題を抱えていれば当該紛
争のみを除き，あらゆる雇用問題全体を外すわけではない(保険契約当時と違う会社
に就職した後の雇用問題を外すわけではない。)。
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上記の保険料 20 ポンドとは，自動車保険や住宅保険の個人保険特約の保険料であり，法人保険の訴訟費用
特約は 50 ポンド～100 ポンド(7,500 円～1 万 5,000 円)である。

免責事項は，①リスクのある紛争，②契約者が故意に起こした事件，③詐欺，虚
偽不正，④架空請求，⑤訴訟費用が高額な場合(ソリシタに調査を依頼し，費用を分
析し，例えば，紛争自体が 1,000 ポンドの争いなのに，費用が 5,000 ポンド以上か
かる事案等は高額と判断する。)，⑥ビジネスに係る紛争等である。保険契約者とそ
の家族が対象となる特約で，紛争が被保険者間で起きた場合も除外する。そのため，
離婚は保険対象とはならない。また，重複加入は免責事項である。保険会社間で加
入情報はシェアし，契約者が同じ保険で重複していたら，いずれかの保険会社が代
表して払うことを合意するが，重複保険であると保険手続中に分かったら，保険会
社間で分析し協議する。ただ，そのような案件は滅多にない。
待機期間はないものもあるが通常は 90 日であり，免責金額(自己負担額)はない。
(4) 保険事故発生の弁護士の関与等
紛争が生じて訴訟費用保険の請求があれば，当該紛争が 50％以上の勝訴見込があ
るとソリシタが調査意見書に記した場合にのみ，保険適用がある。
請求については，パネル・ソリシタに事案を回す場合と，保険契約者がソリシタ
に依頼する場合がある。前者のソリシタは，RSA 保険会社では，3 年前から 1 つの法
律事務所に依頼 58しており，固定費用で時給ではないので，その弁護士費用は高額
にはならない。その固定給の金額はクレームの内容によって異なり，訴額に関係は
なく，訴訟の内容によって 1 件あたり 800 ポンド～3,000 ポンド(12 万円～45 万円)
である。パネル・ソリシタの報酬上限は，ガイドラインにおいて，事件の種類によ
って決まる。なお，弁護士報酬は，1 週間でも 2 年かかっても上記金額である。人
身損害のケースでは少額に収まるケースが多く，敗訴者負担・条件付成功報酬の組
み合わせで事前の保険料の支払いなしで受けることもあった。しかし，ジャクソン
改革後は保険をつかわないソリシタも出てくると想定される。
他方，保険契約者自身がソリシタを選ぶ場合は，費用がかかるし，保険会社がコ
ントロールできない。1987 年指令により，本人に弁護士の自由選択権がある。
なお，保険契約締結時に自己の弁護士を使う特約を入れる場合の保険料は 50 ポン
ド(特約を付さない場合は 20 ポンド)で，その特約は全体の 5％程度と推測している。
弁護士の選択割合では，約 20％の契約者が自分の弁護士を選んでいる。
ただ，ジャクソン改革によって，弁護士の報酬は減額され，賠償金額が１万ポン
ド(150 万円)以下の場合には，500 ポンド(7 万 5,000 円)しか保険料として支払われ
ない。
なお，紛争事件を扱うための弁護士から保険会社への手数料(紹介料)の支払いは，
ジャクソン改革において禁止された。
同社の訴訟費用保険に係る支払件数は，年間約 2 万件であり，訴訟カテゴリーは
様々で，住宅の賃貸紛争も多い。クレームの内訳では，訴訟は少なく，自動車保険
では訴訟にいたるのはわずかに 1％程度で，雇用問題が 750 件，個人の紛争が自動
車以外の 750 件，賃貸紛争が 1 万件程度と推定している。
事故発生が保険加入の前か否かは，弁護士が調査して判断する。人身損害は内容
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同社の依頼先の法律事務所は，英国国内に 200 人のソリシタを抱え，8 つの事務所を展開している。3 年前
までは 4 つの法律事務所に依頼していたが，現在は 1 つの事務所でカバーしており，専門家もそろっている。
その事務所で対応できない場合には，他の 5 つの事務所の弁護士に依頼する。

を確認して面接調査をするし，医療専門家に意見を求める。まず，保険者側で契約
内容に適合するか確認した上で，パネル・ソリシタに独自に調査させ，勝訴の確率
について意見を出させるもので，その仕組みは公平である。
保険の適用対象外と保険者が判断した場合，契約者はオンブズマンに問題提起し，
調査してもらい，その決定は保険会社を拘束する。同様に，勝訴見込が低いとパネ
ル・ソリシタが判断した場合も，契約者は別の組織に調査を依頼することができる。
後に，依頼者が勝訴した場合には保険ですべてカバーされる。

第６

弁護士保険に関する裁判外紛争解決手続の検討について

１

裁判外紛争解決手続の整備の必要性
弁護士保険(権利保護保険)がさらに拡大し，安定的に利用されるためには，その不
可欠なインフラとして，弁護士保険の利用を巡る様々な疑義や紛争を裁判外で簡易・
迅速・公正に解決するしっかりした仕組みを整備しておくことが必要である。弁護士
保険の利用が定着している諸外国においても，何らかの裁判外紛争解決の仕組み(ＡＤ
Ｒ)が整備されている。
そこで，どのような紛争が想定されるか，その解決のためにどのようなＡＤＲを用
意しておくべきか，そのようなＡＤＲを運営する体制としてどのようなものが考えら
れるか，諸外国の例も参考に，関係諸機関と協議しつつ，早急に仕組みを整備する必
要がある。

２

想定される紛争類型と当事者
(1) 想定される紛争類型
① 保険が対象とする事件類型に該当するかどうかについての紛争
② 「勝訴の見込み」の有無に関する紛争
③ 弁護士費用(報酬及び実費等費用を含む。以下同じ。)の妥当性に関する紛争
＊ 保険契約上，「適正妥当な報酬額」「保険者が適正妥当と認める報酬額」につ
いてのみ保険の対象とされることが多い。
(2) 紛争に係る当事者
理論的には，契約者(依頼者)と保険者の間の紛争であるが，上記①②③いずれに
ついても弁護士が実質的な利害関係を有していることが多い。
したがって，契約者(依頼者)と保険者間の紛争であることを基本としつつ，弁護
士も当事者ないし利害関係人として手続主体とすることが適当であると考えられる。

３

現在検討されているＡＤＲのあり方
(1) 手続の種類：法的拘束力のある仲裁ではなく，調停とする。当事者から提出され
る資料や意見に基づき手続実施者(調停人)が調停案ないし裁定を出す。保険者及び
弁護士は調停案・裁定を尊重する義務を負うものとする。
(2) 手続実施者(調停人)：弁護士，保険実務精通者(保険会社の推薦による)，利用者
代表としての学識経験者の 3 者でパネルを構成することを基本とする。
(3) 手続期間：2 週間～1 か月で迅速に調停案・裁定を出すことを基本とする。弁護士

費用の妥当性に関する紛争の場合は 3 か月程度かかってもよい。
(4) 手続費用(申立手数料，解決手数料，期日手数料等) ：運営体制にもよるが，無料
が基本である。少なくとも契約者(依頼者)が手続費用を負担するのは適切でないで
あろう。
(5) 手続実施者(調停人)の報酬等：運営体制にもよるが，適切な額の報酬が支払われ
るべきである。特に，短期間に集中して審理し調停案・裁定を出してもらうことを
踏まえて，他のＡＤＲ機関の例も参考に，報酬額等の基準を検討する。
(6) 手続の場所
① 東京，大阪等比較的大規模な都市を抽出する等して開始することを検討する。
② テレビ会議等を活用することも考えられる。
４

現在検討されているＡＤＲの運営体制
(1) 体制を検討するにあたっての視点・留意点
金融商品としての弁護士保険を広め，安定的に利用してもらうための不可欠のイ
ンフラである点に留意する。
公正・中立性を実際に確保するだけでなく，外観上も担保されるよう留意する。
ＡＤＲ自体の安定的運営が確保されることが重要である。
利用者＝契約者(依頼者)の利益を最大限に尊重するとともに，保険者及び弁護士
それぞれの知見や実情が運営に反映されるような仕組みとすることが望ましい。
(2) 運営体制につき考えられる選択肢
① 日弁連(又は弁護士会)内にＡＤＲ機関を設け，協定保険会社等 59ないし保険業
界団体はこれに協力する。
② 協定保険会社等数社あるいは保険業界団体と日弁連の共同運営とする。
③ 協定保険会社等数社あるいは保険業界団体が運営主体となるＡＤＲ機関を設置
し，日弁連(又は弁護士会)はこれに協力する。
＊ 既存の業界団体ＡＤＲに弁護士保険に関する特則を設けていただく方法もあり
得る。
(3) 体制を整えるために必要な対応
① ＡＤＲ手続実施者(調停人)名簿の整備，研修の実施
② 手続規則，報酬規則等規則類の整備等
③ 協定保険会社等ないし保険業界団体と日弁連の間のＡＤＲの運営に関する取決
め。
④ 保険契約ないし約款の中に紛争解決合意を規定する必要性の検討。
＊ ＡＤＲとは別に，保険が対象とする事件類型に該当するかという点の簡易相談
に関する仕組みも整備することを検討する。
以
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上

日弁連と弁護士保険(権利保護保険)の制度運営に関する協定を締結している損害保険会社・共済協同組合
(2013 年 10 月 1 日現在，12 社である。)を指す。
(詳しくは，日弁連のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html)を参照。)

第１８回弁護士業務改革シンポジウム

〈第６分科会〉

高齢社会における民事信託の積極的活用
～弁護士業務と民事信託の可能性～

第１ はじめに
第２ 信託制度の概要
第３ 民事信託の概要
第４ 民事信託スキームと弁護士の活躍フィールド
第５ 民事信託の普及に関する課題
第６ 民事信託の普及に関する提言

第１ はじめに
１ 超高齢社会と信託
2013 年現在のわが国は，4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者であるという超高齢社会である。
また，諸外国と比べて，わが国における高齢化のスピードは極めて高速である。従って，われ
われ弁護士としても，こうした社会情勢に適応して業務を遂行しなければ，その使命を十分に
果たすことができない。
そのためのツールの一つとして，「信託」を有効活用することはできないであろうか。この
問題意識が，今年度の弁護士業務改革シンポジウムで「信託」をテーマに取り上げた理由であ
る。
２ 信託の歴史
信託の歴史は古い。その起源は 11 世紀頃のイギリス慣習法のユースであると言われる。こ
れは，出征中の兵士の土地を妻子のために管理することを主な目的とする制度であった。
わが国でも大正時代に信託ブームが生起した。当時，実に 1,000 件以上もの信託業者が乱立
したという。そこで，信託業界を規制するため，大正 11 年には信託法および信託業法が制定
された。その後，太平洋戦争を経て，社会経済情勢の変化に伴い，信託業は兼営法（金融機関
ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律）によって認可を受けた金融機関だけが営んできた。
しかし，信託法制が利用者のニーズに適合しないものとなったため，平成 18 年に信託法の
現代化を図るべく大改正が行われた。そして，これと併せて規制緩和の要請から信託業法も改
正され，信託業の担い手が拡大された。
詳細は別稿に譲るが，新信託法は，
① 規定の任意法規化
② 受益者の権利の保護・強化
③ 多様な信託の利用形態への対応
の 3 つを基本理念とし，柔軟かつ的確に信託を利用できるルールを定めている。
３ 弁護士業務と信託
信託は，これまで弁護士業務の中でほとんど使われてこなかった。しかし，信託を利用した
いという顕在的又は潜在的ニーズは確実に存在する。財産管理が困難になった高齢者，次世代
に事業を的確に承継したいと考える会社経営者，障がいを有する子の将来を案ずる親等々，切
実な悩みを抱えている者は少なくない。にもかかわらず，われわれ弁護士はこうした信託利用
のニーズに目をつぶり，信託が利用されない状況を見て見ぬふりをしてきたのではないであろ
うか。
もちろん法制度上の限界も存する。しかし，工夫次第では，信託を弁護士業務の中に取り入
れることが可能である。また，もし法制度上の限界が不合理なものであるならば，これを正し
ていくことがわれわれ弁護士の使命であろう。この点，信託法の改正に際して，国会では，
「来
るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため，高齢者や障害者の生活を支援する福祉
型の信託について，その担い手として弁護士，ＮＰＯ等の参入の取扱い等を含め，幅広い観点
から検討を行うこと。」（衆議院），「高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託につい

ては，特にきめ細やかな支援の必要性が指摘されていることにも留意しつつ，その担い手とし
て弁護士，社会福祉法人等の参入の取扱いなどを含め，幅広い観点から検討を行うこと。」
（参
議院）との 2 つの附帯決議が付されていることも銘記すべきである。
４ 本書の目的
本書では，民事（福祉）信託を中心に取り上げ，そのスキームと弁護士業務との関わり等に
ついて報告したほか，今後の民事信託の普及に向けて弁護士が取り組まなければならない課題
についても言及した。
本書が信託普及の一助となれば幸いである。

第２ 信託制度の概要
１ はじめに
われわれ弁護士にとって，信託制度および信託法はあまり馴染みがない法律である。そこで，
まず，信託制度および信託法の概要について，簡単に解説したい。
２ 信託制度
⑴ 意義
信託とは，一定の目的にしたがい，特定の者に，特定の財産の管理または処分等
を託すことをいう。
具体的には，次のような事例が良く挙げられる。
あるお金持ちのお爺さんが，両親を事故で亡くなってしまった孫へ金銭を残したいと考
えている。しかし，その孫はまだ５歳であり，自ら財産を管理する能力はない。そこで，お
爺さんは，信頼できる友人または取引先の銀行に，その金銭を渡し，その友人または銀行に
対し，その金銭の使い途について指示を与えようと思っている。例えば，金銭は投資し収益
を上げるように指示し，元本および収益の中から，毎年，孫への教育資金を支出する。そし
て，孫が１８歳になったときには，大学の入学金に充てるためまとまった金銭を与え，さら
に，孫が２５歳になったときには，元本およびそれまで積み立てられていた収益を全て与え
る，といったものである。
この場合，お爺さんが自らずっと財産を管理し続けることができるのであれば，敢えて
信託を利用する必要性は低いが，万が一，孫が成人する前に，お爺さんが認知症になってし
まったとか，亡くなってしまったときのことを考えると，お爺さんが健康で十分な判断能力
があるうちに，孫のために，財産の管理処分方法を定めておいた方が安心である。そのため
に，利用することができる制度が「信託」である。

財産
お爺さん

友人または銀行
教育資金 入学金 etc…
孫

⑵ 信託の特徴
信託は，信託の対象となる財産（信託財産）が，その財産を託される者（受託者）の完
全な所有となってしまうところに特徴がある。先の例では，お爺さんの財産は，友人または
銀行に完全に譲渡され，その財産については名実ともに，友人または銀行の所有となる。
そうすると，この友人または銀行が，お爺さんから受け取った財産を私的に費消してし
まう懸念が生じる。そのため，信託を設定する場合には，財産を拠出する者（委託者＝お爺
さん）とその財産を託される者（受託者＝友人または銀行）との間に高度の信頼関係が要求

されることになる。そこから，信託は「信頼（Trust）」を基礎とする制度であるといわれ
る。その信頼を担保するために，信託法は，財産を託される者（受託者）（友人または銀行）
に種々の義務を課している（善管注意義務（信託法 29 条 2 項），忠実義務（同法 30 条から
32 条）等）。
もう一つの信託の特徴は，自由な設計が可能である点である。これは，信託がイギリス
において，既存の法制度からの解放を求め発展してきたことと無縁ではない。この点，四宮
教授は，｢信託の事例は無数にありうるわけで，それを制限するものがあるとすれば，それ
は，法律家や実務者の想像力の欠如にほかならない。｣と述べている1。先の例では，お爺さ
んは，孫に対し，どのタイミングで，どの財産を，どの程度渡すのか等を，全て自由に設計
することができるのである。
３ 信託の基本要素
⑴ 信託目的
信託を設定するには，信託目的が明確になっていなければならない。信託法 2 条，3 条で
は「一定の目的」が要求されているが，この「一定の目的」のことを信託目的という。
先の例における信託目的は「孫に生活資金および教育資金を与える目的」であるが，他
にも「障がいを持つ子を扶養する目的」，「災害による被災者の生活を支援する目的」，「特
定の建物を管理する目的」など信託目的は無数に考えられる。
ただ，信託行為も，一般の法律行為と同様に，強行法規や公序良俗に違反することは許
されない。したがって，強行法規や公序良俗に違反する信託目的を定めることはできない。
⑵ 信託行為
信託を設定する行為のことを信託行為という。信託行為も法律行為の一種である。
信託法は，①信託契約による方式，②遺言による方式，③公正証書等によってする意思
表示の方式の３つの方式を規定している。さらに，④判例上，当事者に明示的な信託設定意
思がなくとも，信託の成立が認められたケースもある。
① 信託契約による方式
これは，委託者と受託者との間で信託設定契約を締結することにより信託を設定する
方法である（信託法 2 条 2 項 1 号，3 条１号）。
② 遺言による方式
これは，
委託者が遺言により信託を設定する方法である
（同法 2 条 2 項 2 号，
3 条 2 号）
。
③ 公正証書等によってする意思表示の方式
これは，委託者自身が受託者となり，自己の財産を他人のために管理処分することを
宣言することによって信託を設定することである（同法 2 項 2 条 3 号，3 条 3 号）。すな
わち，委託者が受託者も兼ねることによって信託を設定する方法のことである（以下「自
己信託」という。）。
この自己信託は，平成 18 年に改正された信託法により初めて認められた。従前は，旧
信託法１条が，信託を設定するには「他人ヲシテ…財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムル」
と規定され受託者の他人性を要求していたこと，自己信託を認めると委託者による財産
1

四宮和夫「信託法 新版」15 頁注 1（有斐閣）（1989 年）

隠匿の懸念があったことから，自己信託の効力を否定する立場が通説であった。
しかし，自己信託には高い有用性があることから2，改正信託法では，債権者詐害への
懸念に対する配慮をしたうえで，自己信託は認められることになった。
④ 当事者に明示的な信託設定意思がなくとも，判例上，信託の成立が認められた事例
判例上，当事者に明示的な信託設定意思はなくとも，信託設定に関する客観的な要件
が具備されているときに，当事者の黙示的な信託設定意思を認めたものがある3 4。
⑶ 信託の当事者
信託の当事者には，原則として，財産の拠出を行い，かつ，信託の目的を設定する「委
託者」，委託者から信託財産を譲り受ける「受託者」および信託から生じる経済的利益を直
接的に受ける者である「受益者」の３者によって構成される。
先の例によれば，お爺さんが委託者，友人または銀行が受託者，孫が受益者となる。
委託者＝Ｓ

受託者＝Ｔ

お爺さん

友人または銀行
教育資金 入学金 etc…
受益者＝Ｂ

孫

英語では，委託者を Settlor，受託者を Trustee，受益者を Beneficiary と表記するため，
その頭文字をとって，委託者を「S」，受託者を「T」，受益者を「B」と表わすことがある。
その他に，信託監督人や受益者代理人などの信託関係人が信託に関与する場合もある。
４ 信託の基本構造
信託の基本構造に関してはいくつかの学説があったが5，平成 18 年に改正された信託法は，
そのうち，旧信託法の起草者であった池田寅二郎博士が採用していた債権説に立つことを明ら
かにした6。
債権説とは，信託行為を① 財産権の移転その他の処分と，② 一定目的にしたがう管理処分
という２つの構成要素から成り立っているものとし，①の財産権の移転を信託行為の持つ「物
2

障がい者の生活をサポートするため，障がい者の子を持つ親が委託者兼受託者となり，子を受益者として信託を設定す
る方法がある。この方法によると，第三者を受託者にすることにより要する信託報酬のコストを省き，親の経済状態が悪
化した場合にも，安定的に障がいを持つ子にしてサポートを行えることになるという（寺本昌広「逐条解説 新しい信託法」
44 頁注 11（商事法務）（2007 年））。
3

これを講学上「推定信託」と呼ぶことが提案されている（新井誠「信託法 第３版」191 頁（有斐閣）（2008 年））。

4

信託の成立を肯定した裁判例として，詐欺の騙取金に関する最判昭和 29 年 11 月 16 日判時 41-11，公共工事の前払金に
関する最判平成 14 年 1 月 17 日民集 56-1-20，
旅行費用の積立金に関する東京地裁平成 24 年 6 月 15 日判時 2166-73 がある。
他方，信託の成立を否定した裁判例として，損保代理店の預かり金に関する最判平成 15 年 2 月 21 日民集 57-2-95，建物転
貸借における転貸人の敷金返還請求権に関する大阪高判平成 20 年 9 月 24 日判タ 1290-284 がある。なお，弁護士の預かり
金に関する最判平成 15 年 6 月 12 日民集 57-6-563 は，補足意見において信託成立の可能性が言及されている。
5

本文で紹介した債権説のほか，岩田新博士が提唱した相対的権利移転説，四宮教授の実質的法主体性説などが主張され
ていた。詳しくは，新井・前掲注 3）40 頁以下参照。
6

寺本・前掲注 2）25 頁

権的効力」として，②の一定の目的にしたがう管理処分を信託行為の持つ「債権的効力」とし
て理解する見解である。すなわち，信託行為は，① 委託者から受託者への財産権移転という
物権的効果と② 受益者の受託者に対する債権的請求権が結合したものと捉えるのである。こ
の債権説は，物権と債権とを峻別している民法体系との整合性を重視した学説である7。
５ 信託の機能
民法上の財産管理制度にはない信託の独自的な機能について分析したのは四宮教授である8。
四宮教授は，他人に事務処理をさせるという形で，「形式的な財産権帰属者」＝「管理権者」
と，「実質的利益享受者」を分裂させながら，利益享受者のために「財産の安全地帯」を作出
することを信託の特性と評価し，この信託の特性を利用し，財産権ないし財産権者についての
状況を，財産権者の様々な目的追求に応じた形に転換することができると主張した。そして，
四宮教授は，この信託の特有の機能を「転換機能」と呼んだ。
四宮教授は，この転換機能を，⑴権利者の属性を転換する機能，⑵権利者の数を転換する機
能，⑶財産権享受の時間を転換する機能，⑷財産権の性状を転換する機能の４つに分類した9。
さらに，新井誠教授は，四宮教授の分類に加えて，信託の転換機能を，①財産の長期的管理
機能，②財産の集団的管理機能，③私益財産から公益財産への転換機能，④倒産隔離機能の４
つのカテゴリーに分類した10。
この④の倒産隔離機能は，受託者が破産しても，信託財産が破産財産に組み入れられないこ
と（信託法 25 条 1 項）を意味している。この機能が制度的に確立されてはじめて，信託への
信頼性が高まり，その利用が促進されることになるため，信託の倒産隔離機能は非常に重要な
意味を持っている。
６ 信託の分類
信託を自益信託と他益信託に区別し，それぞれの特性に応じた解釈を進めるべきであるとい
う見解がある11。すなわち，受託者の財産の管理処分が委託者兼受益者のために行われる場合
と受託者の財産の管理処分が委託者以外の第三者たる受益者のために行わる場合とでは，当事
者間の利益状況が異なるため，信託法の解釈に差異を設けるべきであるとする。
自益信託とは，受託者の行う財産の管理・処分が委託者兼受益者のためになされる信託をい
う。
自益信託
Ｓ委託者
同一人
Ｂ受益者

7

新井・前掲注 3）41 頁

8

四宮・前掲注 1）14 頁

9

詳しくは，四宮・前掲注 1）16 頁以下参照。
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新井・前掲注 3）85 頁以下
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新井・前掲注 3）66 頁

Ｔ受託者

他益信託とは，受託者の行う財産の管理・処分が委託者本人以外の第三者である受益者のた
めになされる信託をいう。
他益信託
Ｓ委託者

Ｔ受益者

Ｂ受益者
なお，旧信託法下の下級審判例であるが，自益信託と他益信託との間で，旧信託法 36 条 2
項の費用償還請求権の適用に関して異なる解釈をすべきとの判断を示したものがある（大阪高
判平成 22 年 5 月 14 日金商 1380-36。なお，上告審は自益信託と他益信託との区別を示すこと
なく控訴審の結論を支持した（最判平成 23 年 11 月 17 日判時 2136-30）。）。
７ 信託の種類
信託の設定によって私的な利益の実現を目的とするか，公益の実現を目的とするかによって，
私益信託と公益信託とが区別される。この区別による場合，後述の商事信託も私益信託に含ま
れることになる。
次に，
信託の設定が営業として行われるかによって，
非営業信託と営業信託とが区別される。
この区別は，信託業法が適用されるかどうかという形で違いが生じる。この非営業信託を民事
信託，営業信託を商事信託と呼ぶことが一般的である12。また，世代間を超えた家族間の財産
移転を行うための信託を民事信託，信託が商取引として行われる場合を商事信託と呼ぶ場合も
ある13。
このほか，神田秀樹教授は，受託者の果たす役割の違いから民事信託と商事信託を区別する14。
具体的には，受託者の果たす役割が財産の管理・保全または処分である場合には民事信託，こ
れに対し，受託者の果たす役割が財産の管理・保全または処分を超える場合には商事信託とす
る。
英米では，民事信託（家族信託）と公益信託を中心に発展してきたのに対し，日本では信託
といえば商事信託が念頭に置かれてきた。そのため，日本では，民事信託はほとんど利用され
てこなかったと言っても過言ではない。今後，民事信託を普及させるために，民事信託の法理
の発展と実務家の意欲や熱意が必須の課題になっている。
８ 新信託法の特徴
旧信託法は，大正 12 年から施行された。当時，信託という名を冠した悪質業者が乱立して
12

四宮・前掲注 7）45 頁

13

樋口範雄「入門 信託と信託法」54 頁（弘文堂）（2007 年）

14

神田秀樹「商事信託の法理について」信託法研究 22 号 49 頁以下（1998 年）

いたため，これを規制するために，信託業法と同時に（旧）信託法が制定された。
その後，社会情勢の変化に応じ，平成 16 年には信託業法が改正された。この改正によって，
①受託可能財産の範囲の拡大，②信託業の担い手の拡大，③信託サービスの利用者の窓口の拡
大が図られた。
さらに，平成 18 年には信託法も全面的に改正された。新信託法は，①受託者の義務に関す
る規定の任意法規化，②受益者の権利の保護・強化，③自己信託など新たな信託類型の創設の
３つの基本理念の下に制定された15。
①の受託者の義務に関する任意法規化とは，信託契約等の自由な設計を可能にし，その柔軟
性を向上させる観点から，当事者の私的自治を尊重し，過度に規制的であった旧信託法のルー
ルを見直したものである。
②の受益者の権利の保護・強化とは，上記①のとおり，当事者の私的自治に委ねる範囲が拡
大したことに対応し，信託という財産管理制度の信頼性を損なわないようにするため，受益者
の権利行使に関し，きめ細やかで合理的なルールの整備を図ろうとするものである。
③の新たな信託類型の創設とは，信託の多用な利用を想定し，その使い勝手に配慮するため
の制度を整備しようとするものである。具体的には，自己信託（信託宣言），セキュリティト
ラスト（担保権の信託），事業の信託，受益証券発行信託，限定責任信託，目的信託，後継ぎ
遺贈型の受益者連続信託などに関する規律が規定された。
このうち，民事信託に関連するものとして，後継ぎ遺贈型の受益者連続信託の規定が置かれ
たことが注目に値する（信託法 91 条）。
９ 信託業法による規制
信託業とは，信託の引受けを行う営業をいうが（同法 2 条 1 項），営業とは，営利の目的を
もって反復継続して行うことをいう16。
そして，信託業法 3 条は「信託業は，内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ，営むこと
ができない。」と規定し，同 7 条は「第三条の規定にかかわらず，内閣総理大臣の登録を受け
た者は，管理型信託業を営むことができる。」と定められている。つまり，信託業を営むため
には，内閣総理大臣の免許または登録が必要になる。
信託業法が信託業を営む者に対し規制をかけるのは，反復継続して信託の引受けを行う業者
と顧客との間に情報量や交渉力の格差が生じうること，受託者が預かった信託財産を自己名義
で管理運用するという大きな権限を有することから，受託者の義務を加重する必要がある等の
理由による17。
したがって，信託業法上の免許を受けまたは登録をせずに，営利目的をもって，反復継続し
て信託行為の受託者となることは信託業法違反となる。たとえ弁護士であっても，営利目的で，
反復継続し信託行為の受託者となることは，信託業法によって規制されることになる。
後述のとおり，今後，民事信託を発展させるためには，信託の担い手が拡大することが望ま
れるが，この信託業法の規制が足かせになっている。
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松本崇・西内彬「＜特別法コンメンタール＞信託業法」48 頁（第一法規出版）（1972 年）
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小出卓哉「逐条解説 信託業法」17 頁（青文社）（2008 年）

第３ 民事信託の概要
１ 民事信託とは
民事信託について信託法には定義が置かれていない。
前述のとおり，民事信託は商事信託と対置される概念であり，信託のうち受託者が営業とし
て引き受けるものを商事信託（営業信託），商事信託に該当しないものを民事信託（非営業信
託）と呼ぶことが一般的であった18。
しかし，上述の意味での民事信託は，典型的には，高齢者・障がい者等の財産管理を支援す
る目的で設定される。そのため，高齢者・障がい者等の自ら適切に財産管理を行うことが難し
い者を受益者として，財産管理と生活支援を行うことを目的とする信託（いわゆる福祉型信託）
を指して，受託者が営業として引き受けるものか否かを問わず民事信託と称することもある。
本分科会が検討の対象とする「民事信託」も，信託の設定が営業として行われるかどうか，
受託者が個人または信託会社あるいは信託銀行であるかを問わず，主として，高齢者・障がい
者等の財産管理を支援する目的で設定する福祉型信託を念頭に置いている。
２ 民事信託の必要性
⑴ 財産管理契約（委任契約）との比較
高齢者・障がい者の財産管理を支援する方法として，当該高齢者・障がい者に契約締結
に支障がない程度の判断能力がある場合には，財産管理契約を締結することによって財産管
理を支援することができる。財産管理契約の法的性質は委任契約であり，その内容は高齢
者・障がい者本人と受任者との合意によって定まる。受任者が本人を代理して各種契約を締
結・解約することの他，通帳の管理等の事実行為も含めることができる。
しかし，後述するように財産管理契約では解決できない問題もあり，民事信託の活用に
よってそのような問題に対応することが考えられる。
財産管理契約と民事信託との違いは，以下のような点にある。
① 財産権の移転の有無
財産管理契約は財産権の移転を伴わない。これに対し，民事信託は委託者の財産権を
受託者に完全に移転する点に大きな特徴がある。
② 高齢者・障がい者本人による処分の可能性の有無
財産管理契約を締結したとしても，委任者（高齢者・障がい者本人）による財産の処
分は依然として可能である。そのため，例えば本人が悪質商法の被害に遭う等して財産
を失うリスクを完全に避けることはできない。
しかし，民事信託においては財産権が受託者の下に移るため，受益者が受益権の範囲
を超えて財産の処分を行ってしまう危険はない。
③ 監督の有無
財産管理契約においては，委任者（高齢者・障がい者本人）の財産の管理に当たる受
任者を監督する仕組みは，特に契約条項において措置を講じた場合を除き存在しない。
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これに対し，民事信託においては，委託者の財産権を受託者に移転することから受託
者に対する監督の必要性が高く，信託監督人等の受託者を監督する仕組みが制度上設け
られている。
④ 本人死亡後に財産承継をコントロールすることの可否
財産管理契約は委任契約であるから，原則として本人（委任者）の死亡によって終了
し，死亡後の財産の承継については遺言によるほかない。遺贈は可能であるが，その後
の財産の処分につき本人（委任者）の意思を及ぼす方法はない。
これに対し，民事信託の場合は，例えば，委託者の生前は委託者を受益者とし，委託
者が死亡した後は委託者の配偶者を受益者とし，その配偶者も死亡したときは子を受益
者とするという受益者連続型の信託を設定することにより，委託者の死後についても一
定期間財産の承継方法をコントロールすることができる。
⑤ 身上監護の権限の有無
民事信託には以上のような利点がある反面，民事信託の利用のみでは本人の生活の支
援のためには不充分な場面も存在する。具体的に言えば，民事信託では，受託者は受益
者のために信託財産の管理を行うことができるが，そのことによる間接的な支援を超え
て受益者の身上に配慮する権限はない。
これに対し，財産管理契約の場合は，受任者が高齢者・障がい者本人を代理して当該
本人に適切な介護サービス契約を選択し締結することができる等，本人の身上監護の権
限も持つことが多い。
⑵ 成年後見制度（後見・保佐・補助および任意後見契約法に基づく任意後見）との比較
高齢者・障がい者の財産管理を支援するもう一つの有力な方法は，成年後見制度（保佐・
補助および任意後見を含む。）を利用することである。
成年後見制度と民事信託との違いは，以下のような点にある。
① 判断能力の低下の要否
成年後見制度は，後見・保佐・補助で程度に差はあるものの，判断能力の低下した高
齢者・障がい者しか利用することができない。
これに対し，民事信託は，受益者の判断能力の低下を必ずしも要件としない。例えば
判断能力は十全であるものの身体の障がいにより自ら財産管理を行うことが難しい者も
受益者となることができる。
② 職業制限の有無
法定後見・任意後見の場合，後見開始の審判を受けることによって，被後見人が会社
役員，公務員，弁護士等の欠格事由に該当し，その地位を失うという不利益がある。
民事信託の場合，受益者がこのような制限を受けることはない。
③ 高齢者・障がい者本人による処分の可能性の有無
保佐・補助の場合，本人による財産処分がある程度可能であり，財産管理契約の場合
と同様に本人による処分の危険がある。保佐人・補助人は取消権を有するものの，処分
された財産を取消権の行使によって取り戻すことは通常困難である。
また，任意後見契約については，本人が財産を処分してしまった場合，任意後見人に
は取消権もない。
民事信託の場合に受益者による処分の危険がないことは，既に述べたとおりである。

④ 身上監護の権限の有無
民事信託においては，受託者が高齢者・障がい者本人の身上監護を直接には行わない。
成年後見制度においては，後見人・保佐人・補助人は本人の身上監護を行う義務と権
限を有する（民法 858 条，同 876 条の 5 第 1 項，同 876 条の 10 第 1 項。任意後見につい
ては，任意後見契約に関する法律 2 条 1 号，同 6 条）。
⑤ 監督の仕組みの差異
その他の相違点として，成年後見制度においては，後見人・保佐人・補助人に対して
家庭裁判所が監督を行う（民法 846 条，863 条等）。
民事信託の場合も，一定の場合に委託者または受益者の申立てにより裁判所が受託者
を解任することができる（信託法 58 条第 4 項）等の定めがあるものの，裁判所が主体的
に受託者の事務を監督する仕組みはない。受託者の監督を行う者は主に受益者であり，
民事信託の場合のように受益者に十分な監督が期待できないときは，信託監督人等によ
る。
３ 民事信託の現状
⑴ 金融機関である信託会社の取り扱い
① 信託銀行とは，銀行業務と信託業務の両方を営んでいる銀行であり，信託銀行という商
号をもつ銀行を指す。
信託銀行は，その沿革的理由により，銀行法上の銀行が，金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（いわゆる兼営法）によって，信託業務を兼営する形態をとっており，
銀行に認められている全ての銀行業務を営むことができるほか，全ての信託業務も営む
ことができる。もっとも，信託銀行の中には，市場規模や収益性の観点から，得意分野
を絞って，一部の信託業務に特化して業務を営んでいるところもある。
② 金融機関である信託会社の民事信託
近年，高齢社会の到来を背景に，後見的な財産管理や遺産承継を目的とする家族信託
への期待が高まっている。このような中，信託法が改正され，家族信託に関連する規定
が整備された。個々の家族の事情に合わせ生存配偶者や子女の生活保障，個人事業の承
継等を実現するための手段として，信託が注目されているところである。金融機関であ
る信託会社も，このような個人のニーズに応じた信託商品を提供しているが，その代表
的なものとして，特定贈与信託，教育資金贈与信託について説明する。
ア 特定贈与信託
特定贈与信託は，特定障害者（重度の心身障がい者，中程度の知的障がい者および
障害等級 2 級または 3 級の精神障がい者等）の生活の安定を図ることを目的に，その
親族等が金銭や有価証券等の財産を信託銀行等に信託するものである。信託銀行等は，
信託された財産を管理・運用し，特定障害者の生活費や医療費として定期的に金銭を
交付する。この制度を利用すると，相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税
制度」により，特別障害者（その範囲については法令により規定されている。）につ
いては 6,000 万円，特別障害者以外の特定障害者については 3,000 万円を限度として
贈与税が非課税となる。特定贈与信託を活用することにより，贈与税の負担を負うこ
となく確実に財産を贈与することができ，特定障害者の資産形成に資することに加え，

親族等が亡くなった後の特定障害者の将来の生活に備えることが可能となる。
イ 教育資金贈与信託
教育資金贈与信託とは，高齢者の資産を若年層に移転させるとともに，教育・人材
育成をサポートする観点から，平成 25 年度税制改正において導入された「教育資金の
一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に基づき，新たに創設された信託である（一般
社団法人信託協会リーフレット「教育資金贈与信託」参照。）。
教育資金贈与信託は，孫等（受益者）の教育資金として祖父母等（委託者）が信託
銀行等に金銭等を信託した場合に，1,500 万円（学校等以外の教育資金の支払いに充て
られる場合には 500 万円）を限度として贈与税が非課税になる信託である。なお，こ
の信託における委託者は受益者の直系尊属に限定されるほか，受益者は，信託契約締
結の日において 30 歳未満の個人に限定される。また，信託期間については，受益者が
30 歳に達した日または受益者が死亡した日のいずれか早い日に終了することとされて
おり，これ以外の信託期間を定めることはできない。
③ 後見制度支援信託
また，いわゆる福祉型信託という意味での民事信託の分野で信託銀行が商品を提供し
ているものとして，近時，成年後見の実務において試行的に実施されている後見制度支
援信託がある。
後見制度支援信託は，後見制度を本人の財産管理面でバックアップするための信託で
あり，家庭裁判所の指示に基づき，本人の現金や預貯金に関して，信託銀行が受託者と
なる信託を活用して管理することができる仕組みである。
この仕組みの具体的な内容であるが，被後見人となる本人の財産のうち，日常的な支
払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し，通常使用しない金銭を
信託銀行等に信託することを想定している。成年後見および未成年後見において利用す
ることができるが，保佐，補助および任意後見では利用できない。財産を信託する信託
銀行等や信託財産の額等については，原則として弁護士，司法書士等の専門職後見人が
本人に代わって決めたうえ，家庭裁判所の指示を受けて，信託銀行等の間で信託契約を
締結する。
現在，成年後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供している金融機関は三
井住友信託銀行，みずほ信託銀行，三菱ＵＦＪ信託銀行およびりそな銀行の４行である。
それぞれの金融機関ごとに最低受託額，信託報酬，解約手数料の要否等の契約条件が異
なるので，利用にあたってはどの金融機関と信託契約を締結するのか個別に検討する必
要がある。
後見制度支援信託を利用すると，信託財産を払い戻したり，信託契約を解約したりす
るには，予め家庭裁判所が発行する指示書が必要となる。成年後見制度支援信託は，信
託財産の払戻しや信託契約の解約について家庭裁判所の指示を要求することにより，被
後見人本人の財産の適切な管理・利用（後見人である親族等による不祥事の防止）を図
ることを主たる目的とする。もっとも，後見制度支援信託については，運用次第で成年
後見制度の理念である自己決定権・本人意思の尊重等に反するとの指摘や信託された財
産の固定化によって本人の身上監護や快適な生活のための財産の有効活用がされにくく
なるのではないかとの指摘もあり，今後の制度の運用については引き続き注視していく

必要がある。
④ 金融機関である信託会社による民事信託の限界
以上のとおり，信託銀行は，個人を対象とした様々な信託商品を提供しており，現状
では広い意味での「民事信託」の主要な担い手といえる。しかし，民事信託の受託者と
しての信託銀行には，以下の問題点がある。
まず，信託銀行は，信託できる財産を事実上金銭に限定している。このため，委託者
である個人が金銭以外の財産の信託を希望した場合であっても，信託銀行が提供する信
託商品を利用する場合，当該財産を処分するかどうかをまず検討せざるを得ないことと
なる。
また，信託銀行が提供する信託商品については，最低受託金額，信託報酬等の契約条
件があらかじめ設定されており，この契約条件をクリアした委託者しか利用することが
できないし，仮に契約条件をクリアしても信託報酬が高額であれば，委託者・受益者側
に経済的なデメリットが生じる場合もある。このように考えると，信託銀行が提供する
信託商品を利用できる個人は自ずと限定されてくることとなる。
⑵ 金融機関以外の信託会社の取り扱い
① 平成 16 年信託業法改正
平成 16 年の信託業法の改正により，受託可能財産の制限が撤廃されるとともに，信託
業の担い手が拡大され，金融機関以外の者による信託業への参入が可能となった。信託
業法では，運用型信託会社は免許制，管理型信託会社は登録制とされ，免許の審査基準，
登録の拒否事由が規定されているところであるが，新たな信託業の担い手の参入手続き
をより円滑なものとするため，「信託会社等に関する総合的な監督指針」（http://www.
fsa.go.jp/common/law/guide/shintaku/index.html）においては，まず，免許及び登録
の審査にあたって留意すべき事項を具体的に規定することとした。円滑な参入手続きは，
信託業への新規参入の促進，ひいては，資産の運用手段や企業の資金調達手段の多様化
を通じた金融の円滑化にも資するものと考えられる。なお，管理型信託業務とは，委託
者または委託者からの指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理ま
たは処分が行われるものおよび信託財産につき，保存行為または財産の性質を変えない
範囲内の利用行為もしくは改良行為のみが行われるものをいう。
② 金融機関以外の信託会社による民事信託の現状
現行信託業法下では，株式会社である信託会社も受託者となりうる。
しかしながら，現行法下で存在している信託会社は，商事信託を取り扱うものか，個
人を委託者とする信託を取り扱うとしても富裕層を対象としたものがほとんどであり，
小規模の信託財産を受託できる可能性のある信託会社はごくわずかにとどまる。
なお，信託銀行とそれ以外の信託会社のもっとも大きな違いは，前者が定型化された
信託商品を取り扱うのに対し，後者が委託者・受益者のニーズに応じた「オーダーメイ
ド」の信託を提供することにあり，民事信託の担い手として金融機関以外の信託会社に
期待されているのはまさにこの点にあると言える。実際，信託会社が提供しているホー
ムページや資料（パンフレット等）ではこの点をセールスポイントにしているものが多
いが，実際にどの程度の案件を受託しているのか等，その実態については必ずしも明ら
かではない。

⑶ 公証役場の取り組み
公証役場一般では，民事信託の活用についてその有用性が認識されつつあるが，未だ広
く普及している状況にはない。もっとも，蒲田公証役場の遠藤英嗣公証人は積極的に民事信
託を導入し，セミナーや論文等の執筆により意欲的に民事信託の普及に取り組んでいる。
当分科会は，平成 25 年 5 月，遠藤公証人と面談し，民事信託の活用例や課題についてヒ
アリングを行った。以下，その概要を報告する。
① 民事信託の活用例
遠藤公証人がこれまでに経験し，又は，見聞きした民事信託の活用例には，以下のよ
うなものがある。
ア 親亡き後・配偶者亡き後の問題
民事信託（福祉型信託）で需要が多いのは親亡き後の問題である。
この場合は，信託を利用しなければ，長期に亘り，それまでと同等の相続人の生活
を守ることが難しく，特に，唯一の相続人が知的障がい者の場合には需要がある。ま
た，相続人が死亡した後に財産が残った場合には，他の親族や福祉団体に帰属させる
ことになる。
もっとも，受益者の他に兄弟姉妹がいる場合には，その兄弟姉妹が受託者になるケ
ースが多いが，兄弟姉妹がいない場合には，受託者の引き受け手がおらず信託を設定
できない場合があり，受託者の選定が大きな問題となっている。
配偶者亡き後の問題も需要があり，この場合には，甥や姪が受託者になるケースが
多い。
イ 第三者が受託者となる死後事務に関する信託
自己が亡くなった後の墓の管理や改葬等の事務に関して信託を設定するケースがあ
る。この場合も，やはり受託者選定が難しい。過去には，市民後見人に受託者を依頼
し信託を設定した例がある。
期間は 3 回忌や 7 回忌までとし，永代供養料が必要となるほか，期間経過後にお墓
を返還する際にもお金が必要となったため，全部で 500 万円程度の費用を信託財産と
した事例がある。
そして，この場合の受益者は誰かということが問題となる。
受益者なき信託（目的信託）もあるが，信託法附則 3 条で受託者となる者の資格が
制限されており，最終の貸借対照表上の純資産が 5,000 万円を超え，かつ役員等に一
定の犯罪歴のある者や暴力団員がいない法人に限ることとされている。
現実問題として，上記のような法人受託者を確保することはほぼ不可能であり，受
益者を立てる必要があるため，お寺を形式上の受益者にすることも考えられる。
ウ 後妻から先妻の子へ順に資産を承継するための受益者連続信託
先祖の土地は子供に残したいが，後妻にもお世話になったので，後妻のための住居
も確保したい。一方で，後妻には連れ子がいるケースが多く，その連れ子には財産を
承継させたくない。このようなケースにおいて，後妻→先妻の子という順序で財産の
承継をさせたいというニーズがある。
この場合，通常，後継ぎ遺贈型の遺言は無効とされるため，信託の活用が必要とな
る。

後妻と先妻の子の関係が良好な場合には，先妻の子が受託者になるが，そうでない
場合には受託者の成り手を見つけるのが難しく，親戚から見つけてくるほかない。
エ 自己信託の活用例
祖父が孫の教育資金等のために自己信託を設定した例がある。祖父が，孫の母親に
財産を渡すと，自らのためにその財産を費消してしまう恐れがあり，それを防ぎたい，
孫のための信託財産を相続財産と切り分けておきたいというような意向があり，この
ような信託を設定した。教育資金信託の制度があるが，これとは異なり，支出の目的
を教育資金の他に生活費など柔軟に設定することが可能となるメリットがある。
オ 子の財産について父親を受託者として信託を設定
子の両親が離婚して，親権を持つ母親が子の財産を費消してしまうのを防ぎたいと
いう場合に利用されたものである。
② 民事信託の利用状況
相談だけで終わるケースもあるが，これを含めると民事信託の取扱件数は多い。民事
信託を成立させる際に，以下のような課題があり，相談で終わってしまうケースも多い。
ア 受託者の問題
上記の例のように，適当な受託者の引き受け手が容易に見つからない場合がある。
これをクリアするために，自己信託を設定する例もある。
イ 課税の問題
すぐに受益者に対し課税されるために，断念するケースも多い。
課税に納得して初めて信託を利用することができる。
ウ 不動産担保の問題
信託財産となる不動産に金融機関の担保権が設定されている場合，信託の設定は形
式的に不動産の「処分」にあたるため，その承諾を求めて金融機関との交渉が必要と
なる。これに奏功しなければ，信託の設定を断念せざるを得ない。
金融機関への債務は信託財産責任負担債務とするが，金融機関によっては，さらに，
他の相続人に重畳的債務引受をするよう要求するところもある。これに応じる場合に
は，他の相続人には，債務引受に応じてもらう代わりに，受益者に設定することもあ
る。
エ 時間が掛かるという問題
遺言書の作成よりも公正証書の作成に大幅に時間がかかり，結果として途中で終わ
ってしまうことがある。民事信託は，単純な遺言書の作成よりもオーダーメイドで作
成する必要性が高く，不動産の信託などでは，条項数が 20 から 30 条にも及ぶことが
ある。
③ まとめ
弁護士が取り扱う件数に比較して，遠藤公証人が関与した民事信託の件数は多い。そ
の理由を確認したところ，相談者は，当初は，信託ではなく，遺言や後見の相談に来ら
れるが，遠藤公証人において，民事信託の活用がふさわしいと思った事案については，
積極的に民事信託の説明を行い，その需要を開拓しているとのことであった。
結局，信託設定には受託者選定の問題をはじめとする様々なハードルがあるものの，
民事信託のニーズ自体は確実にあり，それをいかに掘り起こすかが，民事信託の普及の

鍵になるものといえる。
⑷ 他士業の取り組み
① 法律専門職の関与のありかた
ア 信託業法上の規制があり，法律専門職が受託者になることは現段階では難しい。
法律専門職が信託のスキーム内で就任しうる地位としては，①信託監督人，②受益
者代理人，③信託管理人等が考えられる。
前出の遠藤公証人によれば，専門職が関与する形態として，信託監督人よりも受益
者代理人が多いという。
現段階では，専門職といえども弁護士以外がほとんどであり（多くは司法書士），
親亡き後の問題，例えば，まともに自分で意思表示出来ない受益者の代わりに意思表
示をするという役割が期待されている。
受益者代理人は，本来多数の受益者の意思をまとめる役割が想定されているが，法
文上，多数の場合という限定もないので受益者が一人でも利用できると考えられる。
イ また，専門職が一定の地位に就かずとも，信託契約の特殊性（当該信託を必要とす
る者の財産状況や家族構成などの個別具体的な事情を理解したうえで，オーダーメイ
ドで条文を作成しなければならないこと。）に鑑みれば，スキーム構築や書面作成を
法律専門職が請け負うことや，法務局・財務局・税務署等との折衝を請け負うことも
考えられる。
② 弁護士以外の士業の状況
ア 税理士
税務上，信託は，(ｱ) 受益者等課税信託，(ｲ) 集団投資信託，(ｳ) 法人課税信託，
(ｴ) 退職年金等信託，(ｵ) 特定公益等に分かれ，各々，課税要件・課税時期・例外的
取扱等につき配慮が必要となるため，信託を利用する場合の多くは税理士が関与しな
ければならない。
法律専門職としても，信託の利用にあたって，税法に関するある程度の理解は必須
であり，税務上問題がありそうな場合は，信託に詳しい税理士との連携が必須である。
信託に関する案件を税理士が公証役場に，直接，持ち込むこともあるが，行政書士
や司法書士に依頼し，公証役場に持ち込まれることも多い。弁護士以外の士業は，信
託の利用にとても積極的であり，信託に関する記事をウェブサイトに載せるなどして
アピールしている。
イ 司法書士・行政書士
(ｱ) 情報発信状況
インターネット検索エンジン Google で「民事信託」のキーワードで検索した際（平
成 25 年 8 月 4 日現在），トップ 2 ページに表示される 20 サイトのうち，司法書士
事務所のページや司法書士が中心となって設立された一般社団法人，司法書士の著
書等，司法書士関係のものが 15 を占めている。
一方で，弁護士のみに係るサイト数は 2 にとどまり，複数の士業が合同で立ち上
げた一般社団法人のサイトが 1 つ，その他が 2 つとなっていた。
司法書士のホームページには，民事信託とは何かという基本的な情報から，民事
信託を利用した際に可能となるであろう事例に関する解説まで，様々な情報が記載

されており，司法書士が民事信託を業務分野として積極的に利用しようとしている
姿勢が窺える。
(ｲ) 司法書士の取り組み
日本司法書士会連合会（以下「日司連」という。）は，受託者として公益法人を
つくり信託業務に参入することに早くから関心を示していた。日司連は，高齢者・
障がい者支援を目的とし，1999 年 12 月，司法書士を正会員とする社団法人成年後見
センター・リーガルサポート（以下「リーガルサポート」という。）を設立してい
るが，その設立に先立ち，定款に，事業として「福祉型信託」を盛り込むことを検
討していたという。
しかし，当時の信託業法等との整合性の兼ね合いで盛り込むことができず，結局
「財産管理業務等」と表現することにより，信託業務を範囲とすることに含みを持
たせるにとどまったという経緯がある。
日司連は，信託法改正時に，リーガルサポートの要望を受け，法務省に対し，「信
託法改正要綱試案についての意見書」を提出し，その中で，「福祉型信託」等の担
い手として，株式会社以外の公益法人にも門戸を開いて欲しい旨の主張をしている。
そして，同提言は国会審議に一定の影響を与え，信託法改正の際に，前述の附帯
決議が付されることになった19。
日司連やリーガルサポートは「福祉型信託」に関する司法書士会員への周知にも
積極的であり，現在，公証役場における信託活用事例に多くの司法書士が絡んでい
ることと無関係ではない。
日司連は，当初思い描いていた，公益法人設立による信託業務への参入が困難な
状況に置かれてはいるものの，日司連主導で株式会社形態の受託会社設立をも検討
しており，採算等の問題につき調査研究している20。
平成 23 年 9 月には司法書士有志で一般社団法人民事信託推進センターが設立され，
同センターは，財産管理の選択肢として，信託業法の規制を受けない民事信託や個
人間信託が幅広く利用・促進されるために，セミナーの実施や研究活動等を積極的
に行っている。
同センターは，司法書士の役割として，スキームの提案，契約書・遺言書等の作
成，信託監督人や受益者代理人としての関与のほか，財産管理業務を行う者（受託
者）からの財産管理業務の再委託を受けあるいは相談を受ける業務，信託登記申請
業務等があり得るとして，積極的に司法書士の関与を呼び掛けている。
以上のとおり，司法書士業務において，民事信託（福祉型信託）への期待が大き
く，司法書士が信託の利用に積極的であることが分かる。
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第４ 民事信託のスキームと弁護士の活躍フィールド
１ 民事信託において，弁護士はどのような立場で活躍可能か。
⑴ 信託のスキーム組成者
主に，信託財産を委託する者からの相談を受け，誰を受託者にし，受益者にするのか，
その他の関係者を設定するのか否か，信託に供する財産の範囲等，これらをすべて契約等に
より予め決めてしまうのが，信託である。相続を「争族」にしないため，家族内に障がい者
がいる場合の将来の財産管理対策として，将来，認知症になった場合の対策として，家業の
円滑な承継のためなどに向け，信託のスキーム作りを行い，証券化・流動化におけるアレン
ジャーのような立場で弁護士が関与していくことは可能である。
なお，信託スキームを組成する際，複数の親族から同時に相談を受けるケースも十分に
想定される。この場合，弁護士が主な依頼人を予め定めて受任しないと，あとで親族間紛争
になった場合に利益相反になるおそれがあるため，注意が必要である。
⑵ 受託者
弁護士が依頼者からお金を預かって事件処理することはよくある。この弁護士の委任事
務処理のため預かり金の法的性質について，最高裁は信託的性質を有すると理解しているよ
うである（最判平成 15 年 6 月 12 日民集 57 巻 6 号 563 頁の深澤・島田両裁判官の補足意見
参照）。
弁護士が通常の事件処理の一環として金員を預かることまで，信託業法の規制の対象に
なるとは考えにくいものの，弁護士が，委託者から信託財産を預かり，信託財産を管理・運
用・処分することを反復継続すれば，信託業（信託業法 2 条 1 項）に該当し，内閣総理大臣
からの免許（運用型信託会社。信託業法 3 条）又は登録（管理型信託会社。信託業法 7 条 1
項）を受けた株式会社であることを要する。
しかるに，弁護士が依頼者からお金を預かって事件処理を行っており，とりわけ成年後
見人として業務遂行している弁護士がいる現状を鑑みれば，信託会社を設立しなくても，後
述するとおり，弁護士業務の一環として民事信託の受託者として業務を行えるようにすべき
である。
なお，信託業法が改正された場合，民事信託の受託業務を行う弁護士に対する監督体制
および受託者たる弁護士が死亡又は心身に故障が生じた場合における受託者たる地位の承
継方法等については，法改正の際に併せて検討を要する。
なお，信託業法の改正がなされていない現状において，弁護士が受託者としての役割を
果たすためには，信託会社の設立，または個別の信託案件毎に受け皿としての法人格又は事
業体（ビークル）を設立し，その法人格又は事業体（ビークル）の運営に関与していくこと
等の方法が考えられる。
⑶ 信託管理人，信託監督人，受益者代理人
弁護士が信託財産の受託者になることは，現行法下では制約があるものの，以下で紹介
する受益者の代理的地位に基づき，弁護士が民事信託の担い手になることは十分可能である。
① 信託管理人
まず第１に，信託管理人（信託法 123～130 条）になることである。

胎児・将来の子等，現に存しない受益者のために信託を設定する場合（信託法 123 条 1
項），信託管理人を指定する定めを置くことができる。また，現に存しない受益者のた
めに信託を設定したときにおいて，信託管理人を指定する定めがなく，あるいは定めが
あっても指定された者が就任承諾しないか，就任承諾できない場合には，裁判所が信託
管理人を選任することができる。
信託管理人が置かれる場合，受益者が存在しないことを前提としているため，信託管
理人は受益者の代理人ではなく，受益者の権利を行使する者である。また，受益者が存
在するようになれば（例えば，胎児が出生した場合など），信託管理人としての地位は
終了する。
② 信託監督人
第２に，信託監督人（信託法 131～137 条）になることである。
信託監督人は，現行の信託法になってはじめて導入された制度であり，信託管理人と
異なり，受益者が現に存在する場合に設置しうる。
主に，高齢者・未成年者が受益者の場合など，受益者が受託者を監視・監督すること
が困難な場合を念頭に置いた制度であり，福祉型信託の利用促進のために活用すべき制
度である。そのため，民事信託のスキーム設計時に信託監督人を設置することにするこ
とを積極的に推進することにより，弁護士が信託監督人として，その担い手になること
が期待される。
信託行為（契約等）により，信託監督人を置く定めがある場合，指定された者に就任
承諾の有無を催告することができ，確答がない場合には就任承諾しなかったものとみな
される。なお，受益者が受託者の監督を適切に行えない特別の事情がある場合には，信
託行為により信託監督人を置く定めがなくても，利害関係人の申立てにより，裁判所が
信託監督人を選任する場合がある。
なお，信託監督人の権限は，信託法 92 条各号に列挙された受益者の行使しうる権利に
関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限に限られる（信託法 132 条 1 項。なお，
同項は，明文で，受益権放棄の意思表示等につき，信託監督人の権限から除外している
点に，注意が必要である。さらに，信託法 92 条各号列挙事由以外にも，信託行為で特に
信託監督人の権限を拡張させることは可能である。）。
③ 受益者代理人
第３に，受益者代理人（信託法 138～144 条）になることである。受益者代理人は，信
託行為によらなければ設置することができず，裁判所による選任の定めはない。
受益者代理人の権限は，信託に関して受益者が有する意思決定権を，広汎に代理して
行為する権限を有する（ただし，受託者の責任免除（信託法 42 条）はできない。）。
受益者代理人制度は，従来，商事信託等，受益者が時々刻々と変化する場合や，不特
定多数の受益者が存するため受益者による権利行使が困難な事情ある場合に，設置され
るものとして考えられており，従前は，商事信託を念頭に置いていたと思われる。しか
し，前述のとおり，条文上，必ずしも商事信託的な活用のみに制限されているわけでは
ないため，民事信託においても，受益者代理人の設置を許容・活用することは可能であ
ると考えられる。
⑷ 指図権者

上記の信託管理人などとは別に，弁護士が指図権者として信託スキームの一翼を担う可
能性もある。
指図権については，信託法上には規定がなく，信託業法 65 条において「信託財産の管理
又は処分の方法について指図を行う業を営む者」との規定があるのみである。
したがって，一見，民事信託とは無関係なようにもみえるが，例えば，平成 20 年 9 月，
「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」の中間整理（http://www.ch
usho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080901sintaku.htm）によれば，事業承継を円滑に進
めるために，事業承継の対象となる株式を信託財産として受託者に権利移転した上で，委託
者ないし受益者が当該株式の議決権行使につき，指図権を留保するスキームが提案されてい
る。
指図権者を設置するメリットは，上記⑶の信託管理人等のように受益者の代理的地位に
限られず，委託者の代理的地位に立ちうる点である。特に事業承継の際，後継者と目される
人物を受益者とする場合に，議決権行使を委託者にそのまま留保させることにより，後継者
の経営判断能力が十分でないときに，委託者自らが経営判断を行えるため，活用の余地があ
る。
事業承継の場合には，上述の通り，経営者自身が指図権を行使するため，弁護士が指図
権者になることはあまり考えにくいかもしれないが，従前の経営者も後継者も十分に経営判
断ができない状況になったときに，ワンポイントリリーフ的に，弁護士が指図権者になる場
合もあるかもしれない。
また，管理型信託会社は運用型信託会社と異なり，委託者又は委託者から指図の権限を
委託された者のみの指図がなければ，信託財産の管理処分行為を行い得ないところ（信託業
法 2 条 3 項 1 号），委託者の指図する能力が十分でない場合には，指図権者が委託者の代理・
補佐的立場に立って管理型信託会社に指示しなければならない。指図する内容は，明文上，
必ずしも株式等の売買に限定されていないため，常に，投資顧問会社のような高度な専門的
知識と経験を背景としなければ指図できないわけではない。それゆえ，対象となる信託財産
によっては，弁護士が管理型信託会社に対する指図権者として，民事信託の担い手になる余
地はあると思われる。
２ 民事信託スキーム
⑴ 民事信託のニーズ
① 成年後見制度
後見活動の実質に関する規定は主に民法の親族法に定められており，従来，家族以外
の第三者が後見人となることが少なかったと説明されている。旧制度である禁治産宣告
の時代（平成 7 年度）では，家族以外の第三者が選任されたケースは全体の 4.4％であっ
たという。
他方，平成 12 年 4 月から導入された現在の法定後見制度では，従前の家族を中心とす
る成年後見の構図を一新させ，成年後見制度自体を社会全体で支えていくという方向性
が目指されている。いわゆる「成年後見の社会化」と呼ばれるものである。すなわち，
社会福祉の基盤（infrastructure）整備の一環として，国や地方公共団体は成年後見制
度の利用可能性を広く一般に保障する責務を負うという考え方が背景にある。

実際，平成 21 年では，新規選任された法定後見人の約 3 割が家族以外の第三者後見人
であり，そのほとんどは専門職後見人が担っているとされている。主に，弁護士，司法
書士，社会福祉士等である。もっとも，専門職後見人の専門性とは各資格の職能に関す
る専門性であり，後見職務それ自体についての専門性を意味しているものではない。後
見人としての専門性は各人が有する資格とは別個に担保されなければならない。専門職
後見人の本格的な進出は，後見実務上の難問を生み出している。いわゆる専門職後見人
と身上監護との関係はそのひとつである。
福祉サービスの利用者を権利主体として位置づけ，個人の尊厳を最大限に尊重しなが
ら，利用者に質の高い福祉サービスを提供するためには，提供される多種多様なサービ
スの中から，自分に合ったサービスを自由な意思で選択できるものでなければならない。
利用者は行政の措置の対象（客体）ではないからである。
契約による当事者の自由な合意によってサービスの提供がなされることにより，利用
者が主体（主役）として立ち現れる。コンビニエンスストアやスーパーマーケットで買
い物をするように，あるいは，飲食店で食事のメニューを選ぶように，必要な福祉サー
ビスを契約によって手に入れられるようにする，という意味では，この「契約化」は社
会福祉サービスの提供方式そのものをノーマライズしたものといえる。
ところが，利用者にとっては判断能力が不十分だからこそ社会福祉サービスの利用が
必要になっているにもかわらず，「契約化」は利用者が合理的な利害得失を判断できる
ことを前提とする点で深刻な矛盾を内包している。判断能力の低下などハンディキャッ
プがある者が独力でサービス提供事業者と社会福祉サービス利用契約を締結することは
困難であろう。
そこで，実質的に利用者に適合的なサービスを得るためには，契約の締結を支援する
制度が必要になり，ここに権利擁護システムないし契約支援制度としての成年後見制度
の意義が生まれる。「介護保険と成年後見は車の両輪」と言われて久しいが，更に，成
年後見制度を社会福祉システムの重要な基盤（インフラ）のひとつとして整備すること
が志向されるのである。
判断能力のハンディキャップを抱えていても，その人が現に有している能力（現有能
力）を最大限に活かすことによって，その人らしい生活を支援することができるのであ
れば，それ自体，目指すべきノーマライゼーションの形といえるであろう。
判断能力が低下しても，成年後見制度の支援を受け，従前と変わりないその人らしい
生活に向けた多種多様なサービスが提供されるのであれば，判断能力が低下する前にも
将来に向けて多種多様なメニューが用意されていてもよい。通常の精神状態における判
断により，自身や家族の将来のため適切な財産の使用方法を定めておくことができるの
であれば，そのようなサービスを利用する者も増えるであろう。
② 信託の有用性
民法が定める遺言事項には，財産の停止条件付・負担付・始期付遺贈を認めているも
のの，遺言執行者には長期にわたる財団管理・執行機能はなく確実性に不安があり，ま
た，後継ぎ遺贈については権利の保全方法に限界がありかつその有効性について消極的
とされている。
信託には，成年後見の代替的機能があるとされるが，民事信託の中核を占める個人信

託，とりわけ福祉型信託については，裁判所の一般的監督権を廃止し，信託契約の任意
規定化が強調されている改正信託法において，信託が福祉型信託としての機能，すなわ
ち成年後見の代替的機能を果たし得るかは，いまだ不透明な状況である。
信託の主たる目的が財産の管理，財産の承継にあるものを民事信託と呼び，民事信託
は，管理できない人に代わり管理してもらいたい，生活に必要な給付を確実に交付して
もらいたいというニーズに応えるものと考えることもできる。あるいは，私人が，自己
の死亡や適正な判断力の喪失等の事態に備えて，契約又は遺言による信託の設定をもっ
て，自己の財産につき生存中又は死亡との管理・承継をはかろうとする場合などを，民
事信託は想定しているともいえる。このような民事信託の利用は，自分自身，配偶者そ
の他の親族の生活保障あるいは有能な後継者の確保による家業の維持等の目的を達する
うえで有益と考えられている。
③ 民事信託のニーズ
民事信託のニーズとしては，ア 将来の判断能力の低下に備える，イ 検認や相続に関
する煩瑣な手続を回避する，ウ 再婚による配偶者の居住・生活資金を確保しつつ，前配
偶者との間の子へも確実に財産が承継されるようにする，エ 遺産に関する円滑な分割の
方法として，財産から生じる果実をある特定の者に帰属させその財産自体は家族に帰属
させる，オ 孫等に十分な教育資金を残す，カ 特定の子孫の活動（寺院など）を定期的
に支援し続けるなどが想定可能である。
⑵ 高齢者の財産管理
高齢化に伴い判断能力が低下した場合または死亡した場合に，本人の意思を尊重して財
産を活用してくれる第三者がいれば，この第三者の財産管理によって高齢者やその家族の生
活支援を実現することが出来る。この点，高齢者・障がい者の生活を支援する福祉型信託が
有用である。
① 信託によるメリットとデメリット
信託には，委託者自らが受益者となる場合（自益信託）と委託者と受益者が異なる場
合（他益信託）があるが，この自益信託または他益信託を利用することで，生活支援と
いう財産管理目的を実現することができる。しかも，委託者の死亡後に至るまで委託者
の生前の意思に従った長期間の財産管理が可能となる。ただし，税金面ではあまりメリ
ットがないことにも留意すべきである。
② 不動産管理信託
ア 意義
今後，自己所有の不動産を自ら管理することが困難な高齢者が増えると思われ，不
動産管理信託に期待が寄せられる。
例えば，自宅以外にも賃貸不動産を有し，年金収入のみならず賃貸不動産からの収
入で生活をしている高齢者を想定してみると，判断能力あるいは気力・体力の低下に
備えて，委託者である高齢者自身が受益者となる信託契約に基づく自益信託が有用で
ある。すなわち，委託者（兼受益者）は，後述する税務を除けば，煩雑な管理事務か
ら全面的に解放されつつ，賃料収入から信託報酬を控除した利益を取得することが出
来る。しかも，受託者に関しては，委託者（兼受益者）が自ら選ぶことができ，受託
者側も，通常信託契約に基づき制限のない管理処分権限を取得するであろうから，柔

軟な財産管理が可能である。
受託者については，信託銀行・信託会社以外にも，高齢者の子など高齢者の親族が
想定できる。ただ，親族による財産管理には不正行為が心配されるところ，高齢者自
身による監督は期待できないことから，信託監督人あるいは受益者代理人を設置する
ことが望ましい。
イ 不動産管理信託の応用１
また，高齢者が自宅を担保に生活資金を借り入れ，死亡時に自宅を売却して借入金
を一括返済・精算するリバースモーゲージの一類型としても，信託の活用が可能であ
る。例えば，高齢者が自宅を信託会社に信託し，信託会社提携の金融機関が審査を行
い対象不動産に根抵当権を設定し（あるいは信託受益権に質権を設定し），融資枠（極
度額）の設定を受けるのである。ただし，不動産価格の下落による担保割れの危険，
金利上昇により契約終了前に融資残高が不動産評価額を超えてしまうリスクを考慮し
ておかなければならない。
ウ 不動産管理信託の応用２
さらに，老人ホームに入居する際，自宅を売却しないで賃貸し毎月の施設利用料を
確保する方法として信託を利用することも可能である。
エ 不動産管理信託と登記
不動産の信託では，信託を原因とする所有権移転登記および信託登記を行って，信
託財産であることを対抗できる。信託の内容は，定型的な登記事項におさまらないの
で，別に信託目録が作成されて公示される。信託目録にかかる登記情報提供サービス
が平成 24 年 2 月 20 日から開始されており，現在ではパソコンから信託目録の内容を
確認することが可能である（法務省：信託目録の電子化等について）。信託が終了し
たときは，信託登記が抹消され，信託財産引継を原因とする所有権移転登記が行われ
る。
なお，不動産の信託でも，受託者の信託報酬以外に不動産の維持管理費が発生する
ので一定金額の金銭信託を伴うことが多いと思われるが，「○○さん信託口」という
預金口座を作れれば便宜であろう。親族の受託者を想定した場合，信託された金銭を
どのように預金するかとういう点は検討を要する問題である。
オ 不動産管理信託と課税
課税法上は，基本的に受益者を信託財産の所有者とみなしていくので，受託者に贈
与税等の課税関係は生じないのが原則である。ただ，固定資産税は，受託者が納税義
務者となる。
自益信託の場合，所有権の移動はないものとみられるので，贈与税などの課税関係
は生じない。他益信託の場合には，実質的に委託者から受益者への所有権の移動がみ
られるため，課税法上は，「当該信託の委託者から贈与（当該委託者の死亡に基因し
て当該委託の効力が生じた場合には，遺贈）により取得したものとみなす（相続税法 9
条の 2 第 1 項）。」とされ，贈与税・相続税が課税されるので，贈与税の基礎控除額
（110 万円）のみならず，夫婦間の居住用不動産贈与の配偶者控除（2000 万円）や相
続時精算課税（2500 万円）の選択も視野に入れておきたい。また，障がい者を受益者
として信託銀行等に財産を信託し定期的に金銭が交付される信託であれは，特定障害

者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与として贈与税が非課税となるか否かを検討
すべきである。
賃貸不動産の所得，当該収入・費用に関する消費税は，受益者が申告する。なお，
信託から生じた不動産損失は，不動産所得の計算上なかったものとされるので，信託
以外の所得と相殺することは出来ず，翌年以降に繰り越すことが出来ない。
③ 信託の終了または受益者連続信託
独身の高齢者の場合，自身すなわち委託者（兼受益者）の死亡を信託契約上の終了事
由としておけば，高齢者自身の死亡により信託を終了させることができる。受託者は精
算受託者として精算手続きを行い，信託契約で指定されている帰属権利者に残余財産を
帰属させる（信託契約上，帰属権利者が指定されていない場合には，委託者である高齢
者の相続人を帰属権利者とする指定があったものとみなされる（信託法 182 条 2 項））。
高齢者が夫婦の場合，自身すなわち委託者（兼受益者）と配偶者がともに死亡したこ
とを信託契約上の終了事由としておけば，高齢者夫婦双方の死亡により信託を終了させ
ることができる。
この場合，自身すなわち委託者（兼受益者）が先に死亡した場合の第二次受益者を配
偶者と定めておくことができる（受益者連続信託）。あるいは，当初より（または途中
から）自身と配偶者との両方を受益者としておくこともできよう。
逆に，高齢者夫婦の双方が死亡しても信託を終了させず，子や孫を第三次受益者とし
て信託を存続させておくこともできる（後継ぎ遺贈型の受益者連続信託）。
また，信託が終了する際，終了時点の受益者以外の者（帰属権利者）へ残余財産が帰
属する場合，「当該信託の受益者等であった者から贈与（当該受益者等であった者の死
亡に基因して当該信託が終了した場合には，遺贈）により取得したものとみなす（相続
税法 9 条の 2 第 4 項）。」とされ，贈与税・相続税が課税される。
④ 信託と成年後見との連携
高齢者の財産管理としての信託においては，成年後見との連携が重要である。前述の
とおり，信託は財産管理制度であって身上監護を含む制度ではないが，財産管理の目的
は身上監護を含む生活支援であって，信託には身上看護の費用を捻出する手段といえる
側面があり，受託者（財産管理能力）と身上監護者（保護能力）とが綿密な連携を取る
ことにより，財産の保全並びに受益者の実需に即した適切な財産給付が可能になる。
この点，信託と成年後見（特に，任意後見契約）とを結合させ，ア 財産管理を信託，
身上監護を成年後見人等が分担する，イ 大きな財産を信託，信託から給付される生活資
金を成年後見人等が管理する，ウ 受益者の成年後見人等が信託行為で指定された指図権
者あるいは同意権者として受託者と協議しつつ給付の指図や同意を行う，といった連携
方法が考えられる。
⑶ 財産の承継（親亡き後の問題など）
① 遺言信託
民事信託の基本スキームとして「遺言信託」がある。信託法 3 条 2 号は遺言をする方
法による信託について定めている。遺言の方法による信託は，その遺言の効力の発生に
よって，その効力が発生する（同法 4 条 2 項）。遺言の効力は，遺言者の死亡の時から
発生する（民法 985 条 1 項）。遺言に受託者の定めがあるとき，利害関係人は信託の引

受を催告できる（信託法 5 条 1 項）。遺言者の相続人に対し確答しないときは，引受け
をしなかったものとみなされる（同法 5 条 2 項）。受託者の定めがないときや，信託を
引き受けできないとき（受託者死亡など）は，利害関係人は，裁判所に受託者の選任を
申し立てることができる（同法 6 条）。選任の裁判には理由を付さなければならず，受
益者や既存の受託者は即時抗告権を有し，当該即時抗告は執行停止の効力を有する。遺
言信託では，通常，委託者の相続人と受益者とは，信託財産に関して利害が相反する関
係に立つ。そこで，委託者の相続人は，別段の定めがない限り，委託者の地位を相続に
より承継しないと定められている（同法 147 条）。それが，被相続人の通常の意思に合
致すると解されるからとされる。
② 遺言代用信託
次に，民事信託の基本スキームとして「遺言代用信託」がある。遺言代用信託とは，
委託者の死亡時（またはその後）に，受益権を取得し，または，信託財産に係る給付を
受ける権利を取得する受益者について定めのある信託（信託法 90 条 1 項各号）のことで
ある。遺言代用信託の場合，信託行為に別段の定めがない限り，委託者は，受益者を変
更する権利を有し（同法 90 条柱書），委託者が死亡するまでは受益者としての権利もな
い（同法 90 条 2 項）。これは，米国の撤回可能生前信託を導入したものといえるが，特
に英国ではこの信託類型の信託性が否定される。委託者が所有権を行使するのと何の差
異もないからという。しかも，米国における撤回可能生前信託の導入の契機となった検
認回避の問題は我が国には存在しない。信託財産は委託者の生存中，いまだ委託者に帰
属し，委託者の債権者は信託財産を責任財産として引き当てにできると考えられる。遺
言代用信託には，委託者生存中，倒産隔離機能はないと解される。なお，この信託でも
遺留分減殺請求の対象になる。
③ 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
次に，民事信託の基本スキームとして，いわゆる「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」
というものがある。信託法 91 条が定める。この信託には 30 年という制限がある。すな
わち，信託が設定された時から 30 年経過した時点において現存する，次期受益者として
指定されている者が受益権を取得した場合であって，当該受益者が死亡するまで（ある
いは当該受益権が消滅するまで）の間，有効とされる。信託後，30 年を経過した後は，
受益権の新たな取得は一度しか認められないとする。X が有する財産につき信託法 91 条
に該当する信託をしたとき，受益者としては A が指定され，A 死亡後は B，B 死亡後は C，
C 死亡後は D が受益者となる旨定められていたとする。30 年後，A は既に死亡，B が受益
者で，C と D が存命中であった場合，B の死亡後，（当該受益権が消滅していなければ）
C は受益権を取得できるが，この信託は C の死亡により終了し，C の死亡時に D が存命中
であったとしても，D は受益権を取得できない。なお，この信託でも遺留分減殺請求の対
象になる。
ところで，後継ぎ遺贈とは，遺言で受遺者の死亡後の次期受遺者たる者を指定する遺
贈のことである。後継ぎ遺贈は，相続法の秩序に相反すること（相続秩序を個人の意思
で変更してしまうこと），子孫による財産の利用を拘束してしまうこと，物資の融通を
害し国民経済上の利益に反することなどから，公序良俗の問題を指摘し，効力を否定す
る見解もある。

他方，受益者連続信託は，個人企業経営，農業経営における将来を期待される後継者
を確保すること，あるいは生存配偶者の生活保障などの必要性から，共同均分相続とは
異なる財産承継を可能とする手段と考えられ，そのニーズもあると考えられていた。専
門家（受託者）の長期安定的な活用という観点で信託の機能に合致するとの期待も指摘
されていた。
そこで，信託法は，上記の否定的な見解の理由にも配慮して，設定から 30 年を経過し
た時以後に現存する受益者が死亡するまで（当該受益権が消滅するまで）の間のみ，後
継ぎ型の受益者連続信託の有効性を肯定したものと解される。
受益者連続信託の場合，実体法上の受益権は順次承継取得されるのではなく，それぞ
れ新たに受益権を取得することになるが，課税法上は，「当該信託の受益者等であった
者から贈与（当該受益者等であった者の死亡に基因して受益者等が存するに至った場合
には，遺贈）により取得したものとみなす（相続税法 9 条の 2 第 2 項）。」とされ，承
継取得とみられて贈与税・相続税が課税される。

第５ 民事信託の普及に関する課題
１ 信託の担い手に関する問題
⑴ 受託者の信託業法による制約
① はじめに
上記のとおり，現段階においては，信託，とりわけ民事信託の普及が進まない現状に
ある。その理由の重大なものの一つは，民事信託の受け皿がないことであり，信託業法
による制約のために，適切な信託の担い手，特に，適切な受託者がいないという点があ
る。
② 信託業法
ア 現行信託業法の内容
前述のとおり，平成 16 年に改正のうえ施行された現行信託業法は，①受託財産を拡
大し，②兼営金融機関以外にも信託業務参入を許容し，③受託者の責任を強化・合理
化した点等が，その特長である。
しかしながら，兼営金融機関以外が参入する場合，①株式会社でなければならない
こと，②管理型信託会社であっても最低資本金及び純資産は 5,000 万円以上でなけれ
ばならないこと（運用型信託会社では 1 億円）（なお，管理型信託会社は届出制，運
用型信託会社は免許制），③信託業務に 3 年以上かかわった者を配置すること等の高
い人的基礎要件があること等の，高いハードルがある。
これは，所管官庁である金融庁としては，受益者保護の観点から，受託者には相応
しい能力を求めるとともに，受託者に資産を確保させ，また受託者に対して十分な監
督を及ぼすためと考えられる。
イ 信託業法施行令第 1 条の 2 による例外
ただし，信託業法 2 条およびそれを受けた信託業法施行令第 1 条の 2 第 1 号におい
て，「弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼
者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務
に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為」は，信託業法の適
用除外とされている。
③ 日本弁護士連合会のこれまでの取り組み
信託業法や受託者の担い手に関する問題について，日弁連は，これまで，ⅰ）2006 年
（平成 18 年）11 月 20 日付「法律業務に伴う弁護士による信託の引受けを信託業法の適
用除外とする法整備案について」との意見書，およびⅱ）2007 年（平成 19 年）5 月 2 日
「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関
係政令等の整備に関する政令（案）」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣
府令等（案）」に関する意見書を公表している。
ア ⅰ）2006 年（平成 18 年）11 月 20 日付意見書（http://www.nichibenren.or.jp/act
ivity/document/opinion/year/2006/061120.html )
日弁連は，同意見書において，概略以下の意見を述べている。
(ｱ) a 実費の預かり，b 依頼者が事件の相手方に支払うべき金銭または引き渡すべき

財産を管理処分すること，c 事件の相手方が依頼者に支払う金銭又は引き渡す財産
を代理受領して管理すること，d 私的整理事件において債務の弁済に充てるべき依
頼者の金銭その他の財産を管理・分配すること，e 財産管理の依頼に基づいて依頼
者の財産を管理・処分することなどにおいて，弁護士は日常的に信託の引き受けを
業務として行っており，こうした行為は「信託業」には該当しないから，これらが
信託業法の適用除外となる旨を法文上明らかにすべきである。
(ｲ) 高齢者の財産管理の手段として信託が有効な制度であるところ，信託銀行が不動
産を受託しない点等に鑑み，民事信託を受託するものとしては弁護士を措いて他に
ないと考えられる。弁護士には弁護士法上の規制が及んでおり信託業法の適用除外
となっても問題や不都合はない。
イ ⅱ）2007 年（平成 19 年）5 月 2 日付意見書（http://www.nichibenren.or.jp/activ
ity/document/opinion/year/2007/070502.html）
日弁連は，同意見書において，信託業法施行令第 1 条の 2 第 1 号の信託業法の例外
規定に対して，概略以下の意見を述べている。
(ｱ) 弁護士は，
上記ア(ｱ)a乃至eの信託引受けを日常的に業務として行っているから，
こうした弁護士が法律事務の一環として行う信託受託を信託業の適用除外である旨
明文化すべきである。
(ｲ) 弁護士の例外の対象を「委任契約」に限定すべきではない。
(ｳ) 弁護士の例外の対象を必要な費用に限定すべきではなく「必要な支出」とすべき
である。
ウ 当時のその他の問題意識
上記意見書当時は，意見書の内容を踏まえ，弁護士が受託者となることについて，
概略下記のような問題意識があった。
(ｱ) 弁護士は，上記 e の依頼者の財産の管理・処分や，高齢者や障がい者の生活を支
援する福祉型の信託の担い手になることが期待されているが，今後弁護士がどのよ
うな形で福祉型の信託に関与していくか。
(ｲ) しかしながら，弁護士が受託者となった場合には，使い込み等の不祥事の問題が
あり得るところであり，それに対して弁護士会が責任を問われる可能性があり，如
何に受託者たる弁護士を監督するか，その監督に伴うコストも含め，問題がある。
(ｳ) また，信託の受託者においては，受託業務は相当長期に及ぶ可能性があり，また
重い責任を負担することとなる。また，信託行為においては依頼者たる委託者に対
する忠実義務と，受益者に対する忠実義務の利害対立が生じるおそれもある。その
ため弁護士が受託業務を如何にして全うしていくべきかの問題がある。
④ 現行法下における受託者の現状
ア 現行法下における主要な受託者の担い手
上記の信託業法の制約の下では，現行法における主要な信託の受託者は，以下の者
とならざるを得ない。
(ｱ) 信託銀行
現行信託業法下での代表的な受託者の第一は，信託銀行である。信託銀行は，昭
和 18 年の「普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」（兼営

法）制定以来，信託受託の主要な担い手であり，信託の発展を担ってきたといえる。
しかしながら，信託銀行の扱う信託の中心は，投資信託，年金信託等の商事信託
であった。
そして，信託法が改正され，民事信託の発展も期待されることとなって，信託銀
行も民事信託ないし個人を受託者とする信託を受託するよう試みてはいるものの，
民事信託の受託者としての信託銀行には，以下の問題点がある。
まず，信託銀行は，金銭しか受託せず，不動産等は受託しないという点である。
受託資産としてみたとき不動産については，個々の不動産には建築基準法違反，土
壌汚染等の潜在的な問題点がありうることから，コンプライアンスなどの観点から，
リスクを取らないため，信託銀行は，不動産は受託しないのである。既に指摘した
とおり，個人の民事信託を柔軟に行うには不動産の受託もスムーズに行えるべきで
あるが，信託銀行はこうしたニーズには対応できない。
また，仮に受託資産を金銭のみとして考えても，信託銀行の場合，信託設定時の
手数料の他，年間の手数料が発生するため，（手数料を預金利息で賄うとすれば，
現在の金利水準からは）高額の受託資産が必要である。この点，個人の民事信託で
は，数百万円を信託財産にできる必要があり，この点，信託銀行はこうしたニーズ
には対応できない。
(ｲ) 信託会社
現行信託業法下では，信託銀行以外でも，株式会社である信託会社も受託者とな
りうる。
しかしながら，現行法下で存在している信託会社の大半は，商事信託を取り扱う
ものか，個人を委託者とする信託を取り扱うとしても富裕層を対象としたものであ
る。小規模の信託財産を受託できる可能性のある信託会社はごくわずかにとどまる。
(ｳ) 親族など
現行信託法下でも，信託業（信託業法上は「信託の引き受けを行う営業」）とし
なければ，個人も受託者となりうる。例えば，高齢者の資産に関する民事信託では，
親族などが受託者となることも考えられる。
しかしながら，親族などは，専門家でもない以上，その資質や能力において，高
額の信託財産を管理できるかは問題がある。親族などの場合，仮に信託設定時には
信頼できると思っても，将来的には横領等の不祥事や権限の濫用の危険が伴うこと
は避けられない。そのため，事案によっては，そもそも受託者の候補者となりうる
信頼できる親族などが見つからない場合も多い。
イ 現行信託業法において受託者とはなり得ないもの
(ｱ) NPO 法人，社団法人，公益法人
高齢者についての民事信託を考えたとき，高齢者に関わる業務を行っている NPO
法人，社団法人，公益法人等も受託者の有力な給源となりうると考えられる。
しかしながら，一般に，業法上の「業」の対象となるかは，反復継続すれば，無
償であっても業となりうる（貸金業について，最高裁昭和 29 年 11 月 24 日判決刑集
8 巻 11 号 1860 頁）。信託業法の規定においては，信託の引受けを行う「営業」が規
制対象であるが，上記の最高裁判例との違いがあるとは考えにくい。信託業法上の

「営業」を「営利目的で同種の行為を反復継続すること」と捉えたとしても，営利
とはその業全体において収支相償うことを指すから，個々の取引や信託の引受けに
おいて無償であっても，業全体として「営業」とされうると，慎重に解釈すべきで
ある。したがって，こうした法人が，仮に無報酬であっても，反復継続して受託者
となると，信託業として受託業務を行ったこととなり，信託業法に抵触することと
なるため，受託できないこととなる。
無報酬で一回だけなら受託できる可能性はあるといえるものの，民事信託の普及
の観点からは，それだけでは何の解決にもならない。
(ｲ) 弁護士，司法書士等の専門職
専門職は，特に弁護士について考えれば，受託者として相応しいと考える。しか
しながら，信託業法施行令第 1 条の 2 第 1 号の信託業法の例外規定はあるものの，
文言上からはその範囲は限定的であり，日弁連の意見に反し，広く弁護士の受託業
務が適用除外とされていない現状からは，弁護士が，その業務において信託を引き
受けて受託者となると，報酬を伴うことから，現行信託業法に抵触する可能性があ
る。
この点，無償であっても，信託業（信託業法上の「営業」）とされる可能性は否
定できない。例えば，「事務所外で，無償で，１回だけなら業には該当しない。」
との立場も考えられるが，上記の「業」ないし信託業法上の「営業」の解釈からは，
果たしてそれで議論として耐えられるかは心許ない。むしろ，弁護士の視点からは，
個々の信託の引き受けにおいて無償かつ１回限りであっても，弁護士が行う限り信
託業とされる可能性が高いという観点のもとに，慎重に対応すべきであるといえよ
う（弁護士がその家族のために無償で１回のみ受託者になることは，弁護士以外の
一般の場合と同様の意味では考えられるが，例外中の例外とみるべきであろう。）。
また，弁護士も含め成年後見人の不祥事が相次いでいる昨今においては，専門職
が受託者となる場合にも，それに対する監督や不祥事防止策が検討されなければな
らないが，これについては弁護士ないし弁護士会としては真摯に取り組み，社会に
対して信頼を回復し，弁護士が受託者に相応しいことを社会にアピールしなければ
ならない（これについては，立法的解決を検討すべきであるが，それは後記のとお
りである。）。
ウ 現行法における受託者の制約に対する工夫・取組み
こうした現行信託業法下において，個人の民事信託を促進するための，試みとして
は，以下のものが考えられる。
(ｱ) 受託者としての一般社団法人の設立
ある委託者が信託を設定するために，当該信託財産の一回だけの受託を目的とす
る一般社団法人を設立し，かかる一般社団法人を受託者とするというスキームが，
近時行われているようである。
確かに，SPC 的な発想は考えられるところであるし，信託が長期間に亘る可能性
があるとすれば法人を受託者とすることはベターとはいえる。もちろん信託業法の
適用も回避できる側面もある。
しかしながら，一般社団法人スキームでは，誰が設立し社員となっているかが問

題である。例えば，委託者自身が社員であれば，信託行為自体が自己契約的であり，
自己信託の脱法との評価を受ける可能性があり，法人格否認の法理の適用の可能性
も否定できない。また，受益者である親族が社員である場合でも，受益者と受託者
との間の利益相反の問題がありうる。また，受益者である親族たる社員が複数いる
場合には，弁護士としては，親族が友好的な関係を維持している場面のみを想定す
ることはできず，社員たる親族間で内紛が生じた場合に，法人として意思決定が出
来なくなり，受託業務を継続できなくなるのは問題である。弁護士がこうした一般
社団法人スキームに関与する場合は，将来社員たる親族間に対立が生じても維持で
きるスキームを構築しなければならない。
これに対しては，第三者的立場の一般社団法人を設立できればよいとはいえるが，
これについては，こうした法人の理事として受託業務を任せられる第三者がいるか
どうかの問題あり，また容易ではないと言わなければならない。
(ｲ) 第三者委託スキーム
信託法 28 条 1 号では，信託行為に定めがあれば，受託者は受託業務を第三者に委
託できることから，「信託設定時に，第三者に委託できる旨の規定を設けておき，
弁護士なり専門職がこれに基づいて委託を受けて，信託に関与する」というスキー
ムも考えられるところである。
しかしながら，第三者に委託できる旨の信託行為の定めを通じて，弁護士等の専
門職が関与するとしても，フリーハンドではなく，以下の制約がある。
すなわち，少なくとも，信託法 28 条では第三者に対する委託については「信託の
目的に照らして」の制限がある。
更に，第三者委託が可能でも，受託者との信頼関係や受託者選任の意図等が信託
行為の基盤にあるから，それによる制約があるのは当然である。そして，第三者へ
の委託が，専門職への丸投げ的委託が前提であれば，信託業法との抵触の危険があ
る。第三者への委託の際には，委託の対象や範囲について，現実の委託の際はもと
より，信託行為時においても，慎重な配慮が必要である。
⑤ 現行信託業法における受託者の制約の現状に対する評価
ア 上記のとおり，現行信託業法においては，信託業として受託者たりうる信託銀行や
信託会社では，小規模の個人の民事信託の受託者とはなりえない。しかしながら，信
託業法のために，NPO 法人，社団法人，公益法人等が業として受託者となりえないのは
もとより，弁護士，司法書士等の専門職も業として受託業務を行えない状況にある。
また，それを踏まえた現行法上の取り組みも，一般社団法人スキームや第三者委託ス
キームにも限界があり，また現行法下での弁護士の可能な取り組みにおいても，限界
があることは否定できない。
即ち，現行信託業法による制約のため，適切な民事信託の受託者がいないと言わざ
るを得ず，それが信託，特に個人の民事信託の発展を阻害していると言わなければな
らない。
イ 解決策①－現行法下で弁護士として取り組むべきであること
こうした現状においては，高齢者や個人の信託を普及させ，もってこうした者の適
切な財産の管理処分に寄与するには，まずは，現行法下において，可能な限り工夫を

して，弁護士として信託に関わる業務に取り組むべきである。信託契約書の作成等に
よる信託設定時に関わることはもとより，信託監督人および受益者代理人としての関
与や，受託者からの受任ないし受託者の代理人としての業務も考えられる。こうした
フィールドにおいて，現行法のもとで，可能な限り信託に取り組むことが，第一であ
ると考えられる。
ウ 解決策②－立法的解決
ただし，上記のとおり，受託者がいない現状においては，現行法下での工夫では十
分ではない。信託業法改正当時の日弁連の意見書にもあるとおり，疑義の無い形で弁
護士が受託者とたりうるよう，立法的解決を図るべきである。
この点については，様々な問題点がありうるが，弁護士ないし弁護士会として十分
な監督を行い，不祥事を防止して，社会的信頼を獲得するよう努力すべきである。
⑵ 弁護士に対する信頼性の確保
信託の利用を拡大するために弁護士が受託者となるべきとしても，
信託における受託者業
務においては委託者から信託財産を預かって管理することから，弁護士が信託財産を適法に
管理しなければならず，弁護士に対する社会的信頼がその基盤となる。
これに対して，平成 24 年秋以降，複数の弁護士会で，後見人に就任した弁護士が被後見
人の金員を横領するなど，弁護士が業務上預り保管している預り金を横領するという，弁護
士・弁護士会に対する社会的信頼を揺るがしかねない事件等が相次いで発覚した。かかる事
態を受け，日弁連では，平成 25 年 5 月 31 日に第 64 回定期総会において「預り金等の取扱
いに関する規程」（以下，「預り金規程」という。）を制定するなど，弁護士・弁護士会に
対する信頼回復を図るための対策を講じている。
信託における受託者業務も，
委託者から受益者のための信託財産を預かって管理をすると
いう点で後見人業務と類似するため，同様の問題を孕んでいる。弁護士が受託者となること
について，社会的信頼を得られるかが問題となるが，これについては，そもそも弁護士にお
いて社会的信頼を回復・維持するための積極的活動が必要であり，その一環として，受託者
業務にも積極的に取り組み，そこで信頼を勝ち得るよう不断の努力をすべきところである。
具体的には，この問題に対する未然の防止策等を検討することにより，弁護士が受託者業
務を行うことについて，社会的な信頼を確保することが必要である。すでに弁護士会では，
預り金規程を制定し，自浄作用を発揮しているところではあるが，これに加えて，弁護士会
又は第三者機関による監督を組み込んだ制度設計，万一の事態が生じたときのための賠償保
険等についても，今後議論がされるべきところである。
２ 信託税制上の問題点
⑴ 税制による福祉型信託の活用阻害
平成18年に成立した新しい信託法においては，商事信託・集団信託に関する整備のほか，
民事信託の活用および民事信託を利用して高齢者や障がい者の財産を管理する福祉型信託
の展開を期待した整備が行われた。
また，同改正に際しては，来るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため，高
齢者や障がい者の生活を支援する福祉型信託の利用が促進されるよう，担い手として弁護士，
ＮＰＯ等の参入を含め，幅広い観点から検討を行う旨，衆議院法務委員会において附帯決議

がなされるとともに，参議院法務委員会でも同趣旨の附帯決議がなされた。
しかしながら，既に記載しているとおり，来るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会
とするための福祉型信託の利用の促進は全く進んでいないといってよい状況にある。
かかる理由については，前述のとおり，担い手に関する信託業法の改正が進んでないこ
とが大きな理由と考えられるが，新信託法制定に伴い平成19年度税制改正により整備された
信託税制が，過度に硬直的で，信託特有の権利関係や法構造に合った税制となっていないこ
とも理由として挙げられる。
日弁連は，2012年（平成24年）1月19日付け「税制改正提言―福祉分野における信託活用
のための信託税制の在り方―」（http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opin
ion/year/2012/120119_2.html）との意見書を公表しており，以下の記述は，主に同意見書
に依拠している。
⑵ 現行信託税制の内容
現行信託税制は，集団投資信託，退職年金信託，特定公益信託等又は法人課税信託以外
の一般的な信託に関し，以下のとおり定めている。
① 受益者課税・信託効力発生時課税
まず，「信託の受益者（受益者としての権利を現に有する者に限る。）は当該信託の
信託財産に属する資産および負債を有するものとみな」され，また「当該信託財産に帰
せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみな」されている（所得税法13条1
項，法人税法12条1項）(受益者課税)。
また，相続税法は，「信託（省略）の効力が生じた場合において，適正な対価を負担
せずに当該信託の受益者等（省略）となる者があるときは，当該信託の効力が生じた時
において，当該信託の受益者等となる者は，当該信託に関する権利を当該信託の委託者
から贈与（当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には，遺贈）によ
り取得したものとみなす。」（同法9条の2第1項）として，信託の効力発生時に課税する
旨定める。
さらに，このときの課税価格につき，「～当該信託の信託財産に属する資産及び負債
を取得し，又は承継したものとみなして，この法律（省略）の規定を適用する。」（同
条6項）として信託財産を取得したものとみなして算定する旨定めている。
② 受益者連続型信託に関する課税の特例
新しい信託法において明文化された受益者連続型信託（信託法91条）については，例
えば，受益権が元本受益権と収益受益権に分割されている場合に，収益受益権の全部を
適正な対価を取得せずに取得した場合には，信託財産全額を取得したものとみなして課
税されるものとされた（相続税法9条の3，相続税基本通達9-3-1（2））。
かかる特例が設けられた趣旨は，通常の相続において，相続税課税は相続した財産の
価額に基づき課税が行われており，相続人が財産をいくら残そうと相続税の負担は変わ
らないこととの平仄を図る観点からとされている。
具体的には，受益者連続型信託(いわゆる後継ぎ遺贈型)として，委託者Aの有する財産
100に関し受益者B，C，Dに順次引き継いでいくとしても，例えば受益者Bは50，受益者C
は30，受益者Dは20の受益権（合計は100）をそれぞれ取得したものとして相続税が課さ
れるのではない。

通常の相続で，相続人B，C，Dが順番に相続する場合には，まずBは100の財産を相続し，
その後CはBが費消しなかった50を相続し，最後にDはCが費消しなかった20を相続するこ
とになるため，上記事例で，受益者Bには50でなく100を，受益者Cには30でなく50を課税
しようとするものである。結果，受益者連続型信託においても，合計170に対し課税がな
されることとなる。
⑶ 福祉型信託活用に際しての問題点
① 「親亡き後」，「配偶者亡き後」問題解決のための具体的スキーム
障がいのある子を持つ親は，自分が死んだ後の子の生活に大きな不安を持つケースが
多く見受けられるし，高齢な夫婦では，自分が死んだあとに，身体的な障がいや認知症
により財産管理が不可能又は困難な配偶者が残されることに対する大きな不安を抱える
ケースがある。これらは「親亡き後」問題とか「配偶者亡き後」問題などと言われる。
このような場合に信託を利用して，対策を講じることが考えられている。
例えば，以下のような具体例である。
【具体例１】
ア 事例
75歳のAは，知的な障がいのある40歳の長男Bと共に，自己所有の一戸建住宅甲に住
んでいる。Aの妻は，既に没している。長男Bには知的障がいがあるものの，成年後見
制度には広範な権利制限や多数の欠格事由があることから，これらの制度の利用には
躊躇がある。Aの子には，他に36歳の次男Cがいるが，結婚して独立している。
Aは，自宅甲のほか，収益物件として，年間800万円程度の地代収入の得られる乙土
地を保有している。
Aは，自分の死後，上記地代収入を生活の資として，長男Bに，自宅で安定した生活
を送って欲しいと考えている。
イ スキーム
Aは，生前，以下の内容の信託を，信託契約によって設定する。
① 信託財産は，乙土地とする。
② 受益者は，長男Bとする。
③ 長男Bの死後は，信託を終了し，次男Cが，乙土地の所有権を，残余財産として
取得するものとする。
【具体例２】
ア 事例
72歳のXは，身体的な障がいのある65歳の妻Yと，自宅甲で暮らしている。Xは，自宅
甲の他，収益物件として，年間500万円程度の賃料を得られるアパート乙を所有してい
る。なお，妻Yには認知症などの精神的な障がいはなく，成年後見制度および任意後見
制度の利用要件は満たしていない。夫婦には，33 歳の長女Ｚがいるが，結婚して独立
している。
Xは，自分の亡き後，自宅甲については妻Yに与え，妻Yにアパート乙からの家賃収入
を元に，安定した生活を送ってほしいと考えている。

イ スキーム
Xは，遺言によって，以下の内容の信託を設定する。
① 信託財産は，アパート乙とする。
② 第一次受益者は妻Yとし，妻Yの死後，第二次受益者は長女Ｚとする（受益者連
続型信託）。
② 課税上の問題点
ア 担税力がない時点で実質に照らし過大な課税がなされること
【具体例１】において，長男Bは，信託の効力が発生し収益受益権を取得した際に，
信託財産である乙土地そのものをAから贈与により取得したものとみなされて贈与税
の課税を受けることとなる。
しかしながら，長男Bは地代収入の受取りをこれから開始するところにすぎない。
また，長男Bは，乙土地に対する収益受益権を取得するのみで，信託財産である乙土
地について所有権を取得するものではなく，乙土地を処分する権限を有するわけでは
ないにもかかわらず，乙土地を取得したものとして課税がなされることとなる。
一方，自宅甲は居住を継続するため売却は困難であり，結局，長男Bには課税時点に
おいて納税原資，すなわち担税力がない。これでは，上記スキームの組成自体が困難
といわざるをえない。
また，【具体例２】において，妻Yは，Xの死亡時において，Xから妻Yに対し，信託
財産であるアパート乙について遺贈がなされたものとして相続税の課税を受けること
となる。
しかしながら，この場合も，妻Yはこれからアパート乙の賃料収入の受取りを開始す
るところであって，課税時点においては担税力がなく，上記スキームの組成自体が困
難となる。
イ 課税価格が実質に照らし過大であること
【具体例２】において，受益者連続型信託の場合，第一次受益権に期間その他の制
限が付されていたとしても，そのような制限は付されていないものとみなして，信託
財産の相続税評価額満額を基準に課税される。また，受益権を第二次受益者が取得す
る際，再び，上記満額を基準として相続税が課税され，通算して，相続税が二度に亘
り課税されることとなってしまう。
立法趣旨の説明として掲げられている上記事例において，一般の相続の場合には，
相続人Ｂが100を使い切ってしまおうが，10だけ使って90を残そうが相続人の自由な意
思で可能であるが，受益者連続型信託ではそもそも第２の受益者，第３の受益者へ受
益権が移っていくことが前提とされ，第１の受益者で信託財産がなくなり信託が終了
するようなことはそもそも予定されていないのであって，一般の相続の場合と比較す
るのは適当でない。同様に，一般の相続の場合，相続した収益物件について賃貸を継
続して賃料を受け続けることもできれば同収益物件を処分して財産価値100を実現し
て費消することが可能であるのに対し，受益者連続型信託では受益者が受け取ること
ができるのは自分が生存している間の収益の総額でしかないのであって，かかる差異
にもかかわらず一般の相続と平仄を合わせようとすることは適当でない。

また，スキームとして負担付遺贈を用いる場合との均衡も欠く。例えば，【具体例
２】において，負担付遺贈を用いて，当初から長女Ｚにアパートを遺贈するが，長女
Ｚには妻Yの存命中，妻Yに対しアパート乙の賃料から一定額の収益を分配することを
義務付けるスキームを組成することも考えられる。
負担付遺贈があった場合の課税価格の計算については，負担がないものとした場合
における当該財産の価額から当該負担額（当該遺贈のあった時において確実と認めら
れる金額に限る。）を控除した価額によるとされているのであって(相続税法基本通達
11の2-7)，かかる負担付遺贈における納税負担と均衡を欠くといわざるをえない。
負担付遺贈については，負担の履行を確保することが困難であるという問題があり，
これに替わるものとして受益者連続型信託の活用が期待されているにもかかわらず，
負担付遺贈よりも納税負担が増加するというのでは，受益者連続型信託の活用が阻害
されているといわざるをえない。
⑷ 解決策および提言
① 現実受益時課税の原則導入
以上のとおり，担税力のない時点での課税を避けるためには，受益者が現実に受益を
受けた時点で課税する現実受益時課税の考え方を導入していくことが必要である。
平成18年に成立した新しい信託法は，信託の本質について，信託行為により信託財産
の所有権を委託者から受託者に完全に移転し(物権移転の実現)，受託者は信託財産を信
託目的に従って管理運用すべき義務を負っている(債権的拘束の設定)とする債権説の立
場で立法され，かかる債権説は学説上も通説的地位を占めており，受益者が有するのは，
受託者に対する債権的請求権である受益権であって，信託財産の所有権ではないとされ
ている。
したがって，信託のかかる本質に照らせば，信託効力発生時に信託財産を取得したも
のとして課税する現行税制よりも，現実受益時課税を導入することがむしろ新しい信託
法の立場に合致するものである。特に受益権の内容が収益受益権のみであり，信託財産
を実質的に取得したと認められない場合には，現実受益時課税の必要性が高い。
信託はその存続期間が数十年の長期に亘ることもあり，税務執行上の観点から信託行
為時課税を採用するメリットはあるものの，過去においては現実受益時課税が採用され
た時期も存在するのであって，受託者から課税庁への定期的な報告などの手続履行を要
件とするといった措置を採用することによって税務執行の観点に配慮することも考えら
れる。
② 受益権評価の適正化
仮に，信託効力発生時に課税する税制を維持する場合であっても，受益者連続型信託
や期間制限のある信託については，受益者の平均余命や受益権の存続期間を基礎とした
受益権の評価方法の導入を検討すべきである。
例えば，受益者連続型信託において収益受益者が有している受益権は定期に一定額の
金銭を受け取る定期金債権に類似している側面もあり，終身定期金の評価方法(相続税法
第24条1項3号「当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者にかか
る余命年数として政令で定めるものに応じ，当該契約に基づき給付を受けるべき金額の
一年当たりの平均額に，当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金

額」)を基本とした評価方法によることも検討すべきである。
③ 還付措置・課税繰延措置の導入
受益者が受ける給付は，元本受益権の給付を受けるまでの期間の信託財産の滅失・毀
損による価値の低下など，信託設定後の事後的な事情で変化する場合もあるから，あら
ゆる受益権の評価を信託効力発生時において適正に行うことは困難である。
受益者連続型信託において，各受益者は期間中の収益受益権を有するにすぎないにも
かかわらず，信託財産の全部の価額を対象に課税されるのも過大な課税というほかない。
そこで，農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予制度(租税特別措置法70条の6)
や，不動産取得税について一定期間内にその土地に特例適用住宅を新築した場合に申請
により認められている還付制度(地方税法73条の24，同条の27)などを参考に，納税者に
よる申請のほか以下に述べる一定の要件の下で，担保の提供を条件に現実に受益権に基
づく給付が行われるまでの課税を繰り延べる制度や事後的な還付措置によって是正する
制度を採用すべきである。
かかる制度は租税回避行為のおそれも少なく，担税力および適正な財産評価に見合っ
た課税を実現することが可能となると考えられる。
要件としては，福祉型信託普及の観点から，a 財産管理目的であること，b 受益者が
単独で自己の財産の管理を行うことが難しい者であること，c 受益の内容に，扶養義務
(信託設定者の死後も含めて)の履行の内容としての相当性があること，d 受益者が死亡
した後，相当期間内に信託が終了すること，e 信託行為によって受益権や信託財産が換
価不能又は換価困難である旨の定めのあること，f 高齢者・障がい者の福祉を担う弁護
士，ＮＰＯ法人等など適切な受託者であること等が考えられる。
また，同様の要件を満たす場合には，特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託
の特例(相続税法21条の4)の適用範囲を拡大することも検討すべきである。

第６ 民事信託の普及に関する提言
１ 民事信託を普及させるためには，われわれ弁護士の民事信託を活用する意欲，創意工夫と地
道な努力が重要だが，そのほかに，前述の議論をもとに，当分科会としては，以下の民事信託
の普及に関する提言を行いたい。
２ 個々の弁護士が取り組むべき課題
⑴ 利用者への民事信託スキームの提案
日本において，民事信託へのニーズは確実に存在するが，民事信託の存在自体が知られ
ておらず，その利用が進まない原因になっている。そこで，潜在的な民事信託の需要者に対
し，民事信託という財産管理の方法があることを紹介することから始めなければならない。
それには，われわれ弁護士が，高齢者問題に関して相談に来た相談者に対し，高齢者の
財産管理の一手段として，民事信託という手段があることを提案する必要がある。
⑵ 成年後見制度との連携の必要性
成年後見制度と民事信託とりわけ福祉型信託との関係が問題となるが，両者が択一的な
関係にあると理解すべきではない。本書で指摘したとおり，両者には多くの相違点がある。
民事信託には，民法では実現できない後継ぎ遺贈型の受益者連続信託をはじめ，柔軟な制度
設計が可能であるというメリットがある反面，信託契約だけでは高齢者の身上監護への配慮
が十分ではないというデメリットもある。
そこで，高齢者の問題を適切に解決するために，既存のホームロイヤー制度や任意後見・
法定後見制度と民事信託を相互補完的に活用するという視点が必要となる。
そのため，民事信託，特に福祉型信託を十分に活用するためには，われわれ弁護士がホ
ームロイヤー制度，任意後見・法定後見制度に関する十分な知識を身に付けることが重要と
なってくる。
⑶ 受託者以外の信託関係人としての関与
信託業法の規制がある以上，現時点において，弁護士が業として民事信託の受託者とな
ることは困難である。しかし，既に見てきたとおり，われわれ弁護士は，現行法下において
も，民事信託のスキーム組成者または信託監督人あるいは受益者代理人などとして，民事信
託スキームに関与することは可能である。
そこで，民事信託を普及・発展させるためには，既存の制度を前提としてでも，われわ
れ弁護士が担えることを着実に実践し，民事信託の実績を積み重ねていくことが重要となる。
⑷ 現行法の下での受託者の問題
① 親族受託者の育成
また，弁護士が受託者以外の信託関係人として信託に関与する場合，その場合の受託
者としては，まず，親族を想定せざるを得ない。
しかし，既に述べたとおり，親族に信託財産の管理を任せることには使い込みなどの
危険が伴う。そこで，信託制度を社会に広報すると共に，信託の受託者として相応しい
親族受託者の育成を行うことも課題となってくる。親族受託者を育成するためには，わ
れわれ弁護士が，民事信託に関する市民向けのセミナーを開催し，民事信託の制度の概

要や仕組みなどを，市民に対し分かりやすく紹介，解説することが必要となる。
② 一般社団法人を受託者とするスキームの検討
また，一般社団法人を受託者として信託を設定するスキームに関しては，その社員の
構成によっては信託法の脱法行為になる懸念があるほか，信託の終了時に残余財産をど
のように処分するかなど法的に解決しなければならない課題は残っている。
そこで，一般社団法人を受託者とするスキームを利用するには，法的な疑義をなくす
ため，理論的な研究を進める必要がある。
⑸ 民事信託の研究および実践の積み重ね
わが国において，民事信託が活用されていないこともあり，民事信託に関する研究は進
んでおらず，民事信託の理論は発展していない。例えば，前述の一般社団法人を受託者とす
るスキームに関しても研究は進んでいないが，受託者の担い手がいないため，法的な疑義を
残しつつも，窮余の策として利用されているのが実情である。このような一般社団法人の利
用状況は，決して健全なものとはいえない。民事信託を発展・普及させるためには，それを
支える理論的な根拠がなければならない。
他方，民事信託の理論的な研究を進めるには，民事信託の実例の研究は欠かすことがで
きない。民事信託を活用した事例を積み重ねることにより，はじめて，民事信託の研究が深
まり，民事信託の理論の構築が可能となる。
このように，民事信託を発展・普及させるためには，民事信託の理論的研究および実践
は車の両輪であり，個々の弁護士が主体となり，これらを積極的に推し進めていかなければ
ならない。
３ 日弁連が行うべき課題
⑴ 対外的な課題－使いやすい信託制度の普及を目指す諸活動
① 受託者規制の緩和
前述のとおり，現状では，信託業法の規制を受け，弁護士が民事信託の受託者になる
ことはできない。しかし，高齢者の権利擁護の視点も持ち，また多数当事者の利害調整
に長け，さらに紛争を解決することができる弁護士は，専門職として民事信託の受託者
になるには相応しい存在である。特に，必ずしも採算性の高くない福祉型信託に関して
は，既存の信託銀行や信託会社が受託者になることは考えられないため，高齢者問題に
取り組んでいるわれわれ弁護士が責任を持って携わらなければならない。
そこで，民事信託が普及している諸外国の信託法制や信託の利用方法などを調査し，
わが国で民事信託が普及しない原因を研究し，福祉型信託をより使い勝手の良いものに
するべく，受託者規制の緩和を目的とする方策を検討したい。
② 信託税制の適正化
既に，日弁連の 2012 年（平成 24 年）1 月 19 日付け「税制改正提言―福祉分野におけ
る信託活用のための信託税制の在り方―」（リンク先は http://www.nichibenren.or.jp
/activity/document/opinion/year/2012/120119_2.html）で提言したとおり，引き続き，
信託税制の適正化も求めていきたい。
今後は，民事信託が発展している諸外国の信託税制を調査するなどして，より説得力
がある提案を行うことが必要となろう。

③ 市民向けの広報・啓発活動
信託制度が社会に認知されていない状況では，弁護士が市民に信託制度を説明しても，
その理解を得て利用を促進することは難しい。そこで，個々の弁護士が依頼者に説明す
るだけではなく，日弁連が主体となり，市民に向けて，民事信託，特に福祉型信託を周
知する活動を行うことを提案したい。
⑵ 対内的な課題－担い手の養成と支援を充実させる諸活動
① 弁護士に対する適切な監督
受託者規制の緩和を求め，弁護士が民事信託の担い手になることを推進するとしても，
弁護士に対する適切な監督と不祥事対策は欠かせない。そこで，受託者規制の緩和を求
めると同時に，弁護士会などの公的な機関による適切な監督手段を構築するなどの対策
を検討する必要がある。
② 標準的な書式の作成および弁護士向け研修の実施
民事信託の普及をするためには，弁護士が日常業務の中で信託を利用できるようにし
たい。しかし，現状では，弁護士が信託について十分な知識を有しているとはいえない。
そこで，典型的な民事信託の類型について，標準的な信託契約書または遺言の文例を
作成・提案し，多くの弁護士が民事信託を活用できるようにバックアップすることが必
要である。また，弁護士向けに民事信託に関する研修を実施し，民事信託の基礎的な知
識を周知させたい。
③ 民事信託の研究
ア 親族受託者等への支援方法
(ｱ) チェックシステムの構築
信託業法の適用を受けない民事信託についても，委託者が安心して財産を預ける
ことができるように，新たに監督機関の創設などのチェックシステムを構築できな
いかを検討する。
(ｲ) バックアップ組織の創設
既に記述したとおり，今後，親族受託者を育成することも検討課題になってくる
が，その際，親族受託者の相談に応じ，法的なアドバイスを行うなどのバックアッ
プ組織があると安心である。そこで，民事信託を普及させるため，裁判者や行政機
関と連携し，親族受託者をサポートする仕組みを作ることができないか検討する。
イ 新しい信託契約類型の提案
民事信託が利用されないのは，高齢者の財産管理に関し，利用者のニーズを十分に
把握していなかったことが原因である可能性もある。そこで，ホームロイヤー制度や
成年後見制度などとの連携を含む，多様な財産を総合的に活用するための新たな信託
契約等のプランを研究・提案する活動を行うことも検討したい。
４ 最後に
他士業による民事信託の活用は進んでいる状況ではあるが，民事信託の理論的な研究および
実践の双方を十分に行うことができるのは，専門的な法律実務家であるわれわれ弁護士のほか
にいない。その意味から，民事信託を発展・普及させるために，弁護士および日弁連が果たす
べき役割は非常に大きなものがある。

われわれ弁護士が，今回提案された課題に真摯に取り組み，民事信託の普及・発展を目指す
ことが何よりも重要であり，今後，本章の提言に掲げた諸活動を展開していきたい。
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第１

なぜ今，中小企業の海外展開支援業務に注力すべきなのか～克服すべき課題
とその背景～

全国で企業数 400 万を超える中小企業は，日本の経済活動の礎であり，地域社会の生命
線である。中小企業こそが，わが国の技術力，商品力，持続力，文化継承力の源泉とも言
われる。その中小企業の経営者らの多くが，さまざまな法律上の悩みや課題を抱えている
ことが過去のニーズ調査で明らかになっている。さらに，日本のすみずみまで行きわたり
つつある情報化，専門分業化，高度化といった技術や社会の進展が，あるいは少子高齢化，
成熟化，国際化といった社会の変貌が，多くの中小企業に大きな変革をもたらし，さらな
る法的ニーズを生み出している。しかし，中小企業と弁護士との間に深い溝があることも
また，過去のニーズ調査で明らかになっている。中小企業の経営者の多くは，弁護士が訴
訟代理のほかに何をしているのか，何ができるのかを知らず，法的手続（裁判など）以外
で弁護士を利用したことがある中小企業の比率はわずかにとどまる。
こうした状況の下，日弁連は，2009 年の第 16 回業革シンポジウムを契機として，2009
年 11 月に日弁連中小企業法律支援センターを設置し，翌年 4 月には，中小企業の弁護士へ
のアクセス障害解消のため，全国共通番号での中小企業向け弁護士面談電話予約サービス
「ひまわりほっとダイヤル」をスタートさせた。その他，同センターを中心に，中小企業
関連団体との連携，各弁護士会での相談会，交流会，勉強会，他会との相互協力，隣接士
業との協力などの取組みも進めている。
このような中，近時，国内生産消費マーケットの縮小と，これに逆比例するかのような
周辺諸国の生産力消費力の拡大，そして為替変動の蹉跌を逆手にとるかたちで，中小企業
の海外展開志向が加速している。海外から商品や原料を輸入する。ネットや海外代理店を
使って自社製品を輸出販売する。地元名勝地に海外旅行客を呼び込む。製品や部品を海外
で外注生産する。海外に店や工場を出して自ら乗り込む。海外富裕層向けにハイクオリテ
ィな農林水産加工品を売り込む。これらはすべて「海外展開」というビジネスモデルであ
り，政府の成長戦略による政策的主導だけではなく，全国各地の活力ある中小企業が成長
著しい周辺諸国や海外マーケットの勢いを取り込もうと草の根レベルで進んでいる動きで
ある。むしろこうした海外展開を進めている企業と地域にこそ人と資金が集まり活力がも
たらされているともいえる。
しかし，国際取引や海外進出には国内とは異なる特有の法的リスクがあり，その対処を
誤ると莫大な損失や被害を蒙ることになりかねない。法制度・行政制度の違い，商慣習の
違い，文化的背景の違い，言語の違い，距離による即応のむずかしさなどの要因が相まっ
て，国内では小さな出来事で済むようなことであっても，海外との取引や外国での事業で
は途方もない事態に発展しうるのである。
こうした事態を受けて，日弁連は，2011 年夏から，中小企業法律支援センターと外国弁
護士・国際法律業務委員会など関連部会が協働して，弁護士会としての取組みの検討を始
め，中小企業庁ほか複数の中小企業の海外展開支援を行っている公的団体・金融機関への
ヒアリングと意見交換を重ねた結果，中小企業の場合，専門的助言を受けるべき法律問題
があっても弁護士等の専門家に相談していないケースが非常に多くあり，弁護士会として
何らかの措置を講ずべき必要性のあることが分かってきた。反面，こうした案件に対応で

きる弁護士が少なく組織化もされておらず，各地の弁護士会にその対処を委ねることは時
期尚早であり，とはいえ弁護士による法律業務独占の責務に応えるためにも早急に何らか
の措置を取らなければならないことも明らかとなった。そこで，日弁連が時限設置のワー
キンググループによる試行的なパイロット事業という形で口火を切り，あとは走りながら
考えようということで，2012 年 1 月，日弁連の理事会決議を経て，「中小企業の海外展開
業務の法的支援に関するワーキンググループ」（以下「ＷＧ」という。）が発足した。
ＷＧの発足前後に議論されたのは，そもそも日本の弁護士が，外国法の関わる案件につ
いて何ができ，どう貢献できるのかという点である。日本法であれば当然に知識があり，
分からないことがあっても調査方法を心得ており，意見を聞くことができる仲間も周囲に
いるが，外国法についてはこうした前提がない。この点については，中小企業の海外展開
案件ということの性質上，大企業のような専門的で複雑な案件ばかりではなく，基礎的な
取引，すなわち売買，販売代理店や製造委託といた基本的な契約，支店や現地法人の開設，
もしくは契約上又は業務上のトラブルといった，典型的・類型的なものであることがほと
んどであり，また，必要とされる法的支援の中身も，基本的な予防法務や初期対応の助言
といったレベルであることが多く，現地法と実務知識を要する海外での手続の遂行，訴訟
といった段階に達しなくても十分に役に立てると考えられた。たとえば，リスク要因や論
点の洗い出しとその予防策・対応策・解決策の検討，調査を要する事項とその段取り，準
拠法に関わりなく取引類型から当然に導かれる注意点など，取引法務の一般論と渉外企業
法務の経験則に照らせば，かならずしも現地法を知らなくても有益な助言ができ，それだ
けでも依頼者にとって有用性があると言える。よって，現地法を知らない日本の弁護士で
あっても役に立てるケースが，全てではないとしてもかなりの部分あるはずなのである。
より具体的にみると，日本の弁護士が役に立てる業務分野としては，①貿易取引にせよ
海外進出にせよ，そのプランニング段階又は実行段階で，法的リスクや想定されるトラブ
ルについての注意喚起と，その一般的又は出来る範囲で具体的な予防法や対処法について
の助言を行うこと，②実際に展開案件が動きだし，何らかの契約をする段階で，契約書ド
ラフトの作成や，相手が作成したドラフトのチェックと対案作成をすること，③海外進出
や取引を開始した後にトラブルが起こってしまった場合に，法的問題点の把握と分析評価
を行い，一般的に考えられる解決策を考えたうえ，必要に応じて現地の弁護士への指揮監
督や進行管理をする，という「3 つの類型」があると考えられるのである。
こうした私たちの考えは，ＷＧ発足前後の各種団体とのヒアリングでも裏付けられた。
特に，国内でも弁護士を使いなれていない中小企業が，海外でいきなり現地の弁護士を使
うのは難しく，言語や文化の違いとも相まって意思疎通や指示監督に困難をきたし，事態
を悪化させてしまう事例などが報告され，日本の弁護士がこの状況にきちんと対応すべき
責務があるという指摘もみられた。
こうした検証結果を踏まえて，ＷＧでは，日本の弁護士は中小企業の海外展開に対して
付加価値のある支援を行うことができるという認識に至り，こうした業務が個々の弁護士
や法律事務所の力だけでは十分に浸透できていない現状では，少なくとも軌道に乗るまで
の間，弁護士会が政策的に主導する形でその業務開拓を進めるべきだという確信をもち，
日弁連理事会の承認の下，①海外展開支援弁護士紹介制度（パイロット事業），②中小企業
関連団体との連携，③人材育成及びナレッジリソースの確保，④海外弁護士会との連携と

いう 4 つの柱で活動を進めてきた。
このうち，海外展開支援弁護士紹介制度は，今まさに海外との取引や海外への事業展開
を実施又は検討しており現に弁護士の支援を必要としている中小企業に対して即効性のあ
る対応をするため，そうした中小企業が支援を受けている団体と連携協定を結んだ上，渉
外法律業務の実績と能力につき一定の要件を満たした弁護士を紹介する制度である。
その際，報酬面の不安からくるアクセス障害を解消すべく，初回相談 30 分は無料とし，
その後も引き続き希望するときは 10 時間までは 30 分あたり 10,500 円という時間制報酬と
した上で，担当する弁護士の負担にも配慮して，この制度の利用は 10 時間までとし，それ
を超えて依頼者が希望する場合には予め依頼者の了解を得た上で独自の報酬条件での受任
に切り替えることができるものとし，また，実費は別枠であることを明確化した。また，
そもそも紹介を受ける案件としては，原則として海外の現地弁護士等の関与を要さず日本
国内で対応可能なものに限定することで，高度な渉外知識を要するがゆえに上記の報酬体
系では対応しえないような案件を除外しうるようにした。
一昨年のＷＧの立上げ時には，まずニーズが高く対応できる人材が比較的揃っていると
ころから試行的に始めることとして，東京，神奈川，愛知，大阪，福岡の 5 つの都府県を
対象地域とし，また，国際的な法律業務の経験が 3 年以上あって，かつ海外留学や執務経
験があるか少なくとも海外ロースクールに留学可能な外国語力があるという比較的厳しい
要件を適用して，各弁護士会からの推薦により合計約 80 名の担当弁護士を選任するととも
に，ジェトロ，東京商工会議所の 2 団体との連携協定を結んだうえで，2012 年 5 月にスタ
ートした。その後，日本政策金融公庫と信金中央金庫が連携協定先に加わり，現在でもそ
の他の全国的に中小企業向け業務を行う団体との連携に向けた検討や折衝を進めるととも
に，連携協定までは至らなくてもこの制度を利用してもらえる仕組も検討している。さら
に，対象地域についても，2013 年 5 月に，全ての高裁所在地及び中小企業の海外展開支援
活動の実績が重ねられている新潟を新たな対象地域に加えることの検討をスタートし，順
次にその作業が進められている。
2012 年 5 月のスタートから本年 8 月末日までで，実際の紹介依頼件数は 44 件であり，
そのうち少なくとも 18 件が初回相談だけでなく継続相談又は別途受任に至っている。この
相談件数に対する受任比率の高さは，この分野の業務に対する中小企業のニーズの高さ，
支援すべき必要性を示しており，業務開拓の潜在性という点で注目に値する。案件内容は，
海外との取引契約に関するものが多くを占めており，そのなかでも東南アジアとの案件が
中心ではあるが，なかには欧州やアフリカ中近東などもあり，中小企業の海外事業の広が
りを感じさせる。
次に，中小企業関連の諸機関・団体との連携については，弁護士紹介のパイロット事業
において連携協定を結んでいる団体に加えて，中小企業庁及び中小企業基盤整備機構など
他の全国的団体との連携を進めた。たとえば，中小企業庁とともに，2013 年 2 月 25 日付
で「中小企業金融円滑化法への対応及び中小企業の海外展開の支援に関する中小企業庁と
日本弁護士連合会の連携の強化について」と題する共同コミュニケを発表し，中小企業の
海外展開支援について連携を強化することで合意した。そして，経済産業大臣を議長とす
る「中小企業海外展開支援会議」において日弁連が士業団体として唯一の正式メンバーと
なり，国が策定した中小企業海外支援大綱に沿って他の諸団体とともに「海外展開現地支

援プラットフォーム」構想に参画するなど，全国的かつ横断的な取組みを進めている。ま
た，中小企業基盤整備機構が東京と大阪で開催した「中小企業総合展」に参加して，来場
する中小企業経営者らに海外展開における弁護士活用の必要性を啓蒙したり，あるいはこ
れら連携先団体が主催する各種研修会やセミナーに弁護士を講師派遣するといった活動を
行った。こうした連携活動は，当初は全国的な団体が相手先であったが，さまざまな活動
を通じて日弁連の海外展開支援活動が知られるにつれ，都道府県の中小企業支援・産業振
興機関や地方の商工会議所など，地域制のある相手先からも連携に向けた打診や照会など
が入ることがあり，こうした地方への展開をいかに行うかが課題となりつつある。
また，人材育成及びナレッジリソース確保に関しては，まず，中小企業が求めるような
基礎的な国際取引や海外進出法務に対応できる弁護士の裾野を全国的に拡げることを目指
して，昨年度には合計 5 コマの E ラーニング講座を収録して順次公開し，今年度も具体的
な海外展開事例への対処を想定した実践性のあるライブ研修講座を実施すべく準備中であ
る。また，各弁護士会独自の会員向け研修やシンポジウムの開催を側面支援するなど，研
修関係については，ＷＧメンバーを中心とする渉外実務経験豊富な弁護士らの積極的な協
力により相当の実績が積み上がりつつあり，今後もその拡大を期待しうる。他方，ナレッ
ジリソース確保という方面では，中小企業の展開先として重要である東南アジア諸国につ
いては，欧米諸国とは異なりその基本的な法制や各種法令についての情報が乏しく，個々
の会員弁護士が入手することが容易ではないため，これを弁護士会として収集整理して会
員の実用に供するニーズがあることは間違いないものの，情報入手の困難性と，これを整
理して会員弁護士の利用に供する管理体制の必要性等の点から，依然として進め方を模索
する状況が続いている。ＷＧの関連作業にあたる専従人員がいない現状では，民間の海外
法律文献情報サービスの紹介や，海外弁護士会との提携あるいは個々の弁護士がもつ海外
弁護士との個人的ネットワークの活用や，前述した会員向け研修における具体的な海外法
令情報の解説など，さまざまな手法を組み合わせて対処してゆくほかない状況である。
最後に，海外弁護士会との提携については，これまで日弁連や各弁護士会が積み重ねて
きた国際交流の実績のうえに，中小企業の海外展開に際して安心して利用できる外国弁護
士の確保という実用的意義を加えるべく，海外の支援弁護士のリスト化と紹介チャンネル
の確立をめざして，まずは本年 1 月，香港律師会（Law Society of Hong Kong）との間で
覚書の締結に至った。今後，香港での支援弁護士リスト作成と事務連絡の整備を進めると
ともに，さらに他の国々の弁護士会とも連携が出来ないかを模索打診している。
以上が，昨年 1 月にＷＧが発足してから約 1 年半の間の活動状況である。
最後に，こうした活動の経過と現状を踏まえ，今後の課題につきいくつか問題提起した
い。
まず，海外展開支援弁護士紹介制度を始めとする弁護士の中小企業海外展開支援の活動
を，弁護士会の内外でさらに周知し，海外展開を考える中小企業が何らかのルートで必ず
弁護士にアクセスして，法的問題点の把握と対処をしっかりしてもらうことにより，個々
の企業のみならず日本全体でも貿易取引や対外投資に伴うリスクを軽減し，弁護士として
も職域拡大を実現する，という流れを作ること。パイロット事業における紹介依頼件数は
順調に増加しているが，中小企業の海外展開拡大のトレンドや政府による政策的支援の進
み具合などからみて，まだニーズを掘り起しきれていないことが想像される。もしそうで

あるならば，さらなる浸透と周知徹底をどうするか，ということが大きな課題である。中
小企業への法的支援一般につきまとう障壁に加えて，海外展開という局面ではそもそもこ
れが日本の弁護士の仕事なのかという疑念も克服しなければならない。個々の弁護士と弁
護士会の努力が求められることはもちろんであるが，それには自己宣伝とみられてしまう
限界もあり，いかに中立的で信用と実績のある外部団体や機関と連携し，そこからの理解
と協力を得られるかがポイントとなる。この点，日弁連レベルで国家機関や全国的団体と
の連携を進めているが，並行的に都道府県レベルや各地の草の根レベルの団体との連携を
各弁護士会などにおいて進めることが必須であり，そのためには後述するように，各地の
取組みを支援調整し，できないところはサポートに入る形で，弁護士界全体として対外的
な周知啓蒙を底上げすること，また，外部向けに宣伝するだけでなく，実際に内部での人
材育成やナレッジリソースを充実させ，名実ともに対応力を広げることがカギとなる。究
極的には中小企業の海外展開支援における弁護士の貢献の増大，その役割の拡大というこ
とが，すべての課題の先にあるゴールである。
次に，活動の全国展開を進めること。ここには二つの異なる課題がある。
第一に，現にニーズがあり対応できる人材もそろっている 4 大都市圏と新潟県では，日
弁連のＷＧ活動を一つの契機として各弁護士会での独自の取組みが次々と開始されており，
内部研修や啓蒙的セミナーに加えて，地域の実情に応じた支援弁護士紹介制度の応用版や，
各地の中小企業支援機関団体との地方レベルでの連携など，ＷＧが全国的に行っている活
動の地域的な深化と充実が進められている。これは弁護士会の事業活動として本来あるべ
き姿であり好ましいことであるが，反面，各地の取組みがあまりにバラバラで横の統一性
がないと，全国的な連携先団体や，県境を越えて活動する中小企業に，戸惑いや混乱を生
じかねない。各地の独自性と全国的統一性のバランス調整をどうするかということが課題
である。この点については，すでに日弁連のＷＧが全国的な調整機関としての機能を持ち
始めているため，これをさらに正式化・具体化させるということが考えられる。すなわち，
活発に活動している単位弁護士会のメンバーがＷＧに参加し，情報共有，意見交換，方向
性の策定などを行うことで，各自の独自性を最大限尊重しつつ，全国的な統一性や協調を
図るのである。
第二に，大都市圏の上記 5 都府県から試行開始したパイロット事業であるが，実際にス
タートしてみると，対象圏外の周辺府県や大きく離れた地域の中小企業からも紹介依頼を
受ける事例がいくつも出てきた。ここからも分かるように，海外展開する中小企業が全く
出てこない県というのがありえない以上，法律業務独占職である弁護士としては，海外展
開支援法務についても全国的な対応体制を作る責務がある。しかし他方，そうしたニーズ
があるのだろうがそれほど強く見えない，あるいは対応できる人材がいないといった理由
で，なかなか取り組めないという弁護士会が多数あることも事実であり，これをどうする
かが課題となりつつある。短期的には，日弁連のＷＧなどの調整機関の場を通じて，具体
的ニーズに対しては対応力ある隣接弁護士会と調整してカバーしつつ，中長期的には，研
修やナレッジリソース制度を通じて全国どこでもこの分野に対応しうる人材とその業務支
援システムを確保することを目指す，ということが考えられるが，それでよいのか，また，
それでよいとしてどのように構築してどのように運営してゆくのか。
最後に，そもそもの出発点として日本の弁護士も企業の海外展開に貢献できるというこ

とを実質化するために，いかに人材の育成を図ってゆくかということに加えて，その育成
された人材が実務にあたって必要となるリソース，とくに海外諸国の法令実務情報と現地
弁護士人材へのアクセスをいかに確保しうるようにするか。人材の育成は弁護士会として
の重要責務であり，また，法令情報を図書館制度などを通じて会員に提供するというのも
その機能の一つであるが，特に海外展開に関する業務知識と法令等情報というのは，一般
に自助努力での入手獲得が難しいことから，弁護士会として会員支援の一環としてこれを
行う必要性が高い。また，こうした情報と知識の希少性からすると，全国の各弁護士会が
バラバラにこれを行うのではなく，何らかの形で全国的に情報と知識を集約することが必
要ではないかと考えられる。たとえば日弁連が海外法務研修を全国的にライブ実施したり，
地方での研修に必要とされる講師人材を見立てて派遣するなど，研修というフレームでは
全国的な連携が既に開始されており，また，海外弁護士人材へのアクセスについても前述
した海外弁護士会との連携が進められているが，これに加えて，今後は，海外法令情報に
ついても，さらに実用的な形で収集整理・利用提供されるようになることが望まれる。た
とえば，こうした業務を現に扱っている弁護士と未だ扱ってはいないがこれから扱うこと
を希望する弁護士とが一つの場に参加し，知識ある者は知識を出し，知識はないが意欲が
ある者は労力を出すなど，お互いに持てるものを出しあって互助によって人材と知識の底
上げを図るということが，一つのあり方として考えられる。そうした場ができれば，その
機能として他にも，国際的な弁護士団体への参加をサポートして参加者の裾野を広げ，よ
り多くの弁護士が個人レベルでも海外ネットワークを持てるようにすることなども考えら
れる。その場合，その場をどのような目的で，どのような形に構築し，これを誰がどのよ
うに維持，管理，運営してゆくのか，ということが大きな課題となるだろう。
以上のとおり，課題は山積みであるが，これはこの分野の業務拡大の可能性と潜在力の
強さの裏返しでもあり，ここまでＷＧの立上げと運営に関わってきた一人の立場として，
この課題にチャレンジする価値は十二分にあるものと確信する。

第２

１

データからみる中小企業の海外展開に関する法的ニーズと弁護士の海外展
開案件への取組みの現状
中小企業の海外展開の増加
ここ数年，海外に製品を輸出するといった海外との取引，又は生産もしくは販売の

拠点を海外に設けるといった海外展開を行う中小企業の数が増加している。2012 年版
中小企業白書によれば，輸出を行っている中小企業の数は，2001 年には 4365 社だっ
たものが，2009 年には 5937 社となり，9 年間で約 35％増加している（資料 7-1 図 1）。
海外に子会社を保有する中小企業の数も，2001 年には 4143 社だったものが，2009
年には 5630 社と，こちらも 9 年間で約 35％増加している。また，海外に子会社を保
有する企業のうち中小企業が占める割合は 2009 年において 70．6％であり，大部分の
企業は中小企業であることがわかる（資料 7-1 図 2）。
株式会社帝国データバンク（以下「ＴＤＢ」という。）が，自ら保有する企業情報デ
ータベースをもとに，海外への進出・拠点拡大の意向（既に海外進出をしている企業
が進出国・地域を拡大する場合も含む）を調査したところによれば，37．2％の企業は

海外進出・拠点拡大の意向を示しており，引き続き海外展開を行う企業の数は増加す
ることが予想される（資料 7-1 図 3）。
２

海外展開に関する法律相談の需要
2012 年版中小企業白書によれば，中小企業が輸出を開始するために必要な条件とし
て，約半数の中小企業が「輸出先の法制度や商慣習の知識があること」をあげている
（資料 7-1 図 4）。中小企業が海外に子会社を保有するなど直接投資を開始するため
に必要な条件としても，約 60％の中小企業が「輸出先の法制度や商慣習の知識がある
こと」をあげている（資料 7-1 図 5）。
またＴＤＢが独自に行った調査によれば，海外に進出する意向がある企業の 38．4％
の企業が，海外事業を行ううえでの障害又は課題として「法規制・制度の違い」をあ
げている（資料 7-1 図 6）。ＴＤＢによる同調査によれば，海外事業を進めるうえで，
企業が行政（国・自治体）に期待する支援サービスとして最もニーズが高いものは，
「法規制・制度調査支援」であり，海外進出の意向がある企業の 46．2％の企業，全
体でも約 3 分の 1 の企業が「法規制・制度調査支援」を必要な支援であると捉えてお
り，その他にも，「代金・投資回収」，「技術・ノウハウなどの管理」，「知的財産の管
理」といったような法務関連事項も，海外事業を行ううえでの障害又は課題として挙
がっている（資料 7-1 図 7）。
海外展開を行う中小企業の多くは，進出先の国・地域における法規制，制度を理解
することが海外展開を行ううえで必要であると考えており，その他にも法的な支援が
求められていることがわかる。このように，海外展開を行っている，又は行う意向の
ある中小企業に対する法律相談又は法的支援の需要は，潜在的に大きいものであると
いえるであろう。

３

中小企業の海外展開における国内弁護士の活用の状況
日弁連中小企業法律支援センターは，2013 年 7 月，国内の企業が海外展開に関連し
て国内の弁護士をどの程度活用してきたのかの実態を調査した。結果は以下のとおり
である。
(1) 調査の概要
調査タイトル
調査受託者

海外取引・海外進出における国内弁護士の活用動向調査
株式会社帝国データバンク（ＴＤＢ）

調査期間

2013 年 7 月 1 日～7 月 11 日

調査方法

ＴＤＢのモニター登録企業へのインターネット調査

対象企業

海外取引又は海外進出の実績又は意向のある国内企業 2,452 社

回答数

1,051 社

回答率

42.9%

(2) 質問及び回答結果
今回の調査においては，ＴＤＢのモニター登録企業のうち，海外取引又は海外進

出の実績又は意向のある全ての国内企業に対して，海外事業の内容及び進出エリア，
海外進出又は海外取引における法律的なアドバイスを受けた経験の有無，相談相手，
国内弁護士の利用経験の有無など 10 の質問を設定し，1,051 社から回答を得た。こ
のうち 891 社が中小企業基本法上の中小企業であった。
集計にあたっては，回答者の所在地別，業種別，企業規模別（中小企業基本法上
の中小企業か否か），又は海外展開の対象国・地域別等による回答結果の比較が可
能であるところ，本報告では回答者の従業員数に着目して企業規模別の分析を行う
ため，各質問に対する回答を従業員数でグループ分けをして集計，比較した（資料
7-2）。
(3) 調査結果の分析
まず，回答者の従業員数（海外勤務者を含む）に関する質問に対する回答により，
回答者を 5 つのグループに分類したところ，従業員数 300 人未満の企業が 84%を占
めた（資料 7-2
【問 1】）。これらの大多数は中小企業基本法上の中小企業に該当する。
次に，5 つのグループ別の海外事業の内容について質問したところ，従員数の多
いグループほど海外事業拠点の設置の割合が多く，従業員数の少ないグループほど
輸出入の割合が多い結果となった（資料 7-2【問 2】）。
また，海外進出又は海外との取引にあたって海外の法制度や契約書の作成などに
ついて法律的なアドバイスを受けたことがあるかとの質問に対しては，従業員 1000
人以上のグループでは「はい」と回答した企業が約 8 割に達したものの，従業員数
が少ないグループほど「はい」と回答する割合は減少し，従業員 30 人未満のグルー
プでは「はい」と答えた企業は 40％に満たなかった。回答者全員では約半数の企業
が「はい」と回答した（資料 7-2【問 3】）。
続いて，中小企業がこれらの法律的アドバイスを求めてはじめに相談した相手・
団体と最終的にアドバイスを受けた相手・団体を尋ねた【問 4】ところ，はじめに
相談した相手・団体としては，日本貿易振興機構，金融機関，国内の弁護士，コン
サルタント・コンサルティング会社，海外の弁護士，同業者が上位を占める結果と
なり，最終的にアドバイスを受けた相手・団体としては，国内の弁護士，コンサル
タント・コンサルティング会社，海外の弁護士，金融機関，税理士・税理士会，同
業者，その他（親会社など）の回答が多かった。グループ別の傾向としては，従業
員数が多いグループほど最終的に国内及び海外の弁護士から法律的なアドバイスを
受けていた（資料 7-2【問 4】）。
以上の調査の結果，回答者の半数は海外進出又は海外との取引における法制度や
契約書の作成などに関して法律的なアドバイスを受けた経験がなく，従業員数が少
ない企業ほどその傾向が強いこと，また，法律的なアドバイスを受けたことのある
企業でも従業員数が少ない企業ほど国内の弁護士を利用しない傾向があることが判
明した。
さらに，海外進出又は海外との取引に関してトラブルになった経験はあるかとの
質問に対しては，全回答者の約 4 割の中小企業が何らかのトラブルを抱えた経験が
あると回答し，従業員数が 1000 人以上のグループではその割合は 5 割を超えた（資
料 7-2【問 5】）。

少々視点を変えて，顧問弁護士又は日常的に相談ができる日本の弁護士が身近に
いるかとの質問をしたところ，「はい」と答えた企業は，従業員 1000 人以上の大企
業では 9 割を超えたが，従業員数が少ないグループほどその割合は低下し，従業員
30 名未満のグループでは 60％弱であった（資料 7-2【問 6】）。
日本の弁護士に海外進出又は海外取引についての相談をしたことがあるか，又は
今後しようと思うかとの質問に対する回答でも，従業員が多いグループほど「はい」
と答えた企業が多かった（資料 7-2【問 7】）。しかし，日本の弁護士に相談したと答
えた企業の割合は【問 6】で「はい」と答えた企業の割合を大きく下回った。身の
回りに相談できる弁護士がいる場合でも海外展開についての相談を日本の弁護士に
はそれほど積極的に行っていない実態がこの設問の回答で明らかとなった。
【問 7】で「いいえ」とした理由を【問 8】にて尋ねたところ，従業員 1000 人以
上の会社は海外の弁護士を積極的に利用していることの裏返しとして，日本の弁護
士に相談すべきではないとの回答が多かった。一方で，日本の弁護士の報酬が高す
ぎる（コストと成果が見合わない）との回答は従業員数が少ないグループほど多か
った。また，従業員数にかかわらず，他の相談相手で十分に間に合うとの回答はい
ずれのグループでも 2 割程度を占めた（資料 7-2【問 8】）。
以上のとおり，身近に相談できる弁護士がいる企業は全回答者の 72％もの割合で
存在しているのに対し，海外展開に関して日本の弁護士に相談したことのある企業
は全回答者の約 35％にとどまっており，海外展開に関する日本の弁護士の活用は必
ずしも進んでいない。その理由としては，日本貿易振興機構，金融機関，コンサル
タント，税理士などの他の機関や専門家が海外展開における企業の相談相手として
認知を獲得し，法律的な相談に関しても一定程度活用されていること，従業員数の
多いグループに属する企業は海外展開に関する相談を直接海外の弁護士にすること
ができ，日本の弁護士の助力を必要とする場面が限られること，従業員数の少ない
グループに属する企業は弁護士報酬の負担能力が限られるため，同業者や親会社な
どの相談で済ませようとする傾向があること，などがあげられる。
(4) 都市部と地方との比較
本調査においては，都市部と地方とで回答内容に有為な差異や一定の傾向がある
かないかについても検討を試みたが，調査対象がＴＤＢの登録モニター企業に限定
されており，回答者が各地域の企業数や課税売上額等の客観的な数値に比例して分
布しているわけではないことから，正確な地域比較は困難であることが判明した。
そのため，以下は参考データにとどまるが，「海外進出または海外との取引にあ
たって海外の法制度や契約書の作成などについて法律的なアドバイスを受けたこ
とがあるか」
【問 3】と「顧問弁護士または日常的に相談ができる日本の弁護士が身
近にいるか」
【問 6】の二つの質問に対して，中小企業海外進出支援弁護士紹介制度
の試行地域である 5 都府県（東京，神奈川，愛知，大阪，福岡）とそれ以外の地域
別で回答を集計したところ，以下の結果が出た。
あくまで参考値であるが，都市部に本拠地を有する中小企業の方が，顧問弁護士
等が身近にいる割合が 10％近くも高く，海外展開に関する相談における弁護士の活
用にも積極的との結果が出ていることは興味深いため，ここに紹介する。

質問に対する回答

5 都府県の回答

それ以外の地域の
回答

海外進出または海外との取引にあたって海外
の法制度や契約書の作成などについて法律的

37.7％

31.5％

76.2％

66.8％

なアドバイスを受けたことがある
顧問弁護士または日常的に相談ができる日本
の弁護士が身近にいる

(5) 本調査結果の評価
ア

海外展開の実績又は意向を有する企業の 5 割は法律的アドバイスを受けた経験
がない。
法律的問題であるにもかかわらず誰にも法律的アドバイスを受けていないと
いうのは，トラブルになってからの対応では損害の回復が困難であり，予防法務
が重要であることの認識が十分でない企業がまだまだ多いことを示しており，予
防法務の重要性の認識を高めていく必要がある。

イ

法律的なアドバイスを受けたことのある企業においても日本の弁護士・弁護士
会からアドバイスを受けたことのある企業は全体の 2 割前後である。
法律的な問題であるにもかかわらず弁護士・弁護士会にアドバイスを求めてい
る企業が 2 割前後に過ぎないのは，企業が海外展開に関する相談でも弁護士・弁
護士会を利用できることにつき知らない，あるいは他の機関や専門家と比較して
合理的な選択肢だとは思っていない（本調査結果では後者が多いことが示されて
いる）からだと考えられる。そのため，広報活動やセミナー等を通じて，海外展
開に関して弁護士・弁護士会を利用した経験のない企業に対し，弁護士・弁護士
会を利用できること及び他の機関や専門家と比較しても弁護士・弁護士会への相
談が十分に合理性のある選択肢であることを示していく必要がある。

ウ

日本貿易振興機構や金融機関は，現地の法制度や契約書の作成等の相談におい
て，企業のはじめの相談相手・団体としての信頼を勝ち得ている。これらの団体
に対して，海外展開においても法律的なアドバイスについては弁護士・弁護士会
が有用であることを広報していくことが効率的であると考えられる。

エ

企業の 7 割は顧問弁護士等，身近に相談できる弁護士がいながら，海外展開に
おいては日本の弁護士を活用する意識が低い。その理由として，身近な弁護士が
海外展開についての相談までは対応できていないからではないかと考えられる
（次項の弁護士アンケートの結果参照）。海外展開についてプライマリケアのでき
る弁護士を全国に増やし，企業が身近に相談できる環境を整えることによって，
企業の日本の弁護士を活用する意識を高める効果を期待できる。

４

弁護士の海外案件に関する調査
日弁連中小企業法律支援センターは，2013 年 7 月，全国の会員弁護士を対象として，
事業者の海外展開案件1に対する関与の状況等を調査した。

1

本調査においては海外進出と海外取引を総称して「海外展開」という言葉を用いている。

(1) 調査の概要
調査タイトル
調査実施者
調査期間
対象弁護士

海外展開案件に係る弁護士アンケート調査
日本弁護士連合会
2013 年 7 月 12 日～7 月 26 日
司法研修所の修習期 21 期以降の全国の弁護士から無作為抽出さ
れた 6,000 名

回答数

433 名

回答率

7.22％

弁護士向けアンケート調査の目的は，全国の弁護士がどの程度事業者（法人・個
人を問わず，中小企業に限られない。以下同様。）の海外展開案件に関与し，又は関
与する機会があるのかの実態調査及び事業者の海外展開案件に関与する機会があり
ながら関与してこなかった弁護士が抱える課題と今後関与する意欲のある弁護士に
求められる支援は何かを把握することである。
また，この調査で得られた結果は，当分科会における報告検討に加えて，当連合
会の中小企業海外展開支援ワーキンググループに提供され，東京都，神奈川県，愛
知県，大阪府及び福岡県所在の弁護士会の協力を得て 2012 年 5 月からパイロット事
業として運用する「海外展開支援弁護士紹介制度」
（資料 7-5）の今後のあり方の検
討資料としても活用されることが予定されている。
(2) 質問及び回答の集計結果
この調査では，無作為に抽出された 6,000 名の弁護士を対象に，事業者の海外展
開案件に係る問合せを受けた経験の有無，問合せを受ける頻度及び件数，海外展開
案件の問合せの増減，問合せを受けた経路及びその内容，案件の受任経験の有無，
受任する機会がありながら受任しなかった理由，受任しなかった案件を他者に紹介
したか否か，今後海外展開案件を受任する意欲の有無と受任しない理由，今後海外
展開案件を扱う上で好ましい弁護士向けの支援制度の内容など 13 の質問を設定し，
433 名の弁護士から回答を得た。
それらの回答を回答者の属性に応じて地域別（上記パイロット事業の実施地域と
それ以外。資料 7-3）と修習期別（資料 7-4）に集計を行った。
(3) 調査結果の分析
ア

海外展開案件に関与する機会の有無とその内容等
・全体的な傾向
事業者から海外展開案件に係る問合せを受けたことがあるかとの問に対す
る回答は「ある」が 433 名中 156 名（36％）であった（資料 7-3【問 1】）。問
合せを受けた経験がある回答者のうち 8 割以上の回答者が 1 年に 1 件以上の問
合せを受けており（資料 7-3【問 2】），同じく 9 割以上の回答者がここ 2～3 年
で問合せが増えているか変わらないと回答した（資料 7-3【問 3】）。回答結果
から，回答者の約 3 割が海外展開案件について年 1 件以上の問合せを受けてい
ること，問合せの件数は変わらないか増える傾向にあることが判明した。
問合せを受けた経路に関する質問では，顧問先からの問合せとの回答が圧倒

的に多く，次いで顧問先からの相談者の紹介，さらには他士業及び他の弁護士
からの紹介も多かった。他の回答としては，金融機関，地方自治体及び知人か
らの紹介のほか，顧問先ではない従前からのクライアントからの問合せやホー
ムページ・セミナー・公告からの問合せも 1 件ないし数件回答があった（資料
7-3【問 4】）。回答結果から，海外展開案件は固定客からの相談や紹介が多数を
占めるが，他士業や他の弁護士からの紹介もそれなりにあることが分かった。
問合せのあった案件の内容は多岐に渡り，回答数が上位のものから，海外で
の共同事業，販売代理店契約，外国法制度の調査，海外子会社・支店設置，輸
入，海外企業への生産委託契約，輸出，海外Ｍ＆Ａ，海外企業への技術供与の
順であった（資料 7-3【問 5】）。日本企業の海外事業に対するファイナンス，
海外での訴訟サポート，労務・紛争解決，撤退等についても，件数は少ないな
がら回答があった。海外展開案件に関しては，紛争解決よりも紛争の予防や契
約に関する問合せが多い結果となった。
・地域別の傾向
回答者のうち上記パイロット事業の実施地域に所属する者は 242 名で，それ
以外の地域の者は 191 名であった。
海外展開案件に係る問合せを受けたことがあるかとの質問に対し，「ある」
と回答した者はパイロット事業実施地域では 120 名（49.6％）と約半数に上っ
たが，それ以外の地域では 36 名（18.8％）と 2 割にも満たなかった（資料 7-3
【問 1】）。年間平均問合せ数については，パイロット事業実施地域の 5 割以上
の回答者が年 3 件以上の問合せを受けると回答したのに対し，それ以外の地域
の 8 割以上の回答者が年に 1～2 件未満に留まるとの回答であった（資料 7-3
【問 2】）。ここ 2～3 年の海外展開案件の問合せが増えているかとの質問に対す
る回答でも，パイロット事業実施地域では 5 割超の回答者が増えていると回答
したのに対し，その他の地域で増えていると回答した者は 3 割に満たなかった
（資料 7-3【問 3】）。他方，問合せの経路（資料 7-3【問 4】）と問合せの内容
（資料 7-3【問 5】）に関しては，地域別の回答に若干の差異はあったものの，
顕著な違いは見られなかった。
これらの結果から，パイロット事業の実施地域に属する弁護士はそれ以外の
地域の弁護士よりも海外展開案件に携わる機会が多いことが判明した。
・修習期別の傾向
回答者の分布を確認したところ，修習期が 21 期から 35 期が 66 名，36 期か
ら 50 期が 72 名，51 期から 60 名が 128 名，61 期から 65 期が 165 名であり，
51 期以降の回答者で 293 名（68.1％）を占めた。
海外展開案件に係る問合せを受けたことがあると回答した者は 51 期から 60
期までの割合が最も高く 46.1％，次いで 36 期から 50 期までが 45.8%であった
が，61 期から 65 期までは 23.0％に留まった（資料 7-4【問 1】）。また，年間
平均問合せ数に関する質問では，問合せが 11 件以上との回答は 61 期から 65
期の回答者が最も少なく（5.4%），36 期から 50 期の回答者が最も多い（30.3％）
結果となった（資料 7-4【問 2】）。

修習期の若い回答者は弁護士としての経験が浅く，経験年数の長い弁護士よ
りも関わった案件や顧客の絶対数が少ないためにこのような傾向となったも
のと思われる。
ここ 2～3 年で海外展開案件の問合せが増えているかとの質問でも「増えて
いる」との回答がもっとも少ない（31.4％）のが 61 期から 65 期であった。
イ

海外展開案件を受任しない理由と今後受任する意欲の有無等
・全体的な傾向
問合せを受けた案件を受任した経験があるか質問したところ，受任したこと
はないとの回答は 33.8%であった（資料 7-3【問 6】）。そこで，受任したことが
ないと回答した者にその理由を尋ねたところ，外国の法制度の知識の不足，海
外取引の知識の不足，語学力の不足という自身の課題をあげた回答が多数を占
めた（資料 7-3【問 7】）。受任しなかった案件について誰かを紹介したかの質
問に対しては，紹介しなかったとの回答が最も多く 32 件，次に他の弁護士を
紹介したとの回答が 16 件，ジェトロが 2 件であった（資料 7-3【問 8】）。
次に，過去の問合せや受任の経験の有無を問わず全員に今後の海外展開案件
を受任する意向を尋ねたところ，「思わない」の回答が 51.6％となり，「思う」
の 48.4％をわずかに上回った（資料 7-3【問 9】）。
「思わない」と回答した者に
その理由を質問したところ，外国の法制度の知識の不足，海外取引の知識の不
足，語学力の不足が多数を占めた。その他にも，報酬額に手間が見合わない，
日本の弁護士が関与する仕事だとは思わないとの回答がそれぞれ十数件あっ
たほか，案件がない，受任の機会がないとの回答も寄せられた（資料 7-3【問
10】）。
以上の結果から，海外展開案件に今後取り組みたいと希望する者は半数程度
存在するが，希望しない者が希望する者を若干ながら上回っており，希望しな
い者は自身の知識及び能力不足を感じていることが明らかとなった。
・地域別の傾向
パイロット事業実施地域とその他の地域では，回答者の海外展開案件を受任
した経験及び今後受任しようとする意欲に顕著な差があることが判明した。
問合せを受けた海外展開案件を受任したことがあるかとの問いに対して「あ
る」と回答した者は，パイロット事業実施地域では 73.9％に上ったが，その他
の地域では 40.0％に留まった（資料 7-3【問 6】）。また，今後海外展開案件を
受任していこうと思うかとの質問に対する回答では，パイロット事業実施地域
の回答者の 62.0％が「思う」と回答したのに対して，その他の地域では回答者
の 68.9％が「思わない」と回答した（資料 7-3【問 9】）。
一方，海外展開案件を受任しない理由については顕著な地域差は見られず，
回答者自身の語学力不足，海外取引知識不足及び外国法制度知識不足という認
識が，海外展開案件の受任を躊躇させる主たる理由として，全国的に共通する
課題であることが判明した。なお，その他の地域特有の回答として，
「地方都市
では研鑽を積む労力に見合う程のニーズがない」，「田舎なのでそもそも案件が
ない」という趣旨の回答が散見された。

・修習期別の傾向
海外展開案件を受任しない理由に関しては，修習期別の回答の集計結果に大
きな傾向の違いは見られなかった。
他方，今後海外展開案件を受任する意欲の有無に関する質問については，修
習期が若い回答者グループほど積極的であるとの回答が得られた（資料 7-4【問
9】）。もっとも，この傾向が海外展開案件に特有のものとするデータはなく，他
の業務分野においても同様の傾向を示す可能性は否定できない。
ウ

海外展開案件に取り組む意欲のある弁護士に必要とされる支援
全対象者に海外展開案件を扱う上でどのような弁護士向けの支援制度があると
良いと思うか尋ねたところ，回答数の多かったものから順に，外国法制度の照会
サービス（238），研修の拡充（188），外国弁護士の紹介（176），海外展開案件を
処理できる弁護士の紹介制度（175），翻訳サポート（170），共同受任の仕組み（96），
採用に関するもの（9）という結果であった（資料 7-3【問 11】，資料 7-4【問 11】）。
この質問に対する回答に関しては，地域別，修習期別の回答結果に特筆すべき
差異は見られなかった。

(4) 調査結果の評価
本調査の結果，パイロット事業実施地域の回答者とその他の地域の回答者とで，
海外展開案件に関与した実績や今後受任する意欲の点で大きな隔たりのあることが
確認された。パイロット事業実施地域に代表される都市部の回答者の方がその他の
地域の回答者よりも海外展開案件により多く関わる機会があり，今後も積極的に受
任する意欲を有している。実際に海外展開案件の問合せを受けて，受任までした経
験のある者はパイロット事業実施地域の回答者 242 名中 88 名であるのに対し，その
他の地域の回答者 191 名中では 14 名に過ぎなかった（資料 7-3【問 1 乃至 6】）。
もっとも，その他の地域の弁護士にも海外展開案件の受任意欲を有する者は 191
名中 59 名存在しており，これらの者が海外展開案件の処理に必要な知識，能力を身
に付け，経験を積むことにより，地元の事業者の海外展開案件を受任する機会を増
やすことは十分に可能であると思われる。同時に，都市部でも海外展開案件を受任
したいとの意欲を有する回答者は若手の弁護士を中心に多数存在し，地域を問わず，
海外展開案件を受任できる弁護士を育成し，事業者の需要に応えていく必要がある。
そのためには，回答者があげた海外展開案件の受任に対する 3 つの主要な阻害要
因である語学力不足，海外取引知識不足及び外国法制度知識不足を解消することが
不可欠である（但しそれで十分であるとは限らない。）。
問 11 の回答結果では，外国法制度の照会サービス，研修の拡充，外国弁護士の紹
介，海外展開案件を処理できる弁護士の紹介制度，翻訳サポート，共同受任の仕組
みが求められる支援としてあげられていた。日弁連，弁護士会としてどこまでの支
援が可能もしくは必要かについては，今後の議論にゆだねるほかないが，実施する
ことで海外展開案件の担い手を増やす効果が期待できる。
また，パイロット事業として実施中の中小企業海外展開弁護士紹介制度の実施地
域を拡大することができれば，未実施地域の弁護士の海外展開案件の受任機会拡大
に寄与するであろう。

第３
１

弁護士が中小企業の海外展開支援を行うための道筋
国内系事務所から渉外案件を扱うようになった例：樋口一磨（東京弁護士会 56 期）

(1) 趣旨
私は，もともと何ら国際的なバックグラウンドを持たず，また修習後に就職した
事務所もドメスティックな事務所であったものの，留学を経て約 2 年前に独立し，
国際案件への対応力を押し出して営業を行い，現在，案件の約半分が何らかの渉外
的要素を有しているという点で，これから渉外案件を扱いたいと考える方の参考に
なればと思い，これまでの経験を述べる次第である。
(2) 経緯
①

司法修習まで
私は，何ら国際性のない環境に育ち，留学や海外生活の経験もなかった。もっ
とも，語学に多少の興味があり，海外コンプレックスというような気持ちととも
に，いつかは国際的な仕事をしたいと考えていた。とはいっても，夢は極めて漠
然としており，どのようにすればよいのか見当が付かなかった。
司法試験合格時は修士課程の 1 年目に在籍していたので，修習を 1 年遅らせ，
ケンブリッジ大学のサマースクールに参加した。海外での生活は初めてであった
ので，自分にとっては大変勇気のいることであったが，とにかく一歩を踏み出し，
コンプレックスを少しでも解消したいとの思いであった。1 か月程度のコースで
あったが，英米法の講義もあり，文字通り貴重な第一歩であった。

②

事務所の選択から留学決定まで
漠然と渉外案件に憧れつつも，実際の業務のイメージがつかめず，また伝統的
な弁護士業務を経験したいとの気持ちも強かった。また，留学の希望はあったが，
渉外事務所に勤務して派遣させてもらうという一般的なスタイルには抵抗があっ
た。自分にとって最も重要な要素は時期であった。できるだけ早く外の世界を見
たい（できれば 20 代の内）という気持ちがあったため，渉外事務所における一般
的な留学のタイミングは遅く感じられた。渉外事務所における留学中の待遇面は
魅力的であったが，逆に自力で切り開いた方が真剣に取り組めるのではとの考え
もあった。
そこで，ご縁のあった弁護士約 20 名の中堅事務所に入れて頂いた。案件はほ
とんどが国内であり，先輩が 1 人，事務所の歴史上初めて米国ロースクールを目
指しているという環境であった。実際に取り扱った案件も，ほとんどが国内案件
であった。
採用面接においては，留学したい旨を率直に伝えた。金銭的なサポートは何も
ないとされたが，上記の通り，それはあまり重要ではなかった。すぐに留学で抜
けてしまうことを承知で採用してくれたことに心から感謝している。
できるだけ早く留学したいという考えから，登録から 1 年経ち，ようやく業務
に慣れてきたところで，翌秋の出願を目指し，ＴＯＥＦＬと出願の準備を始めた。
英語は完全な独学であったため，なかなか必要な点数が揃わず苦労し，約 1 年が

かりで基準点に達した。
そして登録 2 年目の秋に 9 校出願し，5 校からアドミットされ，日本人が少な
そうなミシガン大学ロースクールを選び，登録から約 2 年半，29 歳にて出国した。
③

留学中
ミシガン大学のＬＬＭは，35 名程度と少なく，またＪＤと全く同じカリキュラ
ムであることに特徴があった。日本人も 5 名と少なく，寮に入ったのは私だけで
あったため，英語漬けの日々となった。ＪＤと同じように毎日朝から晩までケー
スブックを読み込んだことで，英語力はかなり強化されたと感じている。
ＬＬＭ修了後の 2 年目については，何らコネがなかったが，ＬＬＭ開始当初か
ら就職活動を開始したことが功を奏し，シカゴの中堅ローファームに有給で勤務
できることが決まった。
ＬＬＭ修了後，ニューヨーク州の Bar を受験し，シカゴへ移動した。シカゴで
は，お客扱いをされて安易に過ごしてしまいがちと思われたので，各弁護士の部
屋を頻繁に訪れて，自分から積極的に案件に関与させてもらうよう試みると共に，
日本法に関するプレゼンも自主的に開催した。
また，地元の日系企業コミュニティにも積極的に参加し，楽しみながらネット
ワーキングに勤しんだ。こうした関係は，現在の業務に大きく寄与していると感
じている。

④

帰国後から今日まで
約 2 年 3 か月の米国生活を経て，元々所属していた事務所に迎え入れて頂いた。
国内系といっても，渉外案件のポテンシャルはあったと思われ，契約関係など，
渉外系の業務が自然と増えていった。
帰国後しばらくは，独立については流動的であり，自分の経験が生かせる環境
であれば，独立にはこだわっていなかったが，約 2 年が経った頃に自分のスタイ
ルでやってみたいとの思いが強まった。幸い，自主性を重んじる所風から，独自
のクライアントも多少あり，経営のベースを確保できたことから心を決め，東日
本大震災後の 6 月に独立した。
現在，2 年を経過し，この 8 月から 63 期の方に加わって頂き，事務員を含め 3
人体制で執務している。

(3) 業務内容
正確な統計によるものではないが，何らかの渉外性を帯びる案件（典型的には海
外企業との契約や，当事者が海外である場合など）は，全体の半分程度と思われる。
もっとも，業務内容は，あくまで日本の弁護士としての業務を核とし，企業法務，
訴訟，そして一般民事といった伝統的業務にも対応している。渉外性を帯びる業務
は，そのような伝統的業務の延長線にあるイメージであり，渉外案件が特別である
という意識はあまりない。渉外案件の多くは契約関係であるが，直接進出案件や，
外資系クライアントを当事者とした訴訟などもある。
現在，一部上場企業，外資系企業を含め，顧問先及びそれに準じるクライアント
は大小約 20 社あり，その内約 4 分の 3 は海外対応力が契機となり現在の関係に至っ
ている。もっとも，入口は渉外案件であっても，その後は純粋な国内案件の相談を

受けることも多い。その他の企業クライアントも似たような状況である。
外資系企業は，国際法曹協会（ＩＢＡ）などの国際団体でのネットワーキングを
通じて，外国の弁護士から紹介を受けることがある。個人のクライアントの案件に
ついても，離婚，相続，不動産など，国際色を帯びることが多い。
海外現地のサポートが必要であるときは，ＩＢＡなどで自ら築いたネットワーク
を生かして協力を得ている。このネットワークを実際に活用する機会はまだ多くは
ないが，いつでも，世界中どこでも対応できる体制を構築するべく，常に拡充に努
めている。
(4) 渉外業務に必要なもの
①

ネットワーク
直接進出案件，また海外での法的手続に際しては，現地弁護士とのネットワー
クは必須であることはいうまでもない。頻度の多い契約案件については，準拠法
が外国法となる場合でも，コストの観点から，現地法に基づくレビューは行わず，
一般法的観点からのレビューにとどまることについてクライアントの了解を得て
対応することも多い。しかし，重要な契約については，やはり現地法の弁護士の
レビューを求めるべきであるし，いざというときのために現地ですぐに対応でき
る体制を整えておくことが望ましい。従って，少なくとも，対象となる地域につ
いてのコンタクトは必要といえる。
私は，こうしたネットワークを自ら世界中に構築するべく，帰国後からＩＢＡ
などの国際団体に積極的かつ継続的に参加している。留学中のネットワークも大
いに役立っている。

②

語学力
例えば，中国のみをターゲットとするといった場合でなければ，ある程度の英
語力は必須といえる。世界の共通言語であり，法律の世界でも同様である。私の
場合は，中国語は解しないため，中国人弁護士とも英語でやりとりしている。英
語力のレベルは，オーラルが不自由であっても，契約英語についてニュアンスの
レベルまで理解，反映することができ，また一般的なビジネスメールを打つこと
ができれば，十分に通用するといえる。

(5) 最後に
日本の弁護士には，海外，英語といっただけで，拒否反応を起こす方も多いと見
受けられる。しかし，ビジネスのグローバル化に伴って，法律業務も国境を超える
のはむしろ当然であるので，渉外業務に対応できないのではクライアントのニーズ
に応えられない。リソースが不足している場合は，まずは他事務所の協力を得なが
らでもよいので，積極的に対応し，勉強していくことが，弁護士としての社会的責
任であるとともに，業務の拡大にも資するものと考える。

２ 会員へのアンケート
稚内市，横浜市，名古屋市で中小企業の海外展開支援に取り組む会員へのアンケート

1.海外
関連業
務に従
事する
ように
なった
経緯

2.
現在の
業務
内容
(
海外関
連業務
以外も
含む)

3.海外
関連業
務に必
要なリ
ソース

4.必要
な語学
力

古井健司会員（52 期，旭川）
東京時代は，前職が外務省であ
ったのと，そこで扱った案件の多
くが経済案件であったことから，
前職のキャリアを生かしたく，あ
さひ法律事務所国際部門（当時）
に入所した。こちら（稚内）に来
たのは海外関連業務とは無関係
の動機，経緯だが，来てみると，
海産物や中古機械の輸出入，合弁
事業の実施などでロシア企業と
の取引，ロシア人・ロシア船関係
のトラブルが多く，なぜか再び，
海外関連業務に従事することと
なった。ただ，その内容と対処方
法の違いには，当初，相当戸惑っ
た。
海外業務以外ということでは
一般的な金銭をめぐるトラブル，
会社の倒産処理，また過疎化・高
齢化を背景に，成年後見，財産管
理，といったウェートが高くなっ
ている。海外関係では，金銭関係
や船舶関係のトラブルへの対応
のほか，海外展開を考える現地中
小企業や自治体，商工会議所に対
するアドバイスなどが主なとこ
ろである。
地方でロシア問題を扱う場合，
避けて通れないのが法令と裁判
制度に関する情報の圧倒的不足，
加えて，書類の改ざん，偽造等の
不正行為が珍しくないこと（特に
極東地域）です。こうした問題に
有効に対処するためには，相手の
国情に関する情報，当該国におけ
る信頼できる人脈（協力者の存
在）が，特に重要なように思う。
地方でのロシア案件，というこ
とになるが，地方案件に関する限
り，英語は全く役に立たない。し
たがって，特殊なバックグラウン
ドのない日本人弁護士が，そうし
た案件にかかわる場合には工夫
が必要だが，小職の場合は，幸い
なことに行政（業界団体）お抱え
のロシア語の達人や対ロシアの
取引実務に精通した地元の企業
家が近くにいるので，教えていた
だいている。

安井琢磨会員（57 期，横浜）
私は，もともとは特に海外関連
業務に従事したいと思っていた
わけではないが，
「海外に出て広
い世界を見てみたい，視野を広げ
たい」とは思っていた。機会があ
れば海外留学をしようと思って，
実際にアメリカのロースクール
へ留学した。留学後しばらく現地
のローファームで働いたが，その
後そのときの経験を活かした仕
事をしてみたくなったため，海外
関連業務に従事するようになっ
た。

野田雄二朗会員（59 期，愛知県）
もともと旅行好きで，特に中国
語も知らないまま，修習前に合計
3 ヶ月中国を貧乏旅行した。その
際，中国の発展ぶりを目のあたり
にし，中国語もある程度覚えたの
で，将来中国業務を扱うことを意
識しつつ勉強を続けた。3 年前，
中国法の修士号をとるため大学
院に入学したことを機に，指導教
授の伝手で上海の法律事務所で
2 ヶ月研修を行い，以後本格的に
中国法業務を扱っている。

一般民事事件を中心としてい
るが，海外留学経験があるため
か，国際離婚，国際相続案件，そ
の他の国際事件（依頼者が海外在
住の個人や法人）も少なからずあ
る。

中国関係が業務負担の 3 割く
らいか。ちなみに売上比率にする
と，１割そこそこ。常に何らかの
中国関連業務を抱えている。
中国関連業務の大半が，進出す
る日系企業の契約書のチェック
である。
合弁契約，
技術援助契約，
輸出契約，販売代理店契約，中国
国内の取引基本契約，就業規則・
労働契約書等々。その他はほぼ一
般民事，家事。刑事少年も少し。
興味関心と熱意，行動力に尽き
る。中国に興味関心をもち，躊躇
せず現地の事務所で研修をする
という行動に移したことが現在
の自分につながっている。

英語力，海外の弁護士とのネッ
トワーク，英文契約書の基礎知
識，その他国際取引，海外紛争に
おけるノウハウが考えられる。

英検準 1 級程度の英語力はあ
った方がいいと思う。もっとも，
それで十分というわけではなく，
それ以上の英語力があるのが望
ましいと思う。読み書きの能力，
英文法の知識が特に重要と思う
（英文契約書の条項は難しい文
章構造を使うことが多い）
。

中国業務に関していえば，会話
は必須でないと思う。資料の原典
にあたれるための読解力，検索す
るための入力技術は最低限必要
で，それに加えて契約書の作文能
力があれば中国語版の契約書も
作成可能となる。

5.必要
なノウ
ハウ

上記の事情で，信頼できる協力
者との関係が重要ではないかと
思う。

6.各種
リソー
スを獲
得する
ための
方法
7.事務
所所在
の地域
の特色

地方では歴史のある中小企業
や取引経験豊富な個人の事業主
の方が，経験に即してそうしたリ
ソースを持っていることも多い
ので，広く，地元の事情通と仲良
くしておいたことが役に立った。
古い漁村なので，地域独特の風
習，商慣行の中で形成されてきた
取引関係が多くある。また，海外
展開に関しては，戦前から続く，
いずれも辺境地域同士の交流（サ
ハリン州との交流）がベースにあ
り，
「品のいい」法的議論だけで
は，なかなか問題解決が難しい土
地柄である。
外国政府，企業との交渉のみな
らず，
日本における政府，自治体，
政府関係機関の対応や考え方な
どについての知識，経験も，海外
業務を展開するにあたっては有
益と感じている。

8.海外
業務を
展開す
るにあ
たり，
これま
での経
験・勉
強で役
に立っ
ている
こと
9.海外
支援業
務展開
を検討
してい
る弁護
士に対
するア
ドバイ
ス

相手国の国情，地域間の経済的
格差，地域士の歴史的つながり
（歴史的経緯）
，常識感，などの
違いとそれぞれに対して個別に
やり方を考えなくてはならない
現実は，なかなか一般論では括り
にくいところがある。地域色の強
い案件であればあるほど，臨機応
変にやり方を工夫していく必要
がある。

基本は，国内における契約書の
作成能力・チェック能力と変わり
ないと思う。それに加え，国際取
引において気をつけるべきポイ
ントを把握することが必要と思
う。いずれにしても，結構，文献
が販売されており，日弁連の Eラーニングなどもあるので，自分
でノウハウをある程度身につけ
ることは可能と思う。
私の場合は，海外留学，現地の
ローファームでの勤務，日本の渉
外事務所での勤務だった。

完全に自己流なので，よくわか
らない。中国法は規定が詳細かつ
複雑で地方ごとにばらつきが多
いので，資料の原典を粘り強く調
査する力であろうか。

新横浜駅の近くは，神奈川県の
中では法律事務所の数が少ない
ことか。

名古屋はやはり自動車部品メ
ーカーをはじめ，大中小の製造業
が多い。特に中小は法的な手当が
十分でないまま進出する傾向が
ある。

海外留学で獲得した世界から
集まってきた弁護士との人脈，英
語力や，日本の渉外事務所での実
務経験が役に立っている。

もちろん，国内の契約書をチェ
ックした経験がよく役に立って
いる。ただし，やはり実際に個別
の案件を通じて蓄積した知識等
にまさるものはない。個人的に
は，セミナーを聞くのは好きでな
く，書籍等から入る情報の域を出
ないのであれば聞く意味はない。
重要なのは，書籍になかなか出て
こない実体験などの情報で，それ
が契約書の作成にフィードバッ
クされる。
少なくとも中小企業の支援に
重点を置く限り，はっきり言って
専門性の高さと比べてペイする
分野ではないと思う。興味関心と
熱意が先行していないと，頓挫す
る可能性が高い。逆に，興味関心
と熱意があれば，これからとても
おもしろい分野だと思う。

決して難しい業務ではないの
で，難しく考えず，この世界に飛
び込んでみるとなんとかなるも
のだと思う。むしろ，通常の案件
の方こそ，弁護士としての能力が
必要とされるものと思う。国際案
件については，一定の英語力と海
外の弁護士とのネットワークと
ちょっとしたノウハウさえあれ
ば，大抵の仕事はこなせるのでは
ないかと思う。

その都度の仕事に全力投球す
ることに尽きると思う。日頃から
関心をもって中国法関係の情報
に接するようにしてはいるが。

福岡市に拠点を置いて中小企業の海外展開支援に取り組む会員へのアンケート
松井仁会員
（44 期，
福岡県） 田中雅敏会員（51 期，福岡県）
1.海外
関連業
務に従
事する
ように
なった
経緯

2005 年に英国留学から
帰ってきて，現在の福岡国
際法律事務所に入所して
から，海外関連業務が増加
した。

当初は，知財関係を専門の一つ
として取り扱っており，その中
で，海外における模倣の相談を受
けるようになった。
模倣対応をするうちに，特に中
小企業においては，模倣だけを考
えて海外展開することはなく，ま
た，ブランディングや展開のスキ
ームそのものが知財と密接に絡
んでいるため，海外関連業務一般
に対応ができないと，海外知財対
応もできないと考え，海外関連業
務一般を取り扱うようになった。

2.現在
の業務
内容
（
海外関
連業務
以外も
含む）

一般の弁護士がやって
いる民事，刑事，家事事件
に加え，海外との取引の契
約書作成やチェック，海外
展開相談対応，国際紛争処
理，外国人の入管関係の事
件が特徴的なものとして
あげられる。

事務所としては，企業法務に関
する業務を全般に取り扱ってい
る。
海外関連業務については，日本
企業の海外進出の際のリサーチ，
知財戦略の立案支援，契約の作成
やチェック，海外における又は海
外企業との紛争案件の処理等が
中心である。

3.海外
関連業
務に必
要なリ
ソース

私の場合，英語力，事務
所の先輩弁護士のノウハ
ウ，書籍，海外の弁護士と
のネットワークである。

どの国に行くにしても，英語力
は不可欠である。
また，特定の国であればともか
く，複数の国についての実情を正
確にアップデートするのは難し
いので，現地の信頼できる法律事
務所その他支援機関，団体，企業
とのネットワークは重要である。

4.必要
な語学
力

英文契約書をチェック
したり作成したりするの
は，相当の法律英語力が必
要と思う。外国の弁護士と
のメールのやりとりは，一
般のビジネス英語レベル
で大丈夫である。

英語に関しては，少なくとも通
常の会話には困らない程度は必
要だと思う。
契約書のチェックをすること
が多いので，契約英語（法律英語）
についても，習得しておく必要が
あると思う。
その他の現地の言葉（中国語，
タイ語，ベトナム語など）は，海
外企業と取引をしようという会
社は英語くらいは何とかなるこ
とが多いので，不可欠とまでは言
えないが，理解を深めるために
は，日常会話程度が話せると，な
お望ましいと思う。

橋本吉文会員（54 期，東京（弁護士法
人のオフィスが福岡にある）
）
司法修習時代，同期 2 名（共に司法
試験を現役合格した秀才で，後に 2 名
とも中国法専門法律事務所に就職）か
ら，
「これからは中国が大発展する。欧
米では巨大ローファームが多数あり日
本人弁護士が活躍することは困難であ
るが，中国はパイも大きく日本人弁護
士でも活躍できる！」旨たびたび熱く
訴えられていた。そこで，
「一度中国を
その目で見てみよう！」と上海，杭州，
寧波，広州を旅行。その際，街の活気
や人々の向上心・ハングリー精神を肌
で感じ，「今後中国は大発展するだろ
う」と予想。それがきっかけで，中国
法務を行っている法律事務所に就職
し，独立後も中国法務に携わっている。
渉外関係では，主に日本，中国，韓
国 3 ヵ国間の企業法務。中国，韓国に
進出している日系企業の法務問題のみ
ならず，日本に進出している中国企業，
韓国企業の法務問題処理等。また，日
本に滞在している中国人，韓国人の法
務問題処理等。
日本国内業務では，企業再生，事業承
継，Ｍ＆Ａ，各種契約書作成，主に企
業側に立った労務問題等。その他離婚，
相続，交通事故等の一般民事案件。
日本の弁護士資格では，海外の純粋
な法律業務に携わることができないた
め，優秀な現地法律事務所（優秀な現
地会計事務所，コンサル会社等との提
携ができればよりベター）との提携関
係が必要。また，現地法律事務所スタ
ッフや外国人の現地法人トップ層との
コミュニケーションを取るため，現地
語をネイティブレベルに話せるスタッ
フが必要。さらに，日本本社に対して
解説できる程度に現地の法律，税務を
理解しているスタッフが必要。
現地の法律文書等を原語で読み書き
でき，また，相手方企業等と厳しい交
渉ができる程度の語学力があればベス
ト。少なくとも現地の方と一般的なコ
ミュニケーションを取れるレベルの語
学力はほしい。

5.必要
なノウ
ハウ

ノウハウを紹介した書
籍はかなりたくさん出て
いるが，やはり，実際に事
件を取り扱った経験が一
番である。もちろん私もま
だ不足している。

6.各種
リソー
スを獲
得する
ための
方法

語学力は留学と独学，海
外弁護士とのネットワー
クは，事務所の既存のネッ
トワークに加え，仕事をし
ているうちに少しずつ広
がっている。また，九大Ｙ
ＬＰ留学生（アジア各国の
若手法律家）のインターン
シップを弁護士会で受け
入れており，その世話役を
してきたのも役立ってい
る。
九州経済産業局等が，中
小企業の海外展開の推進
をしており，情報は増えて
きたと思う。海外展開を支
援する弁護士も増えてき
ている。ただ，海外展開に
ついて弁護士に相談して
いる企業はまだ少ないの
ではないかと感じている。
当事務所での取り扱い
事件や，各種セミナーへの
参加

7.事務
所所在
の地域
の特色

8.海外
業務を
展開す
るにあ
たり，
これま
での経
験・勉
強で役
に立っ
ている
こと
9.海外
支援業
務展開
を検討
してい
る弁護
士に対
するア
ドバイ
ス

実際に企業が当該国に進出す
る際に直面しがちな問題点を把
握しておくこと。
現地の法律について，まずは概
要と，業務のポイント（行政規制
対策か，契約書が重要なのか，そ
の他など）をおさえておくこと。
メールや手紙などではなく，実
際に現地に行って，さまざまなネ
ットワークを作るように心がけ
た。

現地の提携先法律事務所，会計事務
所等のスタッフを自由自在に動かせる
関係になっておくことが重要。日本本
社と提携先法律事務所，会計事務所等
との間に立ち，重要な潤滑油としての
役割を果たせることが必要。

九州という地域柄，やはり欧米
よりもアジアが圧倒的に多いと
言える。

福岡は，東京，ソウル，上海を円で
結んだ場合の中心に位置し，どこに行
くにも便利。また，福岡は昔からアジ
アの玄関口として発展してきており，
中国，韓国と歴史的・文化的つながり
も深い。また，九州ではアジアを専門
にしている法律事務所はまだ少ない。

上海に 4 年程常駐していたときに構
築したネットワークからの紹介や協
力。

現地駐在経験が一番役に立ってい
現地に行って，色々な人や企業
等に話を聞いて学んだ実情は非 る。そこで構築した人的ネットワーク
が財産。
常に役に立っている。
法律面では，自分で勉強するほ
か，セミナーなどにも参加できる
ものは参加するようにしている。
ジェトロなどがまとめている
法制度や税制度のレポートも，基
礎知識を大づかみにするうえで
は，大変参考になる。

英語は必須だと思う。各
進出する企業にも，
「大切なの
種セミナーに積極的に参 は現地を知ること。現地化を図る
加して，基礎知識を身につ こと。現地の需要を直視するこ
けること。欲を言えば，海 と。
」とアドバイスしている。
外展開支援といっても進
弁護士も同じだと思う。
出先は様々なので，得意分
野を見つけて，ネットワー
クを深めることが大切と
思う（例えば，タイであれ
ば誰にも負けない，など）
。

現地の法律のみならず，文化，歴史，
言葉，商習慣，国民性等についても勉
強した方がよい。そのためには，現地
の大学への語学留学や現地法律事務所
で研修をさせてもらう等の方法で，数
年間，現地で生活できればベター。そ
れにより，現地での人的ネットワーク
も構築できるはず。

現地に駐在して中小企業の海外展開支援に取り組む会員へのアンケート

1.現地
に駐在
するに
至るま
での経
歴・経
緯

2.現在
の業務
内容や
苦労話

結城大輔会員（50 期，第二東京
（在アメリカ）
）
1998 年のぞみ総合法律事務所
入所，2000 年-2002 年日本銀行
信用機構室（当時）出向，2008
年-2009 年韓国ソウルの法律事
務所法務法人太平洋及び法務法
人廣場出向，2010 年米国南カリ
フォルニア大学ロースクール修
了，2010 年-2011 年米国ロサン
ゼルスの法律事務所Liner Grode
Stein Yanekelevitz Sunshine
Regenstreif & Taylor 出向。2011
年以降米国ニューヨークの法律
事務所 Moses & Singer にて出向
執務。2012 年ニューヨーク州弁
護士登録。

Moses & Singer には，私以外
にもう 1 人日本人ニューヨーク
州弁護士がおり，日本関連案件
を中心に扱っている。我々の業
務内容の中心は，日本から米国
に進出する企業のサポートで，
法人設立や商標取得，労務関連
相談，契約関係等，一般企業法
務全般を担当している。
日本の中小企業はもちろん，
日本ではある程度規模の大きな
企業でも，米国子会社・支社で
は社内に法務担当者がいないこ
とも少なくない。一方，米国の
弁護士・法律事務所は専門分化
が進んでおり，相談内容をあら
かじめ整理して，どの分野のど
の弁護士に依頼するかの前さば
き作業が重要である（これをし
ないまま丸投げすると，想像し
ていなかった作業量での回答が

松嶋希会会員（54 期，東京（在
ロシア）
）
2001 年ときわ総合法律事務所
入所，2003 年英国シェフィール
ド大学院留学，2005 年から 2008
年までウズベキスタン JICA 法整
備支援に専属で従事（法務省法
務総合研究所国際協力部（大阪）
やウズベキスタンで業務）
，2009
年ロシア留学，2010 年から現在
まで，コンサルティング会社 PwC
Russia モスクワ事務所に勤務
し，ロシア，ウクライナ，カザ
フスタン等の CIS 諸国における
日系ビジネスを支援する一方，
中央アジア JICA 法整備支援にも
引き続き参加。
子供の頃に，ロシアのシベリ
ア鉄道と中央アジアを含むシル
クロードに憧れて CIS 地域に興
味を持った。2000 年前半は，日
系企業の CIS ビジネスは小さく，
弁護士としてビジネスの枠で当
該地域に関わるのは難しい状況
だったため，開発援助分野での
可能性も模索したところ，幸運
にも中央アジアの法整備支援に
参加できた。
総合ビジネスコンサルティン
グ会社である PwC Russia は，法
務，税務，会計，監査，企業調
査，事業鑑定，M&A アドバイザー
業務，産業分析等，ビジネス全
般に関するサービスを提供して
いる。私は，日本企業部門とし
て，営業も含めて日系企業を担
当している。例えば，進出案件
であれば，市場調査，工場立地
検討，不動産鑑定，パートナー
候補の企業調査から，合弁企業
設立，設立後は，契約書・必要
書類の整備，監査や内部統制も
含めた会社業務の立ち上げま
で，様々な支援を各分野のロシ
ア人担当者と一緒に進めてい
る。案件が進んでいくと，ロシ
ア人担当者は交替していくが
（弁護士，税理士，会計士，ア
ドバイザー等）
，私は窓口として

蔵元左近会員（57 期，東京（在シ
ンガポール）
）
2004 年-2007 年小沢・秋山法律
事務所に勤務，2008 年米国コーネ
ル大学ロースクール修了，2008 年
-2012 年スキャデン・アープス法
律事務所に所属し，ニューヨーク
事務所に勤務後，東京事務所に勤
務，2012 年西村あさひ法律事務所
に入所し，東京事務所に勤務後，
現在までシンガポール事務所に
勤務。米国ニューヨーク州弁護
士，及び，シンガポール外国法弁
護士登録。

私が現在勤務する西村あさひ
法律事務所/シンガポール事務所
は，シンガポールの現地法律事務
所と連携して，日系企業のシンガ
ポールへの事業進出をサポート
している。さらに，シンガポール
事務所は，シンガポールの案件に
止まらず，インド，東南アジア等
のアジア諸国での M&A，合弁の設
立等の案件サポート，コンプライ
アンス体制の整備，リスク・マネ
ジメント等，各国の現場の実情に
即したリーガルサービスを提供
している。
現在，私はシンガポールに常駐
しているが，仕事としては，アジ
ア諸国の現地法律事務所と協働
しながら，各国に関する様々な案
件にスピーディーに対応するこ
とが必要とされている。よって，
従来の日本の伝統的な弁護士業

返ってきて想定外の弁護士費用
が発生することも稀ではない）
。
したがって，社外の我々のよう
な弁護士が，社内弁護士的な立
場で前さばき作業をすることも
多くある。
もう 1 つ私が最近取り組んで
いるのは，カルテルや海外汚職
行為防止法（FCPA）対応等，日
本企業が米国の政府当局の捜
査・調査や関連民事訴訟に対応
しなければならない場合や，こ
れに関連する事実調査やディス
カバリ対策についてのアドバイ
スである。多くの日本企業が関
心を有するテーマである一方，
米国での実務対応をそのまま日
本に持ち込もうとしても，日米
の法制度や運用が異なるため，
なかなかうまく受け入れられな
い。米国の専門弁護士たちの経
験と日本企業の抱える悩みをう
まくマッチングさせるのが最近
の挑戦である。
3.これ
までの
経験・
勉強で
役に立
ったこ
と

これまでの経験や勉強が思い
もよらなかったところで役立つ
ことがある。私の場合，日本で
いわゆる渉外事務所ではない総
合事務所で幅広い案件（企業法
務や大型訴訟のみならず，一般
民事や家事等も含め）を扱って
きたことが，現在の米国の幅広
い前さばき業務にとって大きな
意味を持っている。あるいは，
弁護士会その他の活動を通じて
できたネットワークから，米国
関連案件の紹介を受けることも
ある。自分ができること，持っ
ているものをどう活用できるか
考える癖をつけると，面白いア
イディアが浮かぶこともあるの
ではないだろうか。

全過程に関与する。CIS の各国に
PwC 事務所があるので，例えば，
カザフスタン案件では，PwC
Kazakhstan のカザフ人担当者
と，上記のように仕事をしてい
る。いわゆる「弁護士業務」と
は異なる。
業務上での苦労は，第一に，
法律以外の仕事も多いこと，一
方で，弁護士だからロシア・CIS
諸国の法律を何でも知っている
と思われていることである。第
二の苦労は，ロシア人同僚に，
「日系ビジネス」や「日系企業」
を理解してもらうことである。
ロシアはトップ・ダウンでビジ
ネスが進められ，そのスピード
感は日系企業のものと大きく異
なるし，日系企業の判断が，時
として，ロシア人にとっては経
済合理性を欠き，理解されない
ことがある。また，日系企業に
ロシアに合わせたビジネスを検
討してもらうことも容易ではな
い。
現在の業務の中で，やってお
いて良かったと思うのは英国へ
の留学である。ロシアに行くた
めに法律事務所を退所したが，
まず，特にロシア・ビジネスと
関係が深いのではないかと考え
たヨーロッパや EU を知るため
に，英国に留学した。ここで学
んだ英語や英国法が現在の業務
を助けている。また，日本では
ロシア案件どころか海外案件を
扱うこともなく，現在，弁護士
業務はしていないが，日本の法
律実務を経験したことも，日系
企業に対する支援をする現在，
有益だったと感じる。弁護士に
なる際に，弁護士の先輩方から，
海外に出るとしても，日本の弁
護士であるならば日本の実務を
経験しておくべきとの助言をい
ただいた。現在，この助言に非
常に感謝している。
CIS 諸国は，もともとソ連とい
う一つの国であったという特殊
性から，CIS 各国の法令がロシア
語で入手でき，一国の法制を知

務と同じ発想や意識，仕事の仕方
では，クライアントに対して十分
な貢献が出来ないと認識してい
る。現地法律事務所とは異なる価
値をクライアントに対してどう
提供できるかということを意識
して仕事をしているが，能力と創
意工夫が問われる所でもあり，ク
ライアントにいかに満足しても
らうかについては，常日頃，自問
自答している。これは大きな遣り
甲斐でもあるが，苦労でもある。

私は，弁護士になってからはま
ず日本の法律事務所に勤務して，
仮差押・仮執行や家屋明渡請求
等，訴訟を含む様々な国内法務案
件に関して経験を積んだ。その後
は米系の法律事務所に入所して，
同所の海外のオフィスと協働し
ながら，国際法務案件に従事する
経験も積んだ。前記のとおり，現
在は，現地法律事務所と協働しな
がらアジア各国に関する様々な
案件に対応しないといけないの
で，これまでの勤務経験が役に立
っていると感じている。
また，私は，米国のロースクー
ルへの留学でアメリカ法とコモ
ンローに関する知識を習得する
ことが出来たが，アジア各国の法
制度はコモンロー・英国法が母法
となっている国が多く，共通する
要素がかなりあるので，留学は役
に立っていると感じている。
さらに，留学と米系の法律事務
所での勤務で英語を使用する機
会を得たが，現在は英語で仕事を
する機会も多いので，これも役立

ると，他の国の法制が比較的理
解しやすいという利点がある。
法整備支援活動で得たウズベキ
スタンや中央アジアの法制の知
識がロシア業務に，また，ロシ
ア業務の知識が他の CIS 諸国で
の業務に生かされている。

4.企業
の海外
展開支
援に興
味のあ
る弁護
士への
アドバ
イス

海外展開に興味を持っている
中小企業，あるいはそのポテン
シャルを秘めている企業は多数
存在しているはずである。しか
し同時に，弁護士をどう活用す
べきか，ひいては弁護士が必要
かすら分からない，というケー
スも少なくないのではないか。
こういった企業の場合，弁護士
は依頼を待つだけではなく，よ
り積極的に経営層とやりとりし
て，何が必要で何をサポートで
きるのか，提言・ガイドしてい
くことが必要ではないかと思
う。

いわゆる「弁護士業務」を行
っていないため，正統な弁護士
ではないと判断されることもあ
るが，日系ビジネスが活発では
ない地域に業務範囲を限定する
場合には，法律以外の仕事もこ
なすという働き方も選択の一つ
ではないか。学ぶべきことも多
く，求められるものも多岐にわ
たるが，遣り甲斐も需要もある
と思う。

っていると感じる。
加えて，留学と米系の法律事務
所での勤務によって自分の異文
化・外国人への心理的なバリアが
低くなり，日本人以外の知人・友
人が増えたが，海外で駐在する際
には，仕事内外での外国人との交
友関係が重要となってくるので，
その面でもこれまでの経験が役
に立っていると感じている。ま
た，知人・友人となった外国人弁
護士と話していると，自国のみな
らず複数の国で勤務した経験を
有する人が少なくないので，日本
だけで勤務するという発想から
自由になったことも，現在，役に
立っていると感じている。
企業の海外展開支援業務が日
本の弁護士にとって実りのある
分野となるか否かは，日弁連のみ
ならず政府や経済界等の各界の
今後の努力次第と思われるが，日
系企業の海外展開が今後拡大す
ることは歴史の趨勢だと思うの
で，日本の弁護士にとって有望な
分野であることは間違いないと
思う。
私が個人的に常に目標にして
いる言葉で，マハトマ・ガンジー
の「貴方自身が見たいと思う変革
に，貴方自身がなりなさい。
」と
いう言葉がある。前例が通用しな
いこれからの世界・日本社会にお
いては，世界・社会の趨勢を見極
めつつ，自分自身が前例を作って
いくという意識の下で独立心と
戦略を持ち，業務に直接的・間接
的に役立つであろう自己研鑚・経
験を積んでいくことが大切かと
思う。

第４

基調報告～中小企業庁における中小企業の海外展開支援について～

【略歴】経済産業省中小企業庁新事業促進課長 梁嶋 利道（やなしま としみち）
1955 年 栃木県生まれ。
1980 年 北海道大学経済学部卒業。
1980 年 通商産業省に入省。
2003 年 中小企業庁長官官房企画官として信用保証制度改革を担当。
関東経済産業局総務企画部長を経て，2013 年 6 月から現職。
１

日本における中小企業の海外展開の状況について
直接輸出を行っている中小企業（製造業）は 2009 年時点で約 6,000 社，中小企業
の総数に対する比率は 2.8％を占めており，2001 年から 2009 年にかけて企業数と割
合のいずれも増加傾向にある。
また，直接投資を行っている中小企業についても，2001 年の 4,143 社から，2009
年には約 1.4 倍の 5,630 社に増加しており，海外子会社を持つ日本企業のうち，約 7
割を中小企業が占めている。

＜輸出企業の数と割合の推移（中小製造業）＞

このほか，日本政策金融公庫による中小企業向けの「海外展開資金」融資は，2012
年度は 2010 年度融資額の 3 倍以上となり，急速に中小企業の海外展開が本格化してい
る様子が見られる。

＜日本政策金融公庫による「海外展開資金」融資実績＞
2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

融資件数

6件

252 件

680 件

1,087 件

融資金額

5 億円

119 億円

396 億円

369 億円

２

中小企業の海外展開支援体制について
(1) 中小企業海外展開支援会議
中小企業の海外展開ニーズの高まりを受け，政府では 2010 年 10 月に経済産業大
臣を議長とする「中小企業海外展開支援会議」を発足させた。政府，政府関係団体，
中小企業団体，金融機関など官民の支援機関が一堂に会し，相互に補完・協力しな
がら取り組むべき施策を議論する場となっており，これまでに４回開催している。
2012 年 3 月には，日本弁護士連合会，（独）国際協力機構，
（一財）海外産業人材
育成協会を新たな参加機関として迎え，オールジャパンでの支援体制を強化した。
(2) 中小企業海外展開支援大綱
2011 年 6 月に支援会議において「中小企業海外展開支援大綱」を策定。①情報収
集・提供，②マーケティング，③人材の育成・確保，④資金調達，⑤貿易投資環境
の改善を重点課題として，中小企業の海外展開に向けた総合的な支援策を打ち出し
ている。

３

中小企業の海外展開における弁護士のサポートへの期待
中小企業政策における喫緊の課題である金融円滑法への対応，海外展開支援につい
て，中小企業庁と日弁連の連携を強化すべく，共同コミュニケを発表。（2013 年 2 月
25 日「中小企業庁と日弁連との協働について」）
このうち，中小企業の海外展開支援については，国内とは異なる特有のリスクに備
えるため，各機関と連携し，リスク対応も含めた海外展開支援の取組を一層強化し，
その際，法的知見が必要な場合における弁護士の積極的な参画を期待し，そのために
必要な対応を行うこととしている。
・国別の事業環境，商習慣や経済社会状況の変化への対応など種々のリスク管理に関
する情報提供
・実現可能性調査（F/S）を通じた海外展開計画策定支援
・海外現地における専門家の紹介など
上記のコミュニケや支援大綱を踏まえ，2013 年 6 月には日弁連など関係機関の協力
を得て，中小企業の「海外展開リスク事例集」を作成し，情報提供に役立てている。
また，海外における中小企業のビジネス展開に関する問い合わせや法務・労務・会
計等に関する相談対応の強化を図るため，官民支援機関と連携し，2013 年 8 月までに
8 カ国 10 箇所に「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」を設置したところで
ある。現地の法律事務所等にもご参加を頂いており，引き続きご協力を賜りたい。

第５

連携団体①～日本貿易振興機構（ジェトロ）の海外展開支援～
日本貿易振興機構ビジネス情報サービス課長 戸塚隆友

１

日本貿易振興機構（ジェトロ）について
国内 40 拠点（東京本部，大阪本部，アジア経済研究所，貿易情報センター37 事務所）
及び海外 55 カ国 73 事務所のネットワークを駆使し，①日本企業の海外展開支援，②海
外企業の対日投資促進，③通商政策への貢献を行う。

２

「日本企業の海外展開支援」について
(1) 日本製品・日本ブランドの海外販路開拓支援：農林水産食品，デザイン・日用品・
コンテンツなどのクリエイティブ産業，機械・環境エネルギー・インフラシステム分
野など，日本の強みを活かした産品・製品・技術などの輸出促進。
(2) 企業の海外進出や海外進出先での現地活動支援：小売，外食などのサービス産業の
海外進出，中堅中小企業の新興国への進出，共同海外進出などの支援を強化。

３

ジェトロの支援内容
(1) 海外ビジネス情報・経済情報の提供：海外情報ファイル（J-ファイル），海外ビジネ
スセミナー，通商弘報，ビジネスライブラリー，海外ミニ調査，知財保護対策など。
(2) 貿易投資相談：ＷＥＢ相談，アドバイザーによる個別相談，海外ブリーフィングな
ど。
(3) 商談機会の提供：海外見本市・展示会出展，ミッション派遣，海外バイヤーとの国
内での商談会，ＴＴＰＰ（引き合いマッチングシステム）など。
(4) 個別企業支援：輸出有望案件専門家派遣，新興国進出支援専門家派遣，サービス産
業海外進出個別案件支援，ビジネスサポートセンター（海外）など。
(5) 人材育成：国際即戦力育成インターンシップ派遣，貿易実務講座，貿易実務オンラ
イン講座，初めての投資勉強会など。

４

５

ジェトロと日本弁護士連合会との関係
2012 年 5 月 16 日，中小企業の海外展開活動を支援するための相互協力強化に向けた
覚書を締結。ジェトロは中小企業から受ける貿易投資相談の中で，特に法的支援が必要
と判断される案件について日弁連の「中小企業海外展開支援弁護士紹介制度」を紹介。
日弁連は，相談に来る中小企業に対し必要に応じてジェトロを紹介。
また，海外では外国法制度調査及び実地研修等人材育成へ協力。
ジェトロが受ける法務関連相談
(1) 予防的/事前準備：契約書作成・内容確認（輸出入取引，代理店，技術貿易，フラン
チャイズ，コンサルティング）
，レイオフ・拠点閉鎖準備の進め方，知財対策など。
(2) トラブル対応：代金回収，貿易条件の相違，商品クレーム，知財問題
(3) 弁護士紹介：日本（対日投資）
，日本海外に精通（貿易，進出），海外（進出）など。

【参考】
図表 1）中小企業の海外進出について今後（3 年程度）の方針

図表 2）海外ビジネスリスクの 3 分類
海外ビジネスリスクの3分類
①カントリーリスク

概要
貿易・投資の相手国自体の信用リスク。当該国の政治的、
社会的、経済的要因から生じる構造的な変化が、自社の
事業運営に影響を及ぼすリスク。広義のカントリーリスクは
②③も含む。

②セキュリティリスク

安全面でのリスク。テロ、新興感染症、情報セキュリティ、
自然災害など突発的に発生する可能性が高いことについ
て十分留意しておく必要がある。

③オペレーショナルリスク

貿易・投資事業の実際の運営上のリスク。輸出入、投資、
ライセンス契約、業務提携、調達・製造、営業・販売、宣
伝・広告、経理・財務・税務、労務などあらゆる場面で発
生。

（資料）各種資料からジェトロ作成

図表 3）新興国ビジネスにおけるリスク・問題点
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（注）①国欄のnは、現在ビジネスがある、または新規ビジネスを検討している企業の国ごとの総数。単位：複数回答、％
②回答率（％）は、現在ビジネスがある、または新規ビジネスを検討している企業数を分母に、同国の該当項目の回答数を分子とした割合。
（資料）2012年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査（2013年3月）ジェトロ

図表 1～3 出所：
「2013 年版ジェトロ世界貿易投資報告」
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第６ 連携団体②～日本政策金融公庫～
日本政策金融公庫国民生活事業神戸創業支援センター所長

久保 幸一

１ 日本政策金融公庫の中小企業への海外展開支援の概要
(1) 中小企業事業
① 「海外展開資金」の融資
中小企業事業の 2012 年度海外展開資金の融資実績は 474 社 341.7 億円。
取引先
現地法人の多くを製造業が占める。
バンコク（タイ）及び上海（中国）に駐在員事務所を構え，取引先現地法人等
に対し経営課題の解決支援，交流会・商談会の開催など，情報面でサポートを行
っている。
② 「スタンドバイ・クレジット制度」
お客さま（国内親会社）の海外支店又は海外現地法人が，日本公庫と提携する
海外金融機関から現地流通通貨建て長期資金の借入れを行う際，その債務を保証
するために日本公庫がスタンドバイ・クレジット（信用状）を発行することで，
海外での円滑な資金調達を支援する。
2013 年 7 月末現在，日本公庫と業務提携契約を締結した海外金融機関 7 行で同
制度を利用できる。
【海外金融機関】※金融機関名の五十音順
國民銀行（大韓民国）
，CIMB 銀行（マレーシア）
，バンクネガラインドネシア（イ
ンドネシア）
，バンコック銀行（タイ）
，ベト・イン・バンク（ベトナム）
，メト
ロポリタン銀行（フィリピン）
，ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポ
ール）
(2) 国民生活事業
① 「海外展開資金」の融資
2011 年 12 月から「海外展開資金」の取扱を開始した。2012 年度の融資実績は
462 件(452 社)27.5 億円。取引先の約 5 割を卸売・小売業が占めている。
② 「海外展開サポートデスク」
2012 年 4 月に「海外展開サポートデスク」を全国 152 支店に設置した。海外展
開サポートデスクでは，融資相談だけでなく，相談内容に応じて日本弁護士連合
会やジェトロといった専門機関の紹介を行っている。
(3) 農林水産事業
2013 年 4 月に「海外展開相談窓口」を全国 48 支店に設置し，農林水産物・食品
の輸出について豊富な情報を持つジェトロと連携して取引先の支援を開始した。
既存の資金制度では資金使途が限定されるため，国民生活事業及び中小企業事業
と連携して対応している。
２ 日本弁護士連合会との連携の状況
(1) 日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の活用

2011 年 4 月に日本弁護士連合会と日本公庫は「中小企業支援等の支援に関する覚
書」を締結した。覚書の具体的な連携策として，2012 年 9 月から「日弁連中小企業
海外展開支援弁護士紹介制度」のお客さまへの周知・紹介を開始した。
【主な相談内容】
中国に現地法人を設立するにあたり，契約書の内容チェック及び中国での法的リ
スクの予防策に関するアドバイスを相談した。
(2) 研修への講師派遣
2013 年 7 月に国民生活事業が実施した支店職員向け研修において，日本弁護士連
合会から講師を派遣していただき「海外取引・海外進出に関する法的リスク」につ
いてご講義いただいた。
３ 日本弁護士連合会及び弁護士への要望等
日本公庫職員にとって，海外展開にあたっての法的リスクの重要性を常に意識して
いる者は少ないのが実情である。国民生活事業が 7 月に実施し，中小企業事業が 11
月に予定している支店職員向け研修でご講義いただくなど，支店職員に対し本連携の
重要性をさらに認識させることで「日弁連海外展開支援弁護士紹介制度」の活用にも
つなげていきたいと考えている。
お客さまにとっては，海外展開の際に無用のトラブルを避けられるよう，支店が開
催する海外展開セミナーへの講師派遣やメールマガジンへのご寄稿にご協力いただき
たい。また，農林水産物・食品の輸出は検疫など，より専門性を要する相談が想定さ
れるため，農林水産物・食品の輸出に関する支援経験がある弁護士をご紹介いただき
たい。

第７ 連携団体③～東京商工会議所～
１ 東京商工会議所における中小企業海外展開支援の概要
東京商工会議所での中小企業海外展開支援に関する主な取組みは以下のものがあ
る。
(1) 海外展開支援無料相談
海外ビジネスを始める際の心構えから貿易実務に関するアドバイス並びにトラ
ブルの対応など様々な課題に対応できる無料の相談窓口を設置。海外ビジネスの経
験豊富なコーディネーターを配し様々な支援を実施している。平成 24 年度は，約
500 件の相談があった。
(2) 中小企業国際展開アドバイザー
国際展開での個別課題に対する具体的支援を必要とする事業者に「中小企業国際
展開アドバイザー制度」を紹介している。支援を希望している中小企業に対し，ア
ドバイザーを東京商工会議所が仲介するもので，国内準備，海外市場開拓，海外拠
点設立，トラブル対応など国際展開の過程で発生する様々な課題への支援を行って
いる。
平成 25 年 3 月現在，登録アドバイザー数 212 社，支援企業数 60 社，支援回数は

92 回である。
(3) 中小企業のための国際展開セミナーの実施
国際展開を実施（検討）している中小企業向けに，国別セミナーや国際展開に際
して重要となる項目を中心としたテーマ別によるセミナーを実施している。また，
公的機関で行っている助成金などの制度利用に関する説明会も実施している。
(4) 現地事情視察会の実施
現地最新事情を知るために東京商工会議所会員企業をメンバーとした視察団を
派遣している。派遣対象国は東南アジアが主であり，特に豊富な労働力と市場を持
つインドネシアやベトナムなどへ視察団を派遣している。視察先として，日系進出
企業や工業団地の視察だけでなく，日本の公的機関の現地事務所による現地最新事
情に関する説明や，現地企業との交流会を通じたネットワーク作りの他，ビジネス
チャンス拡大を目指した個別商談会の開催なども行っている。
(5) 中小企業の国際展開に関する政府への意見・要望活動
東京商工会議所では，中小企業の国際展開に関する課題の解決に向けた要望書を
政府などに提出している。今年度取りまとめた政府への要望では，成長著しいアジ
アの需要を積極的に取り込み，日本全体のさらなる成長に結びつけていくために，
グローバルな視点にたって中小企業の競争力を強化することが重要であるとして，
「中小企業の視点に立った支援体制の強化」
，
「海外の需要を取り込むための支援」
，
「グローバルな視点で競争力を強化するための支援」
，
「国内外の環境整備の促進」
の 4 点を掲げ，中小企業の国際展開への支援を要望した。
２ 中小企業の海外展開支援における日本弁護士連合会との連携の状況
(1) 中小企業海外展開支援に関する覚書の締結
東京商工会議所は，平成 24 年 5 月 16 日に日本弁護士連合会と｢中小企業海外展
開支援弁護士紹介制度｣に関する覚書を交わし，中小企業の海外展開支援での連携
を行っている。内容は，｢海外展開支援窓口｣や｢中小企業国際展開アドバイザー｣に
相談を行った中小企業で，法律問題に関する相談が必要である場合，日本弁護士連
合会の弁護士を紹介するものである。本制度は，東京商工会議所と独立行政法人日
本貿易振興機構（ジェトロ）並びに日本政策金融公庫においてパイロット的に連携
を図ったものである。
主な相談内容は，①海外展開に伴うトラブルや法的リスクの予防・対処法，②海
外取引に関する契約書作成及び内容確認へのアドバイス，③契約中の海外企業との
トラブルに際しての問題点の整理，など。
(2) 海外展開支援 ≪国際弁護士・弁理士≫ 無料個別相談会の実施
平成 25 年 1 月 30 日，海外ビジネス展開の際，国内ビジネスと同様に海外取引先
とのトラブルや自社製品の違法コピーなどのリスクに備える個別相談会を実施し，
8 社が参加した。
(3) セミナー実施
① 「的確な契約の重要性・予防法務のポイント」
平成 23 年 12 月 6 日，中小企業国際展開アドバイザーを対象に，
「的確な契約の

重要性・予防法務のポイント」と題したセミナーを開催した。
② ｢東商・海外ゼミナール 中国進出コース（経営戦略・リスクマネジメント編）｣
海外展開を検討している事業者を対象に実施している｢東商・海外ゼミナール｣
の中国進出コース（経営戦略・リスクマネジメント編）の中で，知財や契約締結
に関するパートについて講演いただいた。25 社が参加した。
(4) 書籍作成
① 「海外ビジネスガイドブック」
海外ビジネスの経験が浅い中小事業者を対象として，貿易実務に必要な「最低
限の知識」が習得できる「海外ビジネス入門書」
。
② 「海外ビジネスワークブック」
海外展開を目指す中小企業の実務者を対象として，契約法務に関連した商流，
国際輸送に関連した物流，輸出入実務など貿易ビジネスのあらゆる局面をカバー
した｢海外ビジネス実務書｣。
３ 中小企業の海外展開における弁護士ニーズについて
中小企業にとっては依然として，｢弁護士は敷居の高い存在｣というイメージが強い。
｢費用が高そうで気軽に相談できない｣，｢弁護士に頼むべき問題なのかわからない｣な
どと言った要因が挙げられる。また，弁護士によって専門分野が異なり，誰に相談し
たらよいのか分からない状況である。そのため，本来であれば弁護士に相談して解決
すべき問題を，税理士や会計士などといった，日頃から接している士業関係者や，親
しい経営者に相談しているケースが多い。弁護士がどのような問題に対応できて，誰
に相談すれば良いのかを誰もが簡単に見つけられるよう，わかりやすくしていただき
たい。また，今後も連携を継続し，セミナーや無料相談などの開催を通じて中小企業
が気軽に相談できる場を設けていただきたい。

第８ 地域における取組み①～中小企業海外展開業務の支援に関する横浜におけ
る取組みについて～（横浜弁護士会）
１ 横浜におけるこれまでの海外展開支援に関する事業について
(1) 国際交流委員会による活動
当会では，2005 年 4 月に国際交流委員会が立ち上げられ，主に海外に関する事項
については国際交流委員会を中心に活動されてきた。韓国の京畿中央地方弁護士会
（旧 水原地方弁護士会）や中国の上海律師協会と友好協定を締結し，隔年毎に相
互に訪問し，セミナー等を開催し親睦を図ってきた。国際交流委員会では，神奈川
県産業労働局や横浜市の外郭団体である公益財団法人横浜企業経営支援財団（ＩＤ
ＥＣ）へ訪問し情報の共有化や各種イベントへの参加し，前記海外でのセミナーで
は神奈川県から中国に進出している企業にも参加してもらうなどし，当会としての
海外展開支援に関する試みを行ってきた。
しかし，国際交流委員会の活動は，文化交流的な色彩が強く，横浜から海外展開
を図る中小企業の本格的な支援については今後の課題となっていた。

(2) 日弁連 中小企業海外展開の支援弁護士登録
2012 年 6 月に日弁連の中小企業海外展開業務の法的支援に関するワーキンググル
ープにおいて弁護士紹介パイロット事業が立ち上げられた際，当会からも支援弁護
士の登録を行った。2012 年度 6 名 → 2013 年度 9 名
(3) 平成 24 年度「中小企業シンポジウム～海外展開支援」の開催
2013 年 2 月には，下記概要の海外展開支援に関するシンポジウムを開催した。
① 主催 横浜弁護士会 共催 日本弁護士連合会 後援 中小企業庁関東経済
産業局，独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部，神奈川県，横浜
市，日本商工会議所，日本政策金融公庫，全国中小企業団体中央会 外。
② 日時 2013 年 2 月 7 日 14:30～16:30
③ 場所 神奈川中小企業センタービル 14 階
④ 内容 第 1 部 「海外展開におけるプロフェッショナルの援助」
横浜弁護士会会員 玄 君先氏
第 2 部 「弁護士の関与によるリスク軽減（契約書）
」
横浜弁護士会会員 安井琢磨氏
第 3 部 「ジェトロ横浜がお手伝いできること」
日本貿易振興機構横浜貿易情報センター所長 石井淳子氏
第 4 部 「海外展開における融資制度の概要」
日本政策金融公庫中小企業事業総括課長 花形 斉氏
同
国民生活事業融資第二課長 板橋健史氏
⑤ 出席者（社）数 60 人（社）
(4) 横浜弁護士会中小企業海外業務の支援に関するワーキンググループの設置
ア 日弁連に前記ワーキンググループが設置されたこと，当会からも前記支援弁護
士に複数の会員が登録を行ったことを契機に，当会にも中小企業の海外業務の支
援を行うための組織づくりの研究を行うべくワーキンググループを設置しよう
との動きが起こった。2012 年 5 月に有志が集まり任意のグループとして標記ワー
キンググループが立ち上げられ，翌年（2013 年）5 月に横浜弁護士会内に正式に
設置された。
イ 標記ワーキングの活動内容
これまでに行ってきた標記ワーキングの主な活動は以下のとおりである。
① 当会会員を対象とする研修会の開催
これまで標記ワーキングでは，当会会員を対象とした海外展開支援に関する研
修会を行った。
【第１回】 日時 2012 年 11 月 7 日 17:30～19:30 出席者数 70 人
内容 ＰＡＲＴ1 「中小企業の海外進出相談における弁護士の役割」
弁護士 玄 君先氏（横浜弁護士会会員）
ＰＡＲＴ2 「海外展開業務の基礎」
弁護士 安井琢磨氏（横浜弁護士会会員）
【第２回】 日時 2013 年 2 月 19 日 17:30～20:00 出席者数 42 人
内容 ＰＡＲＴ1 「弁護士による中小企業渉外法務支援の意義」

弁護士 高橋理一郎氏（横浜弁護士会会員）
ＰＡＲＴ2 「神奈川における渉外法務の実例」
弁護士 佐藤麻子氏（横浜弁護士会会員）
② ワーキング内での勉強会
毎月 1 回，ワーキング内のメンバー参加による勉強会を開催し，海外展開業務
に関する基礎知識の習得や情報交換などを行っている。
２ 横浜における今後の海外展開支援に関する事業予定について
前記の会員向けの研修会，ワーキンググループ内での勉強会等のワーキンググルー
プを中心とする活動を今後も継続していくほか，下記の事業を予定している。
(1) シンポジウムの開催
前記当会中小企業海外業務の支援に関するワーキンググループでは，下記の「中
小企業のための海外展開支援に関するセミナー（仮称）」を開催し，中小企業の海
外展開に関する弁護士の活用方法や神奈川県，横浜市，川崎市などが設けている支
援制度，横浜弁護士会の中小企業海外業務支援の紹介を行う予定である。
【日時】 2013 年 10 月 24 日（木）13:30～16:30
【内容】 第 1 部 講演
ＰＡＲＴ1 「アジアの投資環境と進出のための留意点」
ジェトロ海外調査部アジア大洋州課課長 若松勇氏
ＰＡＲＴ2 「海外展開：10 の法的リスクとその予防策」
弁護士 佐藤麻子氏（横浜弁護士会会員）
第 2 部 パネルディスカッション
テーマ 1 「アジアビジネスの現状」
テーマ 2 「中小企業による上手な弁護士の使い方」
〈パネリスト〉
（株）五十嵐電気製作所専務取締役 五十嵐恵一氏
（株）浜銀総合研究所海外ビジネス支援部担当部長 津島峰明氏
（株）ＳＴＣ国際税務会計事務所代表取締役税理士 作田陽介氏
弁護士 高橋理一郎氏（横浜弁護士会会員）
(2) 専門研究会の設置
当会では各種専門研究会が活発に活動をしているところであるが，今後の海外展
開支援業務を行える会員を増やしていくために海外の法制度など海外展開に必要
な知識・ノウハウを研究・取得することを目的とし専門研究会を設置する予定であ
る。
(3) 専門相談の実施
これまで当会で行ってきた法律相談とは別に渉外案件相談に応じ，法的アドバイ
スや契約書の作成支援，契約書等の検討・作成などのサービスを提供する専門相談
制度を設けて神奈川県内の中小企業の海外展開業務の支援を行っていくことも検
討している。

第９ 地域における取組み②～中小企業海外展開支援に向けた愛知における取組
～（愛知県弁護士会）
１ 海外展開支援に関する事業について
(1) 国際委員会によるこれまでの活動
国際委員会では，2007 年度から，中国人弁護士を講師として招へいし，企業の渉
外業務担当者及び弁護士を対象とした「中国法セミナー」を開催している。このセ
ミナーは，これまでに 4 回開催され，延べ 145 名の企業の渉外業務担当者及び 176
名の弁護士の参加を得ている。
また，国際委員会では，若手弁護士を対象に，2012 年度から 2 か月に 1 回の割合
で計 6 回の「中国法勉強会」を開催した。2013 年夏には，勉強会の総仕上げとして，
7 名の弁護士を上海の法律事務所に各人 1 週間エクスターンとして送り出した。
(2) 日弁連 中小企業海外展開の支援弁護士登録
登録人数 2012 年度 7 名⇒2013 年度 11 名
アメリカ及びイギリス留学，勤務経験者に加え，中国における勤務経験者，ＪＩ
ＣＡ法整備支援専門家として発展途上国で勤務経験を有する者が含まれている。
(3) 海外視察
愛知県弁護士会では，これまで国際委員会を中心として，中国，韓国，モンゴル，
カンボジア，ベトナムなど様々な国に視察を行っている。従前は，視察の重点が交
流に置かれていたが，近年は，業務拡大のための現地事情の把握の色彩が濃くなっ
てきている。
２ 愛知における今後の海外展開支援に関する事業予定
(1) 各支援機関との連携
2013 年 4 月から，愛知県において中小企業の海外展開事業支援を行う複数の関係
機関（ジェトロ，名古屋商工会議所，中部経済産業局，あいち産業振興機構，中小
企業整備機構，国際協力機構，日本政策金融公庫）を訪問して，日弁連の中小企業
海外展開支援制度の紹介を行うと共に，中小企業海外展開支援機関側からのニーズ
等について聴取調査を行った。
そうしたところ，多くの機関から，①本制度の紹介を，各機関が所属会員等に対
して有する情報伝達ツール（会員誌，ＭＬ，ＨＰ等）に掲載させて欲しい，②セミ
ナー等を開催して，その際に本制度を紹介して欲しい，③愛知県弁護士会のホーム
ページでも，本件事業を紹介して欲しい旨の要請があり，本件事業に対する各機関
からの期待の大きさが窺えた。
愛知県弁護士会としては，これを踏まえて，愛知県弁護士会ホームページ内に日
弁連の中小企業海外展開支援制度を紹介するページ及び問い合わせ窓口を設置し，
セミナーを開催する等積極的に広報活動を行っていくこととした。
(2) 若手会員の育成
本年度から，年間 6 回の予定で，
「英文契約書勉強会」を開催し，中小企業海外
展開支援を担う若手弁護士の育成を図ることとした。将来的に，中小企業海外展開

支援を担う人材のすそ野を広げることを目的としている。

第１０ 地域における取組み③～渉外業務（特に中小企業海外展開の支援業務）に
向けた大阪における取組みについて～（大阪弁護士会）
１ 海外展開支援に関する事業について
(1) 日弁連 中小企業海外展開の支援弁護士登録
登録人数 平成 24 年度 10 名⇒平成 25 年度 25 名（大阪弁護士会推薦者）
アメリカのみならず，カナダ・シンガポール・中国・ベトナム等に留学又は勤務
したことのある弁護士（日弁連の定める資格要件を充足する弁護士）が含まれてい
る。
(2) 大阪弁護士会 中小企業支援センターとしての「渉外担当」
「中小企業支援センター」登録人数 約 358 名（平成 25 年 5 月）
。
うち，
「渉外スタッフ弁護士」又は「渉外サポート弁護士」の登録人数 33 名（同）
。
平成 24 年 6 月より，大阪弁護士会の「総合法律相談センター」にて，中小企業支
援センターの運営が開始され，平日午後 1 時～4 時に，弁護士会の会館のブースで
法律相談を受け付けている（相談時間 30 分，無料）
。ここで担当する弁護士は，一
定の企業法務の経験が求められている。
同センターは，特に渉外業務への対応能力を高めるため，平成 25 年度より，
「渉
外スタッフ弁護士」と「渉外サポート弁護士」の登録を開始した。前者は，直接こ
のブース相談で担当する渉外対応能力のある弁護士であり，後者は，そのようなブ
ース相談を受けたが，自らは渉外対応ができない弁護士を支援（サポート）する弁
護士である。
日弁連との整合を図るべく，受任の際の報酬については，10 時間までは 1 時間 2
万円のタイムチャージとすることとしたが，資格要件は明確には定めず「留学経験，
またはそれに匹敵する語学力，また国際案件を取り扱う企業，事務所にて国際法務
に従事した経験等」を考慮して登録するものとされた（個別判断）
。
２ 海外展開を支援するためのその他の弁護士会の活動について
(1) 関西経済連合会（関経連）との連係
中小企業向けとは言えないかもしれないが，大阪弁護士会国際委員会は，関経連
との共催で渉外に関するセミナーを継続的に開催している。
(2) 渉外実務研究会
大阪弁護士会が主催しているものではないが，その会員向けに，長年，月 1 回の
ペースで「渉外実務研究会」が開催されており（本年で 14 年目）
，主としてアジア
の各国の法制や比較法の研究会が開催されている。弁護士の渉外実務担当能力の向
上や，若手のモチベーション向上に資すると思われる。なお年会費は 6000 円であ
り，各回の研究会の出席に参加費を別途徴収していない。講師の多くは会員であり
講師料の支払を要していない。
平成 24 年度（開催済）及び平成 25 年度（一部開催未了）の研修のテーマ等は下

記のとおりであるが，質量ともに充実したものとなっていると自負している。
〈平成 24 年度渉外実務研究会スケジュール〉
【第 1 回】5 月 21 日（月）講演「国際課税入門」
（講師）河野良介弁護士
【第 2 回】6 月 18 日（月）講演「アメリカ契約実務入門～英文契約実務の基礎と日
本実務への影響～」
（講師）児玉実史弁護士
【第 3 回】7 月 9 日（月）講演「ベトナム法」
（講師）川島裕理弁護士
【第 4 回】9 月 21 日（金）講演「ロシア法」
（講師）中野由紀子弁護士（半蔵門法
律事務所）
【第 5 回】10 月 3 日（水）
「ＩＰＢＡ報告会」
（講師）国谷史郎弁護士，辰田淳弁護
士，多田慎弁護士，高橋理恵子弁護士
【第 6 回】11 月 19 日（月）
「台湾法」
（講師）清河雅孝弁護士
【第 7 回】12 月 10 日（月）講演「ＥＵ法」
（講師）茂木鉄平弁護士
【第 8 回】1 月 21 日（月）講演「国際委員会・カリフォルニア州調査報告」
（講師）
国際委員会委員
【第 9 回】2 月 18 日（月）講演「企業法務」
（講師）廣田浩氏（京セラ株式会社）
【第 10 回】3 月 11 日（月）講演「インド法」
（講師）谷内元弁護士
【第 11 回】4 月 8 日（月）
「中国法」
（講師）白出博之弁護士
〈平成 25 年度渉外実務研究会スケジュール〉
【第 1 回】5 月 20 日（月）講演「ＣＩＳＧ入門」
（講師）飯島奈絵弁護士
【第 2 回】6 月 10 日（月）講演「ＣＩＳＧ入門」
（講師）森博之弁護士，木村美樹
弁護士
【第 3 回】7 月 18 日（木）ＥＵ独禁法（カルテル事件における私的救済の日欧米比
較）
（講師）大高友一弁護士
【第 4 回】9 月 2 日（月）香港法（講師）藤本一郎弁護士
【第 5 回】9 月 30 日（月）ＩＰＢＡ報告会（講師）国谷史朗弁護士，神川朋子弁護
士，柿平宏明弁護士，金映珉弁護士
【第 6 回】11 月 11 日（月）貿易実務と仲裁（講師）大貫雅晴氏（日本商事仲裁協
会理事・大阪事務所長）
【第 7 回】12 月 2 日（月）中国法（法整備支援報告）
（講師）白出博之弁護士（Ｊ
ＩＣＡ法整備支援中国長期派遣専門家）
【第 8 回】1 月 14 日（火）ドイツ特許法（ヨーロッパ統一特許制度含む）
（講師）
中村小裕弁護士
【第 9 回】2 月 4 日（火）シンガポール法及び周辺国法（インドネシア，ミャンマ
ー等）
（講師）小野洋一郎弁護士
【第 10 回】3 月 3 日（月）中国法（講師）河合順子弁護士
【第 11 回】4 月 7 日（月）渉外企業法務（講師）斎藤綾弁護士（Accenture Japan Ltd）

第１１ 地域における取組み④～福岡県弁護士会の取組報告～（福岡県弁護士会）
１ はじめに
福岡県の中小企業の国際取引や海外展開は益々活発になっているが，これまで福岡
県弁護士会（以下「当会」という。
）における法的支援体制は十分ではなかった。そこ
で，2011 年 4 月に，国際委員会において国際取引プロジェクトチームを立ち上げ，各
種セミナーへ参加しての情報収集や会員向け研修を行ってきた。
2012 年度に入って，中小企業の海外展開支援に関する日弁連パイロット事業が開始
され，企業の海外展開への法的支援を期待する報道や，それを受けての取材申入れが
相次ぎ，具体的な相談体制の構築へのニーズが強まった。
これに応えるためには，国際取引ＰＴのみの力では不十分と考え，これまで中小企
業の法的支援に取り組んできた中小企業法律支援センター委員会とタイアップして，
新たな拡大プロジェクトチームを発足させることにした。
それが，
「福岡県弁護士会 中小企業海外展開法的支援プロジェクトチーム」
（以下
「海外展開ＰＴ」という。
）である。
２ 海外展開ＰＴの目的
(1) 福岡県及びその周辺の中小企業の海外展開における法的支援活動にあたること。
(2) 当会における海外展開専門法律相談体制の構築。
(3) 海外展開に関する相談に対応するための研修の実施。
３ 海外展開ＰＴの構成員
海外展開ＰＴは，当面，当会の会員のうち，国際委員会又は中小企業法律支援セン
ター委員会に所属する委員の中から希望した者及び日弁連パイロット事業の相談担当
弁護士の有志により構成される。
現在の登録メンバーは，37 名（2013 年 7 月現在）である。
４ これまでの海外展開ＰＴの活動
(1) 第 1 回会議（2012 年 5 月 28 日）
海外展開ＰＴの発足を決定するとともに，今後の活動方針を協議した。
(2) その後も，現在に至るまで，毎月 1 回のペースで会議を開催し，①相談体制の構
築・実施のための会議，②相談者名簿に登録するための登録研修（後述）
，③メン
バーのスキルアップにつながる各種研修（各種テーマの発表や事例報告会等）を行
っている。研修の講師は，海外展開ＰＴのメンバーにとどまらず，国際的ビジネス
を展開している地元企業の担当者等を招くこともある。
５ 専門法律相談体制の構築について
(1) 当会独自の体制構築の必要性
日弁連パイロット事業発足当初，福岡県においては当該制度の利用状況は活発と

はいえなかった。地元福岡の中小企業にとって，弁護士へのアクセスのルートを多
様化させる必要性があると考えられた。
(2) ひまわりほっとダイヤルの利用
当会独自の相談受付体制といっても，新たに電話を引いて広報するのは，コスト
的にも事務局の労力的にも負担が大きい。そこで，これまで中小企業に対する法的
支援として一定の成果をあげている「ひまわりほっとダイヤル」を既存のインフラ
として利用することとなった。
すなわち，中小企業からの海外展開や国際取引に関する相談も，まず「ひまわり
ほっとダイヤル」に電話をかけてもらい，ひまわりほっとダイヤル名簿の運用の中
で，専門チームに属した会員に事件の配点をしていくというスキームである。
(3) 相談名簿の作成
専門相談を受け付ける以上，海外展開や国際取引について最低限の知識が必要で
あることから，海外展開ＰＴのメンバーのうち，名簿登録のための登録研修を 2 回
以上受講した者を当初の名簿登載者とした。
第 1 回登録研修 「国際法務の基本的心構え」
（講師：近藤真弁護士）
第 2 回登録研修 「国際取引に関連する法制度の概要」
（講師：松井仁弁護士）
なお，海外展開に関する相談に対応できる弁護士の間口を広げるという観点から，
一定の語学力を有することは名簿登載の要件にはなっていないが，メンバー各自が
英語・中国語などの語学力の向上の努力をしている。
(4) 相談の実施
名簿登載者は，ひまわりほっとダイヤルの相談担当弁護士としての登録手続きを
行った。相談時間や費用は，ひまわりほっとダイヤルの相談に準じて行われている。
(5) バックアップ体制
相談の内容が特殊である等の事情で，一人で的確な対応ができないおそれがある
場合には，相談担当者は，海外展開ＰＴのメーリングリストで質問をしたり，日弁
連パイロット事業の登録弁護士等に支援を求めることができるようになっている。
また，海外展開ＰＴの会議の席上で，他のメンバーへの質問やディスカッション
を行うことも可能である。

第１２ 地域における取組み⑤～新潟県弁護士会の取組報告～（新潟県弁護士会）
１ 報告概要
新潟県弁護士会では，従来から，業務委員会内に，ＰＴとして新潟県弁護士会中小
企業法律支援センター（以下「当センター」という。
）を設置し，中小企業支援活動を
行ってきた。平成 24 年度から，当センターにおいて，海外展開に関する支援業務につ
いても本格的に取組みを始めた。当センターは，平成 25 年度から，活動強化等のため
に，ＰＴから部会に組織を格上げされた。海外展開支援業務は当センターの活動の一
つの柱として位置付けられている。
以下，当センターの組織構成，当センターによる海外展開に関する活動実績につい
て述べ，最後に今後の活動の展望についても若干触れる。なお，本報告書の意見にわ

たる部分は，作成者の個人的見解である。
２ 新潟県弁護士会中小企業法律支援センター
(1) 当センター長は業務委員会委員長を兼ね，当センター事務局長は業務委員会 3 部
会長を兼ねている。当センター委員数は 23 名である。
(2) 当センターの活動内容としては，海外展開業務のほかに，主として，対外セミナ
ー（年に数回の大規模セミナーと，年に 10 回程度の小規模セミナー）
，関連団体（日
本政策金融公庫，商工会議所，新潟県信用保証協会等）との合同勉強会，会内研修
会（金融円滑化法関係，マーケティング研修等）等を行っている。
３ 海外展開業務の活動実績
(1) 会内勉強会「初めての海外取引・海外進出と英文契約書の基礎」
① 目的 対外セミナー（次項の「中小企業のための海外取引・海外進出の総合
セミナー」
）開催にあたって，海外展開の相談業務に関する会員の知識向
上・スキルアップを図ること。
② 概要
ア 講師 ウィザーズ国際法律事務所 尾高雅美弁護士
イ 内容
1 回目 海外プロジェクトに対する弁護士の関与の態様，海外プロジェクト
関連の法規，中国・シンガポール進出関連取引に対する弁護士の具体
的対応，海外展開に係る税務概説等
2 回目 英文契約書の構成，一般条項，代表的個別契約の記載条項，契約書
のポイント，条項レビューの実践等
ウ 参加者
第 1 回目は約 35 名，第 2 回目は約 25 名の参加があった。参加者のほとんど
は若手会員（登録 10 年未満）であった。日常的に海外業務を扱っている会員が
多くないと思われるが，当該分野に対する若手会員の関心の高さが伺われた。
(2) 「中小企業のための海外取引・海外進出の総合セミナー」
① 目的 海外取引・海外進出の経験がない，又は経験が浅い新潟県内の中小企業
を対象として，現在の海外取引・海外進出の傾向と基礎知識，想定される
リスク及びその対応，利用可能な融資制度や相談機関等の情報を提供し，
海外取引・海外進出を検討する中小企業の一助となることを目的とする。
副次的に，中小企業支援団体との連携を今後図っていくための一助になる
ものと考えている。
② 概要
ア 主催 新潟県弁護士会
イ 共催 株式会社日本政策金融公庫，新潟商工会議所
日本貿易振興機構新潟貿易情報センター
ウ 後援 日本弁護士連合会
エ 日時 2013 年 3 月 6 日(水) 13:30～17:00
オ 内容

（ア） 基調講演（75 分）株式会社日本総合研究所主席研究員寺崎文勝氏
（イ） 融資制度の説明（10 分）
日本政策金融公庫新潟支店中小企業事業総括課長 林秀光氏ほか
（ウ） パネルディスカッション（60 分）
パネラー：株式会社日本総合研究所 主席研究員
寺崎文勝 氏
日本政策金融公庫中小企業事業
国際業務部国際業務総括グループ長
近藤文明 氏
独立行政法人日本貿易振興機構新潟所長 中島紳行 氏
柳都コンサルティング代表
賀井 寛 氏
長谷川歯科医院
長谷川了 氏
新潟県弁護士会会員
相馬 卓 氏
コーディネーター：新潟県弁護士会会員
中村 崇
（エ） 懇談会（名刺交換会）
（50 分）
カ 出席者，アンケート結果
・ 出席者総数 76 名（一般参加 50 名（申込みは 65 名）
，弁護士 14 名，修習
生 5 名，共催関係者 7 名）
・ アンケート結果 回答総数 39 社（名）
海外進出について，既に海外進出済みあるいは現在準備中との回答が 10
社あった。検討中と回答した企業（18 社）を合わせると，回答者全体の約
72％であった。
海外取引について，既に取引中あるいは準備中との回答が 10 社あった。
検討中と回答した企業（15 社）を合わせると，回答者全体の約 64％であっ
た。
「海外進出，取引をするうえでご苦労された点」について，為替リスク，
ＰＬ保険等の諸費用の価格転嫁，現地営業活動，労務管理（派遣人材，中小
企業では管理能力を持つ人材が不足している），日本の商慣習・常識が通用
しない等が挙げられた。
(3) 会内勉強会「ミャンマー事情研修及び同国若手法曹との交流会」
ミャンマー最高裁判所から派遣され，新潟大学に留学中のミャンマー人法律家 2
名，及び，ミャンマーにおいて歯科衛生のＮＰＯ活動を行っている歯科医による，
ミャンマーの法制度（家族法，労働法）及びミャンマーの一般事情に関する会内講
演会及び懇親会を行った。
土曜日に行われたにも関らず，若手会員を中心に約 15 名が参加した。
(4) 地方銀行主催の「海外ビジネスセミナー」講師
地方銀行主催の「海外ビジネスセミナー」に，当センターが「協力」機関として
参加した。
当センターに所属する弁護士 2 名が，それぞれ，
「海外進出の法務～労務管理上
の留意点を中心として」
「海外取引の法務～海外取引の法的リスクと対応方法」と
題する講演を行った。
一般参加者は 56 名（申込ベース）であった。

講演の後，希望者を対象とした個別相談会が開催され，出席者の中から 2 社の個
別相談を受け，2 社とも継続相談となった。
(5) 有志による海外視察
前記の対外セミナーや会内勉強会を契機として，当センター有志により，上海（7
月）及びミャンマー（8 月）の海外視察を行うことになった。
日程等の関係で参加者はいずれも 2 名に過ぎないが，現地弁護士との連携関係の
構築や海外事情の調査のためには，実際に現地を訪問することが最良の手段である。
今後も，積極的に海外視察を行いたいと考えている。
４ 今後の活動の展望
前記「中小企業のための海外取引・海外進出の総合セミナー」の共催機関である日
本政策金融公庫から，第 2 弾を行って欲しいとの要望があったので，今後，企画を進
める予定である。
新潟県弁護士会は，会員数が 250 名程度の中小規模単位会であり，大規模単位会と
比較すると，まさに「人，もの，金」に制限がある。しかし，一方で，中小規模弁護
士会であるからこそ，
関連団体と顔の見える緊密な関係を構築することが可能であり，
実際に，海外取引業務においては，既に，ジェトロや商工会議所等の関連団体との担
当者，行政機関の担当者，海外展開業務を扱う他士業（税理士，弁理士等）
，県内コン
サルタントとは，人対人のネットワークが構築できつつある。声がかかるのを待って
いるのではネットワークは構築できず，いわゆるアウトリーチの手法が必要である。
このようにして構築できたネットワークを利用して個別案件の受任数を増加させる
とともに，共同受任体制の整備等により関心のある若手を中心に海外業務を担当でき
る弁護士の拡充を図り，中小規模弁護士会だからこそ可能な「新潟モデル」を作りた
いと考えている。

第１３ 具体的事例を基にした弁護士の活用事例
１ 報告概要
本項の執筆者担当者（2 名）は，中小企業の国際取引又は海外進出に関わる法律業
務を日常的に取り扱っている。執筆担当者は，依頼者である企業の国際取引又は海外
進出に関する構想や要望について，それを法律的にどのように整理し，かつアドバイ
スし，仮にトラブルが発生した場合に，どのようにして依頼者に不利にならないよう
に契約上の手当てをするかという「予防法務」を主な業務範囲としている。
そこで，以下，訴訟等の紛争対応の依頼ではなく，中小企業が国際取引又は海外進
出に当たって，どのような形で弁護士を活用することがあるのか，執筆担当者の実例
を踏まえて述べていくこととする。
２ 相談事例
(1) 海外への販売代理店展開
① ある計測機器を製造販売する企業（A 社）が，海外の展示会に出展したところ，

ある海外のバイヤー（B 社）から非常に高い評価を受けて，代理店として欧州で
A 社の製品を扱わせてほしいとの引き合いがあった。A 社には事業コンサルタン
トがいて，当該コンサルタントからすでに事業展開のサポートを受けていたが，
B 社から英文の代理店契約案が送られてきて，どのような内容なのか自社内では
判断できず，またどのように修正すれば良いのか分からなかったため，当該コン
サルタント経由で当職に相談があった。
② まず，当職が B 社から送られてきた英文の代理店契約案を和訳したところ，B
社を欧州内で独占的に計測機器の販売を行う代理店として指定すること，また将
来的には B 社で当該計測機器の製造もさせてほしい，との内容であることが分か
った。その後，A 社とこの契約案文をどのような方向性で修正していくか話し合
った。
③ A 社との話し合いの中で，以下の点が懸念点となった。
ア まず，
「欧州」とは販売テリトリーとしてどこを指すのか分からないし，仮に
ＥＵであるとしても，B 社の所在国ならまだしも，ＥＵ全域で販売力があるほ
どの企業であるかどうか疑わしい。
イ 「独占的」代理店とすることのメリット・デメリットをアドバイスしたとこ
ろ，A 社の方針として独占的代理店として指定することはあり得ない（他の代
理店も指定できる
「非独占的」
代理店として指定したい）
，
という結論になった。
ウ B 社で計測機器の製造をさせることは，製造ノウハウの流出につながるので
認めたくない。
エ 上記の点を踏まえて，B 社から送られてきた代理店契約書案を修正して B 社
に送り返したところ，A 社の要望にほとんど応じるつもりがないことが分かっ
た。そうであれば，その後引き合いのあった C 社（B 社ほど規模は大きくない
が，A 社の要望に柔軟に応じてもらえそうであった）と，A 社がドラフトした代
理店契約のひな型を C 社に提示して，それをベースに締結する方向で進めてい
くことになった。
(2) 海外からのライセンス取得
ア あるイベントやインターネット上でのプロモーションを行う企業（D 社）が，
アメリカでのみ販売されている T シャツで使われているキャラクターにつき，ア
メリカ企業（E 社）からライセンスを受け，日本で同じキャラクターを使った T
シャツを販売することとなった。D 社は英語での契約書を締結したことがなかっ
たところ，E 社からライセンス契約案が送られてきたため，当職に相談があった。
イ 本件においても，まず，当職が E 社から送られてきた契約案を和訳し，依頼者
である D 社の考えるスキームとの相違点をまず確認した。また，アパレル系のラ
イセンス契約においてしばしば定められ，この契約書案においても規定されてい
た，①ライセンサーによる現地生産品のクオリティー・コントロール，②売れ残
り品のライセンサーによる買取権などにつき，その概念を説明した。加えて，英
文契約において一般的に定められている，表明・保証条項や，誓約条項について
も，その内容と機能を説明した。
ウ これらの過程を経ることによって，D 社として，契約書において何が必要で，

何が妥協可能かにつき，ある程度の具体的イメージが持てるようになった。この
段階において，E 社提出の契約書案にコメントを入れ，E 社へ送り返した。次の
段階としては，アメリカで E 社の弁護士を交えて直接交渉することとなった。
エ 当初から，交渉は 1 日に限定し，その場で契約書に最終的なサインをするとい
うのが，D 社及び E 社の希望であったため，交渉は比較的順調に進んだ。実際の
具体的な交渉は，契約書案をプロジェクターに映しながら，双方の弁護士がパソ
コンで変更を提案する文言案を書き込む形で進められた。
オ 最終的には，ロイヤリティ率などのビジネス面において，最後まで合意に時間
がかかった点があったが，それぞれの側が別室にこもり，自らの弁護士のアドバ
イスを受けながら対案を検討し，提示するというプロセスを経ることによって，
双方が納得する妥協点に辿り着いた。この結果，無事ライセンス契約はサインさ
れ，D 社は満足して帰路に着いた。
(3) 上記具体例から分かること
ア これから国際取引や海外進出をしようとする中小企業の場合，契約ひな型を自
社で用意しているところは少なく，取引の商談が先行し，ほどなく相手方から契
約案の提示をされ，その対応を迫られるというパターンが多い。弁護士が正確に
分かりやすく契約案の和訳をして解説した結果，内容や問題点を初めて理解する
企業が多い。ある意味，そこからが「本当のスタート」と言える。
その後，どのように修正していくのか依頼者とよく話し合い，企業の意向を踏
まえた上で，英文契約を修正していくことが求められる。また，企業もどのよう
に英文契約を修正したのか分かるように，日本語版の修正も同時にする必要があ
ろう。
イ 上記の A 社の事例では，国際取引の経験がほとんどなく，どのように外国企業
に売り込んでいけばよいか分からなかったため，コンサルタントのアドバイスに
より，海外の適切な展示会に出展した結果，海外展開のチャンスが広がったので
ある。やはり，中小企業としては海外経験に乏しいため，どこにどのようなニー
ズがあり，どのようにして海外展開していくか，という情報と経験が少なく，そ
うしたサポートがまず重要となる。その辺のサポートを弁護士がやれるわけでは
ないため，法務のニーズは事業展開の構想が固まった次の段階で発生することが
多い。
ウ また，弁護士が相手方企業との契約交渉（事業スキームや取引全体の交渉に契
約の交渉も入ってくる，という方が実態と合っているかもしれない）に同席する
と「場」が硬くなるという意見もあるが，上記の D 社の事例では，アメリカ企業
側（E 社）にも弁護士が契約交渉に出てきていることや，交渉期間が 1 日しかな
いことからすると，D 社が単独で契約交渉に臨むのは非常にリスキーである。交
渉当日に予想もしていない提案が突然出てくることもある。こういった状況では，
日本企業側に有利な契約（少なくともリスクの少ない「守りの契約」）を締結す
るために，契約交渉に弁護士が同席することは必要であろう。
３ まとめ

以上のように，中小企業が国際取引又は海外進出する際に，弁護士に依頼する主な
ニーズは，それはその企業が構想として抱いている事業展開を行う場合に，何もしな
いで進めているとどのようなリスクがあり，どのようにリスクヘッジをしないといけ
ないか，という点のアドバイスと契約書の作成である。また，契約も含めた法律面で
のアドバイスやサポートは，企業が構想として考えている事業展開スキームの中では
その一部の要請を満たすに過ぎない，という点も認識する必要がある。つまり，
「どの
ように外国企業と取引したら良いのか」
，
「どのようにして海外に進出してビジネス展
開していけばうまく行くのか」という点に不明点や大きな不安を抱える企業にとって
は，そもそも「事業としてうまく行くのか」という点が第一に重要なイシューであり，
その手の相談を弁護士にしてくることは少ない。その点がある程度クリアになってか
ら，法務のニーズが発生するのが通常である。
とすれば，弁護士としては，
「まず弁護士に相談」したくなるような，少なくとも
業界の動向や取引対象国の事業環境など，法律以外の知識や情報をある程度理解して
おくことは必要である。また，国際取引又は海外進出する企業が直接，かつ最初に弁
護士に依頼するとは限らない。そういった企業がまず相談する所や他の士業との横断
的な連携，ネットワークの構築を深めていくことも重要と考える。

第１４ パネルディスカッション
１ パネリスト紹介
・鮑 悦初氏（株式会社廣記商行 取締役会長）
1952 年兵庫県神戸市生まれ。1976 年追手門学院大学経済学部経営学科卒業。同
年株式会社廣記商行入社。1988 年社団法人神戸青年会議所入所。1989 年株式会社
廣記商行代表取締役に就任。1992 年社団法人日本青年会議所フードサービス部会第
15 代会長に就任。2000 年株式会社パンオーシャン代表取締役に就任。2006 年神戸
華僑総会会長に就任。2012 年株式会社廣記商行取締役会長に就任。地元神戸を拠点
に，特にアジアへの進出を果たし，食品の製造及び輸出入事業を行っている。
・畑野 裕司氏（みなとコンサルティング株式会社 取締役）
1955 年生まれ。公立大学法人神戸市外国語大学外国語学部中国学科卒業。1977
年株式会社阪神相互銀行（現株式会社みなと銀行）入社。1988 年阪神銀行国際部在
籍中に復旦大学へ留学。1990 年香港駐在員事務所に副所長として駐在し事務所設立
に貢献。1992 年国際部の課長として外国為替業務推進企画に携わる。2000 年阪急
御影支店の支店長を務める。2004 年証券国際部次長，外為センター長，中国室長を
兼任。2007 年上海駐在員事務所の首席代表として事務所の設立を手掛ける。2009
年法人業務部アジア室長に就任。2012 年に定年退職後，みなとコンサルティング株
式会取締役兼社海外事業担当部長（現職）に就任。大学時代に学んだ語学及び就職
後の数々の海外勤務経験を活かし，地元神戸の中小企業の海外進出，特にアジアへ
の進出支援を行っている。

・檀特 竜王氏（神戸市アジア進出支援センター 所長）
1964 年生まれ。中央大学法学部法律学科卒，早稲田大学大学院法学研究科修了。
1990 年神戸市役所入所，港湾局庶務課，経理事務配属。1997 年から産業振興局経
済振興課貿易係，貿易振興担当。2001 年から神戸港埠頭公社総務部経理係長（企業
誘致も兼ねる）
。2010 年から産業振興局経済部工業課新産業創造係長，市内中小製
造業の振興担当。2012 年から現職（産業振興局経済部アジア進出支援担当課長）
。
センターの立ち上げから関わり，セミナーや海外ミッションを数多く企画しながら，
中小製造業の海外進出，特にアジアへの進出支援を行っている。
・戸塚 隆友（日本貿易振興機構ビジネス情報サービス課長）
1965 年生まれ。南山大学外国語学部イスパニヤ科卒。1988 年日本貿易振興会（当
時）入会。これまでメキシコ（調査担当）
，ベネズエラ（所長）
，スペイン（所長）
に駐在，進出日系企業支援などを行う。国内では東京本部のほか，長野事務所諏訪
支所，名古屋事務所（所長）に勤務，主に地場の中堅・中小企業の海外展開を支援。
2013 年 8 月から現職。
・藤本 一郎氏（弁護士）
1975 年生まれ。2000 年京都大学法学部卒，2001 年弁護士登録（大阪弁護士会）
，
2006 年カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒。2006 年米国 Squire
Sanders & Dempsey LLP 所属。2007 年ニューヨーク州弁護士登録，2008 年カリフォ
ルニア州弁護士登録。2007 年に中華人民共和国（北京，上海）に渡り，中国語と中
国弁護士業務を学び，2008 年より日本復帰（弁護士法人淀屋橋・山上合同）
。中国
（中華人民共和国，香港，台湾）を中心としたアジアに関わる法務に多く携わる傍
ら，神戸大学・京都大学・同志社大学法科大学院でも教鞭を執る。京都商工会議所
中国ビジネス相談デスク アドバイザー，大阪府中小企業海外展開支援サポーター
等も務める。
２ 司会
・加藤 文人（弁護士）
1973 年生まれ。1996 年同志社大学法学部卒，1998 年弁護士登録（大阪弁護士会）
2004～2005 年に北京語言大学・上海復旦大学法学院に留学。弁護士法人三宅法律事
務所（パートナー）
，株式会社アプラスフィナンシャル社外監査役。主に企業法務，
生命保険法，倒産法，中国法・アジア法業務を取り扱う。
・平良 夏紀（弁護士）
1982 年生まれ。14 歳までアメリカメリーランド州在住。2006 年上智大学法学部
地球環境法学科卒業。2009 年同志社大学法科大学院卒業。2010 年弁護士登録（兵
庫県弁護士会）
，弁護士法人東町法律事務所入所。企業法務全般を取り扱うが，幼
少期に培った英語力を活用し，海事及びクロスボーダー案件を数多く手掛ける。

第１５ まとめと今後の取り組むべき課題
１ まとめ
グローバル化が進む中，海外展開はごく限られた一部の企業だけが直面するもの
ではなく，全国の中小企業にとって益々身近なものとなっている。海外展開におい
ては，紛争となった場合のコストの多大さから，予防法務とトラブル発生時の初期
対応が極めて重要であるが，人的資源に制約のある中小企業においては，かかる認
識及び対応力につき十分とはいえず，弁護士の法的支援が必要とされる。
他方，海外展開業務を扱う弁護士は都市部に偏在する傾向にあり，全国の中小企
業にとって，紛争防止のために気軽に弁護士に相談することは現状では容易ではな
い。
そこで，全国の中小企業が，まずその拠点の近くで，気軽に海外展開に関するプ
ライマリーケア的な法的サービスの提供を受けられるように，海外展開業務を扱う
弁護士の裾野を全国に拡げ，連携団体と協力しながら，かかる法的サービスへのア
クセス改善を図る必要がある。海外展開業務を扱う意欲のある弁護士は，特に若手
弁護士を中心に全国に相当数存在し，その担い手になり得る。
そして，これらの弁護士が，個々の中小企業の具体的な法律問題に十分対応でき
るよう，海外展開業務のより高度な知見を有する弁護士との情報・知見の共有や必
要に応じて案件の共同受任等ができる連携の仕組みを構築することが望ましい。
２ 取り組むべき課題
当分科会では，日弁連及び弁護士会が次の施策を推し進めることを提言したい。
(1) 全国の弁護士会が取り組むべき課題と施策
海外展開業務を扱う弁護士の裾野を拡げる。そのため，全国の弁護士会において，
海外展開業務を行う弁護士の活動を支援する組織（ただし，委員会，センター，部
会，ＷＧ，ＰＴ等の名称を問わない。以下「弁護士会組織」という。
）を設け，日
弁連組織（下記に定義される）と連携して活発な活動を行う。
(2) 日弁連が取り組むべき課題と施策
弁護士が全国の中小企業の海外展開業務の法的支援を行うことができる体制を
構築する。そのため，中小企業の海外展開支援に関する弁護士の活動を推進及び支
援する日弁連内の組織（以下「日弁連組織」という。
）を設け，活発な活動を行う。
この日弁連組織の主な役割は，次のとおり。
① 海外展開業務を扱う弁護士の裾野拡大，諸団体との連携，全国の海外展開業務
を扱う弁護士間での情報・知見の共有並びに連携等に役立つ「海外展開支援弁護
士ネットワーク」
（仮称）の構築・運営
② 弁護士会組織及び日弁連内の関連委員会等との連携のもとに，全国の中小企業
が，自己のニーズに適した海外展開業務を扱う身近な弁護士の紹介を受けること
が可能となる体制・制度の構築・運営
③ 海外展開業務を扱う弁護士育成のための研修，各国法制度に関する情報・知見
の蓄積及び共有化

④ 中小企業の海外展開に関する諸団体との連携
⑤ 海外弁護士会との連携（各弁護士会組織との調整を含む）
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上原 武彦（大阪）桂 充弘（大阪）中嶋 勝規（大阪）
辻村 幸宏（大阪）谷口 直大（京都）小松 亀一（仙台）
【第５分科会】○佐瀬 正俊（東京）及川 健二（東京）箕輪 正美（東京）
上田 智司（東京）加納 小百合（東京）伊藤 明彦（東京）鈴木 和憲（第一東京）
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平井 信二（大阪）難波 泰明（大阪）種谷 有希子（兵庫県）池田 桂子（愛知県）
小寺 正史（札幌）
【第７分科会】○土森 俊秀（東京）外山 太士（東京）武藤 佳昭（東京）高橋 淳（東京）
堂野 達之（東京）大澤 康泰（東京）樋口 一磨（東京）淵邊 善彦（第一東京）
池内 稚利（第一東京）吉岡 毅（第一東京）山口 孝太（第一東京）山口 裕司（第一東京）
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濵田 建介（福岡県）
※上記に加え，日弁連中小企業法律支援センター委員及び幹事，中小企業の海外展開業務の
法的支援に関するワーキンググループ委員が準備に参加した。

