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第１９回弁護士業務改革シンポジウム反訳録 第５分科会 

「弁護士の専門化に向けて」 

２０１５年（平成２７年）１０月１６日 

 

【志水】  大変長らくお待たせいたしました。ただいまより「第１９回弁護士業

務改革シンポジウム」第５分科会、「弁護士の専門化に向けて」を開催いたします。 

 本分科会の総合司会を担当いたします弁護士の志水三輪子と申します。本日はど

うぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

 本分科会では、シンポジウムの内容を記録し、また、成果普及に利用するため、

会場での写真撮影及び録音を行っております。撮影した写真及び録音した内容は、

日本弁護士連合会の会員向けの書籍やＤＶＤのほか、当連合会のホームページ、パ

ンフレット、一般向けの書籍やＤＶＤ等にも使用させていただくことがあります。

なお、本分科会については、登壇者を除き撮影は背後からのみ行いますのでお知ら

せいたします。また、会館内は指定の場所を除き禁煙です。所定の喫煙スペースを

ご利用ください。 

 それでは、まず本分科会の配付物の確認をさせていただきます。 

 本日の配付資料ですけれども、本分科会の資料、表紙は黄緑色で計６２ページあ

ります。それから、アンケート用紙、桃色の用紙です。ご記入後はお近くのスタッ

フにお渡しいただくか、会場に設置します回収ボックスにお入れください。乱調、

落丁、不足等がございましたら分科会スタッフにお声がけください。 

 次に、本分科会の大まかなスケジュールをご案内いたします。資料、黄緑色の表

紙の１ページ目の進行表をご覧ください。ただいまから１２時１５分まで午前の部

を、１２時１５分から１３時まで昼食休憩を挟みました後、１３時から１６時３５

分まで午後の部を開催いたします。なお、午後の部では、途中１５分程度の休憩時

間を予定しております。 

 それでは、最初に高橋輝美分科会長から開会のご挨拶がございますので、高橋分

科会長、よろしくお願いいたします。 

【高橋】  皆さん、おはようございます。本日は多数お集まりいただきましてあ

りがとうございます。第５分科会の分科会長を務めております高橋輝美と申します。

所属は東京弁護士会でございます。 

 さて、「弁護士の専門化に向けて」というテーマで分科会を行うわけですけれども、

実はこのテーマに関しましては、２００９年の第１６回の弁護士業務改革シンポジ

ウムでも分科会として取り上げております。そこから６年経っているわけですけれ

ども、この間のいろいろな状況の変化、弁護士人口の急増とか、専門化に対するニ
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ーズの強まりとか、いろいろな状況の変化もございましたので、今回また改めてこ

のテーマを取り上げさせていただくということになりました。 

 本日は、日弁連の弁護士業務改革委員会の専門登録その他のＰＴのメンバーの報

告、それから福岡大学から武士俣教授に来ていただきましてご講演いただくと。そ

れから、地元の岡山県商工会連合会から津田さんにもお越しいただきました。そし

て、現在、日弁連としても大変に問題になっております、法律相談センターの相談

件数の激減という問題がございまして、それに関連しまして、法律相談センターの

再生プロジェクト・チームの提言を中心になってまとめていただいた藤田先生、名

古屋からお越しいただいております。そういう３人の先生方にもゲストとしてご参

加いただいて、有意義な分科会、シンポジウムになるように進めさせていただきた

いと思っております。 

 まずはそれぞれの方からの報告、そして講演をいただいた後、午後になってから

パネル・ディスカッションという形で進めさせていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。それでは報告のほうからお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。（拍手） 

【志水】  高橋分科会長、ありがとうございました。 

 それでは、基調報告に移らせていただきます。堀井秀知委員、よろしくお願いい

たします。 

【堀井】  おはようございます。日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会の委員

をしております、弁護士の堀井と申します。所属は、肩書がありますけれど、四国

の徳島で弁護士をしています。５１期になりますので、もうかれこれ１７年ぐらい

になるのですかね。多分それぐらいです。 

 基調報告を、私は３０分ぐらい時間を頂戴しているのですけれども、この後、武

士俣先生のご講演ですとか、あと、各具体的な論点については個別報告が予定され

ておりますので、基本的には、その露払いみたいな役割を果たすというところです。

それから、パワーポイントなども用意しようかと思ったのですけれど、パワーポイ

ントをつくると、苦労してつくった報告書を読んでくれないということがあるので、

パワーポイントなしで話をしていこうと思います。ですので、この全体の報告書に、

１６１ページ、本文でいきますと１６３ページから第５分科会の報告書になってお

りますので、そちらのほうを適宜ご参照されながら、少しお話を聞いていただけれ

ばと思います。 

 まず１６３ページ冒頭に、簡単にこれまでの専門弁護士制度の提案の歴史を書い

てございます。そもそものきっかけは、この専門弁護士制度の、たどっていくと１

９９９年の司法制度改革にたどることができるんです。それで、司法制度改革の中
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で弁護士の専門化というのが話に出ておりました。これを受けて、日弁連でも弁護

士業務改革委員会の中に、２０００年の６月ですけれども、専門認定ＰＴ、専門認

定について検討するプロジェクト・チームというのが立ち上がりました。 

 それで、専門認定ＰＴのほうでは専門認定の制度について検討を進めていったの

ですけれども、２００５年の１２月の時点では、専門弁護士の認定制度というのを

一気に創設するのはちょっとなかなか難しいのではないか、時期尚早ではないかと

いう意見を上げました。かわりに、専門認定よりは多少ハードルの下がった専門登

録という弁護士の制度を導入してはどうかという提案をしています。また、専門認

定と専門登録についての違いなど、また後でお話ししますけれども。その後、今か

ら６年前、２００９年に、第１６回のこの業革のシンポジウムでも専門弁護士制度

の分科会がありまして、そこでは、そこにありますとおり、アクション・プログラ

ムというものをぶち上げたんです。それで、いささか前のめりの内容であったと書

いてありますけれども、そこのアクション・プログラムでは、２０１２年までには

パイロット分野として５分野ぐらい登録制度を導入して、その後、２０１４年、２

年後ぐらいには１０分野まで拡大し、さらには２０１６年、ですから本当は来年、

専門認定制度を導入しようというようなプログラムを立ち上げたのです。ただ、こ

れは、関連委員会あるいは各単位会のほうに照会をかけましたところ、賛成の意見

もあったのですけれども反対の意見も強うございまして、結局、日の目を見ること

なく現在に至っているというところであります。 

 ところで専門弁護士というのは何かといいますと、それは１６３ページに書いて

ありますけれども、特定の法律分野について、一定の条件を満たした知識、業務取

扱経験を有する弁護士を、日弁連あるいは第三者機関、専門認定機関が認定する、

あるいは登録を認める制度が専門弁護士制度というふうに言えると思います。認定

と登録で違いますのは、登録のほうは、どちらかというと要件が緩やかなんです。

一定の、例えば実務取扱件数ですとか研修であるとか、そういうものをクリアすれ

ば登録を認めましょうと。認定のほうは、例えば試験があったりですとかピア・レ

ビュー、すなわち同業者のレビューを求めたりなどという形で、さらに踏み込んだ

形で専門性の担保をしていこうというような制度になっています。 

 では、どうしてこういう専門登録制度という話が出てきているのか。あるいは、

そもそもどうしてそれが反対されてしまうのかという話なのですけれども、専門登

録制度の導入に対する反対論というのが、これは１６５ページから上がっています

けれども、一言で言うと、１つは、そこにたくさん書いてあるのですけれども、真

面目な話をすれば、本当に日弁連などが専門と名乗ることを認めて、そいつは本当

に専門という名に値するだけの能力が本当に担保されるのかという、すごく真面目
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な批判があります。やっぱり、弁護士たるもの、一度専門と名乗らせるからには、

それにふさわしい内実を伴わないといけないという話です。他方で、そこにも書か

れていますけれども、結局、若手から見ると参入障壁になってしまうのではないか

という話も反対論としてはありました。専門登録であれ専門認定であれ、一定の要

件をどうしても課してしまいますから、登録したての若手の弁護士からすると、専

門と名乗ることができないんです。なので、それは結果的に若手の参入障壁をつく

ってしまうのではないかといったような批判も出てきています。それから多いのは、

いわゆるゼネラリストとプロフェッショナルという議論です。要するに、弁護士と

いうのは津々浦々の法律分野を扱えるし、扱うべきなのであって、そこから特定の

分野だけに限ってというプロフェッショナルというのはどうなのかと。あるいは、

私も徳島ですので、地方の弁護士からすれば、離婚もやるし交通事故もやるし、不

動産もやるし中小企業の支援もやりますと。そうすると、そこから何か特定の分野

で、一定の分野だけやりますみたいな専門弁護士みたいな話は、かえって弁護士の、

何というのですか、業務を狭めてしまうのではないかといったような反対論もあり

ました。そういう反対論があった結果、先ほど申し上げたアクション・プログラム

というのは日の目を見ることがなかったのですけれども、ただその後、現在に至っ

て、弁護士を取り巻いている環境というのは、恐らく大きく変化しているのだろう

と思います。 

 １６６ページをご覧ください。なぜ今、専門弁護士制度を取り上げるのかという

ところがあります。ここは少し詳しくお話をしますけれども、まずは何といっても

弁護士数の変化が一番、弁護士を取り巻く環境では多うございますよね。すなわち、

１９９９年には弁護士は１万６７３１人、１万７０００人ぐらいしかおりませんで

したけれども、そこから２０１５年は３万５０００人を超えると。もう、弁護士の

数は倍増してしまっているのです。結果的に、そうすると司法修習を修了しても、

すぐに就職することができない。ノキ弁などという言葉から、さらに今は、携帯弁

護士などという名前の弁護士も登場しているのだそうです。すなわち、携帯電話１

本だけで仕事をしている弁護士さんだそうです。自宅をとりあえず事務所登録して

おいて、携帯で走り回っているなどという弁護士まで登場しているというような話

があります。 

 それから、裁判所も変化がありました。裁判所は、司法制度改革でも取り上げら

れているところではあるのですけれども、いわゆる専門部というのが、特に東京や

大阪などでは多く設置されるようになりました。それから、いわゆる知財高裁など

もこのころの話です。それと、そこにもありますけれども、専門部の専門家、裁判

官からは、専門的な事件なので、本来そこで代理人に就く弁護士というのは専門性
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を身に付けているべきであるのに、十分な見識が積めているとは到底思えないよう

な代理人がいるのだというような声もしばしば聞こえてきます。私も実際に、私は

徳島で医療問題研究会に入っているのですけれども、ある裁判官から、東京で医療

事故だと、入院しました、手術しました、亡くなりました、よって病院に責任があ

りますというような訴状を本当に出してくる事務所というのがあるのだという話を

聞いたことがあります。もちろん、そんな乱暴な医療事故はないわけでして、当然、

手術が適切になされているのかどうか、説明がどうだったのか、その死亡と手術の

手技との間にどういう因果関係があるのかとか、乗り越えないといけないハードル

はたくさんあるのですけれども、そういったようなことを平気でしてくる弁護士も

いるのだなどという話を伺ったことがあります。 

 それから、何といっても大きいのは利用者側の変化です。昔であれば、特に一見

さんお断りなどという言葉がありますけれども、紹介者がいないと、なかなか、初

めて訪ねてきた人は事件を受けませんなどという話は、私が修習生になったころと

いうのは、そういうふうにやっているのですという事務所は確かに聞いたことがあ

ります。あるいは依頼者のほうでも、特に、何というのですか、もう先生にお任せ

しますという話になると、もうそこで信じて任せていただけると。それだけ昔の弁

護士というのは、何というのですか、権威があったのだなと思いますけれども、今

はそういうことはなくなってしまっていまして、実際、私などでも、先生で３件目

になりますと。セカンド・オピニオンと医療の世界で言われますけれど、セカンド

どころかサードとかフォース・オピニオンまで聞いてくる方も。あるいはインター

ネット上でたくさん、法的な知識が流れているんです。そうすると、先生、インタ

ーネットではこうこうこう言っているのだけれども、先生の説明はちょっと違うの

ではないですかみたいな話もあります。なので、昔であれば、どなたかに紹介を受

けた先生であれば、その弁護士を信頼してお任せしますという話になったのですけ

れども、今は、やっぱりご自身の依頼する内容、例えば離婚であれば離婚、相続で

あれば相続において、応じて、依頼しようとしている弁護士がそれなりの知識・見

識を備えているのではないか、あるいは備えていると思う弁護士に依頼したいとい

うニーズというのがどんどん強くなっているなと。私も、もう執行部も地元で経験

しましたけれども、弁護士会のほうに訪ねてくる一般の市民の方などが、私は交通

事故の相談をしたいのだけれど、交通事故の事件に強い弁護士さんを紹介してほし

いという形で来訪される方もいらっしゃいましたし、あるいは反対に、弁護士会の

法律相談センターの相談を受けたのだけれども、結局、担当した弁護士はどうも私

が相談したい分野の知識はあまりなかったようだといって、クレームがつくケース

もありました。それだけ、依頼者の弁護士に対する目が厳しくなってきているのだ
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ろうなと、個人的には感じています。 

 それから、先ほどもお話ししましたけれど、インターネットが普及することで、

法律の情報もたくさんインターネットで取ることができるようになりましたが、今

度は弁護士のほうでも広告がたくさん出るようになったんです。私が修習生のころ

などは、徳島で言えば、せいぜい電話帳に広告が載っているぐらいが関の山で、ホ

ームページなど開設している事務所はもちろんありませんでしたし、テレビやラジ

オで弁護士のＣＭが流れるなどということはもう、ちょっと考えられもしなかった

です。けれど、今は徳島でも、ホームページを開設している弁護士さんもいらっし

ゃいますし、それからテレビや新聞などで、これは徳島の弁護士ではなくて、どち

らかというと県外の弁護士の方、それもある一定の事件の分野が多いですけれども、

であれば、どんどん広告が打たれていっているんです。中には、その広告に、今回

取り上げるテーマである「専門」という言葉を使っているホームページもたくさん

出てきています。債務整理専門とか交通事故専門といって、専門をうたわれている

広告もたくさん出てきています。このあたりはまた個別報告がありますので、そこ

で詳しくはご報告していただけるのではないかと思いますけれども。 

 それから、他士業との競争が起きているということも、これは否定できないこと

だろうと思います。司法書士が簡裁代理権をお持ちになったということが１番分か

りやすい例ですけれども、税理士さん、司法書士さん、あるいは行政書士さん、あ

るいは社会保険労務士さんといった、いわゆる隣接士業と呼ばれる方々が、どんど

ん自分の、言ってしまえば関連する法律分野に食い込んできている。だから、弁護

士はそことも競争しないといけない時代になっているというのは、まさにそのとお

りなのだろうと思います。そうすると、従前の弁護士のスタイル、すなわち事務所

を構えていて、あまり広告などを打たずに、顧問先であるとか、あるいは従前の依

頼者さんだとか、そういったネットワークからお客さんを引っ張ってくるというの

はどんどん難しくなってきている。特に、先ほどお話ししたような、もう即時独立

をさせられてしまう……させられてしまうと言うと、何か即時独立が悪いみたいな

言い方に聞こえるかもしれませんが、即時独立をされる若手の弁護士などになって

しまえば、もう、そういったネットワークを使ってお客さんを引っ張ってくるなど

というのではなくて、例えば自分の事務所のホームページなどをアップすることで、

もう、そこからどんどんお客さんを引っ張ってくる。すなわち、一見さんお断りな

どというのは、もう今は昔の言葉になってしまっているのかもしれません。 

 そうすると、報告書でいきますと次のページになりますけれども。それからもう

１つ、これも無視できない変化ですけれども、法テラスの設置と権利保護保険があ

ります。権利保護保険はもう、弁護士の方が多いはずですので皆さんご承知だと思
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いますけれども、交通事故などの分野で弁護士費用を出してくれると。これが権利

保護保険です。この権利保護保険は、特に簡裁事件の交通事故案件を激増させたと

いって、よくも悪くも激増させたといって問題視される方もいらっしゃいますし、

いや、それは本来、泣き寝入りしていた分野が掘り起こされているのだと。１０万

の物損事故で１０万、弁護士費用を払える人はなかなかいないけれど、保険で賄わ

れるなら、１０万の物損事故でも堂々と自分の権利を主張することができるという

意味で、むしろいいことなのではないかと。そこの意見はいろいろありますけれど

も。そして、個別報告で、これは私が報告しますけれども、この権利保護保険は取

扱分野が劇的に増えてきています。以前は交通事故とセットでしたけれど、それ以

外の分野にもこの保険が使えるようになってきているんです。そうすると、保険で

使える弁護士さん、特に日弁連と協定を結んでいる会社、協定会社が使っている保

険の場合は、弁護士会のほうから弁護士を紹介するというスキームをとっています

から、そうすると保険者の側、つまり契約者の側からすると、弁護士会から紹介し

てくれた弁護士なのだから、当然、交通事故のことについて一定の見識をお持ちで

すよねという期待を持って来るはずだろうと思うんです。 

 それから、弁護士会の法律相談センターも、専門相談の導入が始まっています。

ここはまた個別報告がありますので、そちらで詳しくはお話しいただけると思いま

すけれども、弁護士会の法律相談センターも、生き残りをかけてと言ってしまって

いいのでしょうか、専門相談というのを導入していこうという話になっています。 

 さて、最終的に、では今後どういうふうに進んでいくのかという話なのですけれ

ども、レジュメの２００ページに、弁護士の専門化に向けて弁護士会としてできる

ことということを書いてありますけれども、この分科会で専門弁護士について検討

しているときに、立つべきはどちらなのかということをずっと話し合ってきました。

それは要するに、弁護士の側から専門弁護士という制度を見るべきなのか、それと

も利用者の側から立って、この専門弁護士制度というのを考えるべきかという視点

です。弁護士の側から見れば、なるほど確かに取扱件数ですとか、あるいは研修を

受けないといけないなどというのをしないと、専門弁護士という登録あるいは認定

が受けられないとなれば、それは、何というのですか、余計なお世話なのであって、

自分たちで、もう俺たちが自分で研さんを積んでいくよと。そんなの弁護士会で余

計なことをしてくれなくてもいいよという話はあるかもしれません。あるいは、な

るほど、そういう制度を導入することによって、若手の弁護士さんからすると参入

障壁みたいに感じられることもあるのではないかなと思います。 

 けれど、他方で利用者の側から見れば、果たしてそう言っていいのかという問題

は多分あるのだろうと思うんです。私は、相談に来られる方に、先生は何がご専門
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ですかと聞かれると、徳島の弁護士ですから、いや、離婚もやるし相続もやるし交

通事故もやりますよと話はします。確かに一定のレベルまでであれば、離婚であれ

相続であれ交通事故であれ、調停をやったり裁判をやったりということで、やるべ

きことは同じところがあるのは、僕はそれはそうだと思うんです。ただ、そこから

さらに踏み込んでいくと、それはやっぱり、分からないこと、もっと深く知ってい

るべきことというのは絶対あるはずなんです。離婚などであれば、本当は、離婚を

ちゃんとやりますよと言うのであれば、例えば離婚することによって母子家庭にな

った方にどういう社会保障の手当てがあるのだということを知っているですとか、

あるいは離婚することによって片親になってしまう子供たちというのがどういうふ

うな心理的な影響を受けるのかですとか、そういったようなことまで、本当は十分

研さんを積んで分かっている。そこまでできて、では離婚を十分やれますよという

話かもしれません。それで、利用者の方が求めているのは、どこまでいっても、日

本でトップ・テンに入る弁護士を求めているわけではないはずなんです。けれど、

少なくともその弁護士に聞けば、離婚で言えば、今お話ししたようなことでもきち

んと答えてくれる。あるいは配慮していただける弁護士を多分求めているのだろう

と思います。離婚、ああ、協議離婚がありますね、調停離婚ですね、次は訴訟です

ねなどという一通りの知識だけでとどまらないところまで、本当は踏み込んでいく

べきではないのかなと考えています。 

 ただ、それを、何というのですか、個々の弁護士の研さんに任せてしまうと、利

用者の側はどうしても分からないですよね。インターネットの広告で「専門」と打

たれていても、その専門が本当に専門に値するだけの、今、私がお話ししたような、

通常の弁護士よりもさらに踏み込んだところまで考えていただける能力、研さんを

積んでいらっしゃる弁護士なのか、それともとりあえず「専門」と名前を書いてい

るだけの弁護士なのかの区別が恐らくつかないのだろうと思います。それはやっぱ

り、弁護士会は強制加入団体で、法律職を独占しているわけですから、それを任せ

ておくわけにはいかないと思うんです。例えて言うならばマル適マークみたいなも

のは、やっぱり弁護士会のほうで、この弁護士さんは、少なくとも弁護士会のほう

で設定している研修であるとか取扱件数であるとか、そういったものはちゃんとク

リアした弁護士ですよ。もちろん、だからといって、その弁護士に頼めば絶対勝て

るなどという保証はないわけですけれどもね。ないわけですけど、少なくともきち

んとした能力と研さんを積んでいる弁護士ですよということはちゃんとお示しして

おかないと、一生に１回しか弁護士にお世話にならない利用者さんの方はたくさん

いらっしゃるはずですから、一生に１回の弁護士が結果的に十分な知識・能力がな

いがゆえに、不利益を受けてしまうということは、やっぱり避けるべきですし、そ
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れをきちんとできる、担保をとる制度をつくるというのは、今の時代としては弁護

士・弁護士会はもう避けては通れないのではないのかなということを、この分科会

では考えています。そういったようなことが、２００ページ以降のことで津々浦々

と書いてあるのですけれども。 

 そろそろ時間が来ましたといって、前で、終われというあれが出ていますので、

私の基調報告はこれぐらいにさせていただいて、また実際に市場がどれぐらい変化

しているのかなどという具体的な数字は武士俣先生のご報告で取り上げていただけ

ると思いますので、感覚を、エビデンスはご報告があると思いますので、これで私

の報告は終わらせていただきます。拙い報告、申し訳ありませんでした。（拍手） 

【志水】  堀井委員、ありがとうございました。 

 続きまして、武士俣敦福岡大学法学部教授にご講演をいただきます。武士俣先生、

よろしくお願いいたします。 

【武士俣】  皆様、おはようございます。ご紹介いただきました、福岡大学法学

部で教鞭をとっております、変わった名前ですけれどブシマタと読みます。大変変

わった名前ですが覚えやすいのではないかと思いますので、今後ともよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 最初にちょっと簡単に自己紹介的なことから始めたいと思うのですけれど、私は

弁護士ではなくて、大学の法学部の教員でありまして、専門は法社会学と言われる

分野の研究者です。法社会学には、弁護士論というのが非常に重要な分野としてあ

りまして、私は最初は裁判過程みたいなところをやっていたのですけれど、途中か

ら弁護士論に焦点を合わせた研究を始めるようになりまして、ちょうどアメリカに

１９９０年代の半ばに留学したときに、専門弁護士の認定制度というのがあるとい

うことを知りまして、そこで非常に興味を持ちました。そして、これは行く行くは

日本でもいずれ出てくる話ではないのかなということで関心を持って研究し、そし

て論文などを書いたということです。それがたまたま東弁の業務改革委員会に目を

とめていただきまして、たしか２００１年の東弁の夏季研修会に、ちょっとそれを

話してくれないかということで呼ばれていって、それが、この専門化というテーマ

で弁護士会との接点が始まったところであります。その後、今日まで、２００９年

の、先ほどお話のありました業務改革シンポジウムの分科会でもお招きいただいて、

少し研究成果等、発表させていただきました。そして今回、再びということで、再

びか３度目になりますが、話をする機会をいただきまして、誠に光栄でございます。

その間、１５年、まだ専門弁護士制度はできていないということで、もう少しプッ

シュしていければなという気もしております。 

 それでは私の話なのですが、これは１時間でよろしいのでしょうか。１２時１５
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分までということで。そうですか。フルによろしいのですか。 

 それでは、私の今日の話のタイトルなのですけれど、「専門化をめぐる市場の状況

はどう変わったか？」というもので、サブタイトルが「未分化型経営戦略の市場適

合性の検証」、何かすごく堅苦しいサブタイトルになっております。このテーマには

ちょっと前提がありますので、それは後でも触れたいと思います。 

 画面上はアウトラインです。お手元の当日配付資料にも、この目次は載っている

かと思います。最初に１番目として、「２００９年業務改革シンポジウムを振り返っ

て」ということで、前回のシンポで言ったことを少し振り返ってみたいなと思って

います。そして２番目が「専門化をめぐる市場の状況変化を探る」ということで、

これが、今回のメーンのテーマということになります。そして最後に３番目として

は、弁護士会の責任として、この弁護士制度を推進していくべきではないかという

ことをお話しさせていただきたいと思っております。 

 最初に、２００９年のシンポで私が結論的に申し上げたことは、専門弁護士制度

には非常に重要な意義があるということです。その点を簡単に図で表現すると、こ

ういう図になるのかなと思っています。専門化というのは、その基盤のところに、

事実上、専門化が進んでいるという現実がある。これを事実的専門分化と呼ぶわけ

ですが、英語でよくｄｅｆａｃｔｏ ｓｐｅｃｉａｌｉｚａｔｉｏｎと言います。

それを基盤として、専門弁護士の制度、これは英語で、ｄｅｊｕｒｅ ｓｐｅｃｉ

ａｌｉｚａｔｉｏｎという言葉遣いがあるのですけれど、それが出てくると。欧米

の弁護士の社会を見ますと、事実的な専門分化が日本と違ってはるかに進んでおっ

て、それを基盤として専門弁護士制度が現に多くの国でつくられています。外国の

例についてはこの後少しご紹介いたします。そして、専門弁護士制度がまた事実上

の専門分化を生み出していくという、一種の循環的な往復運動を行っているという

ものです。これは理想的な姿なのですが、現実にはこんなにうまくいかないわけで

す。それで、特に前回言いたかったのは、日本には事実的な専門分化というものが

ないので、どうするんだ、何で必要なんだというところがあるのだけど、しかし、

そうではないのだと。専門弁護士制度は必要なのだと。これは、弁護士のサービス

の質を上げていくためには、自覚的に日本ではつくっていかないといけない。それ

が日本の状況ではないかということを前回申し上げた次第です。 

 それはそれとして、次なのですけれど、国際比較の中での日本の専門弁護士制度

ということになります。日本は、この専門弁護士制度に関しては、ガラパゴスとい

う言葉があちこちでよく使われますけれども、ガラパゴス化した状態ではないのか

というのが私の認識でございまして、何でガラパゴスかということなのですが、こ

れには２つ意味があるかと思うんです。まずは、１つは、制度自体がない。日本に
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はない。だけど欧米諸国には制度があるということです。これはすぐ確認できます。

今、画面上に挙げてあるのは、アメリカ、イギリスのイングランドですね。それか

らドイツ、フランスしか挙げていませんが、これ以外にもオランダ、カナダなどが

すぐ、弁護士会のホームページを開けば出てきますので、つくっています。それと

韓国もあると。ちょっと韓国のホームページは読めないので、ちょっと紹介などは

できないのですけれども。少なくとも、今、最近ちょっとチェックしてみたところ、

こんな状況になっております。今回のシンポでは外国の調査報告がないということ

なので、前回はたしか詳しい外国の調査報告がなされましたけれど、ちょっとフォ

ローアップという形で簡単に用意してみました。 

 ここではそれぞれの国について、それぞれの国の弁護士数と、それから分野別に

専門認定制度をやっていますので、認定者数の多い専門分野というのはどんなもの

があるのかということを示しています。アメリカでいきますと、アメリカは、全米

レベルではＡＢＡという任意団体がありますので、そこが各州の数字を集計して統

計をとっていまして、それはホームページで見るとすぐ出ているんです。第１位の

分野というのがシビル・トライアルといって、これは第１審の民事訴訟の分野です。

これが１位で、認定者数８４６６人という数値になっています。それから第２位分

野がファミリー・ローということで、これが３７６０人という数値が出ております。

具体的に、州で見ますとカリフォルニアが示してあります。アメリカでは制度化し

た先進的な州の代表なんです。それで、カリフォルニア州だと１８万人ぐらいの弁

護士がおりまして、分野で見るといちばん認定者が多いのがファミリー・ローとい

う分野で、これは１３２８人。それから第２位が、ワーカーズ・コンペンセーショ

ンというのは労災補償の分野です。ここが１０２６人という数字が出ております。 

 イギリスは、弁護士数が、ソリシターに限定していますけれども約１４万人おっ

て、認定者数第１位の分野がクリミナル・リチゲーションという、刑事裁判ですね。

それから第２位がチルドレン・ローということで、広い意味での家族法だと思うの

ですけれども、イギリスのソリシターの場合はファミリー・ローと認定分野を分け

ています。人数については、私は「名簿参照」と書いておきましたけれど、これは

皆様方、ソリシターの団体であるロー・ソサエティーのホームページを開きますと、

専門認定分野ごとに名前のリストが全部載っていますので、誰でも見ることができ

ます。オープンにされています。クリミナル・リチゲーションのスペシャリスト・

パネルに入っている人たちの名簿が一番多かったです。ちょっと多すぎて数を数え

られなかったので、数字は載せていません。全てホームページから誰でも見られま

すので。 

 それからドイツなのですが、これは約１６万人の弁護士がおって、認定者数の１
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位は労働法という分野で９７１３人、２位が家族法、９１８１人ということになっ

ています。この資料は、下に「出所」を挙げてありますけれど、これはホームペー

ジからとってきたものではなくて、昨年、中央大学で、専門化をめぐる、ドイツの

専門弁護士制度についてのシンポジウムがあって、それは私も出ましたし、上原武

彦先生なども一緒になって出たシンポがあるのですけれど、それが本に取りまとめ

られて、今、中央大学の森勇先生の編著で『リーガルマーケットの展開と弁護士の

職業像』と題して本になって出ています。ドイツの専門弁護士制度がよく分かりま

す。それを見ると分野と数字が出ております。 

 フランスについてはちょっと古いのですが、この数字は２００９年に、当プロジ

ェクトチームの金塚彩乃弁護士が調べて資料に挙げている数字をそのまま挙げたも

のです。 

 外国はこのようになっておりまして、とにかく制度があるわけです。このような

状況であって、日本はない。何で日本だけないのか。ガラパゴスではないのかとい

うことの１つの意味でございます。 

 それから、日本はやっぱりガラパゴス的ではないのかと思う点がもう１つありま

す。それは、先ほど堀井先生のお話の中にもありましたし、これから、この後、広

告の話が出てくると思うのですが、広告の規制の在り方ですね。制度として規制し

ているわけですけれども、その在り方が世界の中で、日本は非常に特異な規制の仕

方をしているというところがあります。これはどういうことかというと、まずアメ

リカの例を取り上げてみます。アメリカには専門認定を制度化した州と制度化して

いない州がありますけれど、いずれにしても弁護士倫理の規定があって、その中で、

規制の基本的なパターンがあります。日本語に翻訳していますので、分かりづらい

ところがあるかもしれませんが例示します。所定の条件を満たさない限り、例えば

ＡＢＡのモデル・ルール、あるいはウィスコンシン州あるいはアイオワ州などだと、

「専門家として認定されていることを述べ、あるいは含意してはならない」とか、

カリフォルニア州の場合ですと、「認定された専門家であることを述べてはならな

い」とか、アリゾナ州では「専門家であると述べ、あるいは含意してはならない」

とか、このような規定の仕方になっているのです。だから、原則、専門家表示とい

うのはルールの上では禁止されているのです。 

 例外として所定の条件を満たせばよろしいと。それはどういう条件かということ

ですが、これも州によってちょっとバリエーションがあるのですけれど、かなり共

通しています。例えば制度化しているカリフォルニアとかアリゾナ州だと、自州の

認定機関又は自州の認証した団体による認定が条件になって、それがあればやって

いいんだよということなんです。それから、アメリカの場合は必ずしも公式な弁護
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士会だけが認定機関ではなくて、民間の認定団体というのを弁護士会が認証して、

そしてその団体が認定すれば、またそれもいいというのが多くのパターンなのです

けれど、例えばウィスコンシンなどは制度化した州ではないので、自分自身の州で

認定制度を持っていませんが、ただＡＢＡが認証した民間団体による認定を受けて

いれば、専門家として表示してよろしいという規定です。一番緩い条件がこれです

ね。ジョージア州ですけれど、「一定の経験、訓練、教育又は認証団体による認定」。

これを満たせば一応、専門家表示はしてよろしい。だから、州ごとにみると、一定

のバリエーションがあって、かなり緩々のが、例えばジョージアみたいな規定があ

ります。こんな状況がございます。 

 それから、これはイギリスのソリシターについての規定の仕方なのですが、ルー

ルとしてはこうなっています。「正当化できるのであれば、専門性を標榜することは

不適切ではない」ということです。正当化できる条件なのですが、当該ソリシター

の経験、能力、それから知識水準のほか、パネルのメンバーシップがあります。こ

れはちょっと補足したいのですが、さっきお話したイギリスの専門認定制度はスペ

シャリスト・パネルといいます。例えばさっき挙げたクリミナル・リチゲーション

が認定分野の第１位だったのですけれど、あれはスペシャリスト・パネルの１つで

す。そのメンバーになっていることがイギリス・ソリシターの専門認定制度で、こ

れになっていれば専門家であると表示してよろしいと、こういう規定になっており

ます。条件にはかなり厳しい条件もあれば、結構緩々の条件もあるのですけれど、

いずれにせよ所定の条件というのがやっぱりルールにあって、それを満たしていな

ければ専門家表示をしてはならないというのが、大方の国の規制の仕方なのです。 

 ところが日本はそうなっていなくて、広告規程上は何も禁止されていないですよ

ね。専門家表示は禁止されていないです。だけど、では、でもやっていないのはな

ぜか。ガイドラインというところで禁止される。このやり方は恐らく世界的に見れ

ばかなり特異な規制の仕方であって、それをガラパゴスと言えるかどうかはちょっ

と分かりませんけれども、違う点ではありますね。特異であることは確かです。と

いうことで、いずれにせよ専門弁護士制度をめぐる日本の状況が諸外国と違うなと

いうことが分かるかと思います。 

 それで次です。前回の２００９年シンポで、日本で制度化を実現していくために

どういう条件が必要かということで私が述べましたのが２つあります。１つは、弁

護士の専門性情報というものを流通促進させていくということが１つの条件である

ということを申し上げました。これは先ほど堀井先生も同じようなことを言われた

わけで、それをどうやっていくかということは広告との関係でいろいろあると思う

のですけれど、それ以外にも恐らく、弁護士会の責任として何らかの形で情報提供
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の仕組みを考えていかないとというのはあるのですが、それはちょっと置いておい

て、もう１つ、採算性というインセンティブがやっぱり必要だろうということです。

専門弁護士制度をつくった。だけど、専門弁護士になったけれども、何も仕事に結

びつかない。これではやっぱりうまくいかないわけで、この条件というのは必ず必

要だということです。これをどうするかという仕組みについて考えると、弁護士紹

介との接合ということが出てくるだろうと思います。専門弁護士制度というのは単

独で機能するわけではなくて、こういう採算性を考えたときには、必ず弁護士紹介

制度とつなげなければうまくはいかないだろうということを私は指摘したわけです。

現在、日本における弁護士の紹介というのは、極めてインフォーマルに行われてい

る。これはいろんな場面が浮かぶのですけれど、それをフォーマライズすることで

弁護士紹介を関係者の間に見えるようにする、あるいは可視化するということが必

要になってくるだろうということで、その手段として専門弁護士制度というものを

考えていかないといけないということを申し述べました。 

 それから採算性を弁護士アクセスという角度からみたとき、これを２種類に区別

するべきではないのかということです。１つの面では、要するに弁護士を見付ける、

ファインド・ア・ローヤーという言葉が英米などでよく使われるのですけれど、こ

れとは別に、もう１つはファインド・ア・ライト・ローヤー、適切な弁護士を見付

けるという言い方がなされます。今、アメリカの弁護士会のホームページを見ても、

それからイギリスの弁護士会のホームページを見ても、弁護士を検索するメニュー

が必ずあるんです。これは日本でもひまわりサーチがあるわけですけれど、それは

外国も当然あります。そのときによく使われるのは、もはやファインド・ア・ロー

ヤーではなくて、ファインド・ア・ライト・ローヤーという言い方で、「ライト」を

つけるんです。適切な弁護士を見つけようということです。この２つは、利用者の

アクセスという点では区別されるべきであって、とにかく弁護士が必要だという人、

特に恐らく必要なのは資力に乏しい人たちですよね。法律扶助だとか、あるいは国

選弁護だとか、これは第３支払者が支払いをしてくれるわけですけれども、そうい

う人たちはともかく、専門性などこだわらずに弁護士にとにかくたどり着きたいと

いうレベルのアクセスが必要です。それから、そうではなくて、適切な弁護士にた

どり着きたいという利用者側からのニーズ。これはファインド・ア・ライト・ロー

ヤーの側面なのですけれど、これは恐らく、支払い能力のある依頼者になるだろう。

中間層、ミドル・クラスになると思うんです。この人たちはこっちのアクセスが必

要なのであって、単なるファインド・ア・ローヤーではないと思います。 

 このファインド・ア・ライト・ローヤーのところに、やはり専門弁護士制度とい

うものは密接に関わってくると思います。これは先ほど堀井先生も言われたことと
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同じだと思うのですけれど、ただ、私が思うに、購買力がある中間層なのだけれど

も、購買力はあっても、必ずしも購買意思があるかどうかは限らないというところ

が、マーケット的には１つ大きな問題ですよね。それで、これは私の研究ではない

のですけれども、何年か前に、特定領域研究という、大規模な民事紛争処理の利用

者のアクセスの調査研究が行われて、その中でいろいろ論文が出されたのですけれ

ど、今、明治大学におられる代表的な法社会学者で村山眞維先生という方がおられ

ますけれども、あの人は、日本の弁護士利用者の利用を規定している要因が何であ

るかということを、データに基づいて分析されまして、次のように総括しているの

です。ちょっとスライドはないのですが、その総括部分をちょっと読ませていただ

きますと、「日本の法サービスのマーケットは、高価な弁護士のサービスをお金があ

るから購入する、あるいは弁護士サービスの効用について知識があるから購入する

という形にはなっていない。むしろ、過去の弁護士、裁判所利用経験と法律家との

コネが、弁護士のサービスを利用する大きな要因となっている。法律家とのコネが

あり、弁護士利用と強く相関しているのは、日本における弁護士利用が、弁護士と

依頼者との間の相互不安を軽減する人的な信頼を媒介しているからであると考えら

れる。」。このような総括をしている。 

 同様のことを、東大の法社会学の佐藤岩夫先生が述べています。これは釜石の相

談機関利用者調査データを使って分析された結果なのですけれども、当事者の所

得・教育歴・職業等の社会階層的な要因は、相談行動、この場合は弁護士ですが、

相談行動に直接的に有意な効果は持たない。このように総括されております。です

から、購買力がある人はストレートに弁護士サービスを買うとは言えない。ここに

は、もう１つ別の社会学的な次元が入ってくるんです。ここが難しいところですよ

ね。ですから、購買意思というのは、中間層は購買意思があっても買うかどうか分

からない。先ほどの堀井先生のお話にもあったように、分からないものは、やっぱ

り金があっても買わないのだろうと思います。自分に見えないものはですね。ちょ

っと変な例えですが、福袋は買わない。福袋は正月に買うだけであって、普通は福

袋は買わない。中身が見えないからですね。ということなのだろうと思うんです。 

 ということで、ちょっと話が長くなりましたが、次に本論になります。見出しの

大きな２番目ですね。「専門化をめぐる市場の状況変化を探る」ということで、この

間、どう変わってきたかということを、データに即して見てみたいと思います。さ

て、「未分化型経営戦略の市場適合性の検証」というサブ・タイトルを付けたのです

けれど、これは法社会学の代表的な先生である棚瀬孝雄先生の仮説を検証するとい

う意味です。恐らく棚瀬先生は、何で日本で専門弁護士……これは制度ではなくて、

事実上、日本で何で弁護士が専門化していかなかったのかということの理論的な説
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明を最初にされた方だろうと思うんです。それを一言で言うと「未分化型経営戦略

の市場適合性」です。それが非常に説得力があったと思います。それを使ったわけ

です。 

 それで、棚瀬先生の説明図式を、画面上に載せてあります。棚瀬先生の説明では、

まず訴訟業務の市場というのがある。これが、日本の弁護士のまさにメーンな市場、

マーケットですよね。それで、ここで重要なキーワードは、訴訟業務からは超過利

潤が生まれるということなんです。特に大型の訴訟事件の場合は、費やした労力の

わりに実入りがいいということです。これはどこから来ているかというと、報酬算

定方式の訴額比例主義から来るということなんです。そして、それが、パーソナル・

ネットワークへの依存につながっていく。これも棚瀬先生の使った重要なキーワー

ドなのです。要するに依頼者を、弁護士さんが顧客をつかんでいきますよね。その

ネットワークなんです。これは、弁護士というのは若いときから一生懸命、仕事、

キャリアを積む中で、一身専属的な財産としてこういうのをつくり上げていって、

これがしっかりすると独立して事務所を構えていくという形で縦のキャリア・パタ

ーンをつくり出していくというときの１つの重要な要素になっていくと。そのとき

に出てくるのが事務所経営における未分化型経営戦略ということです。棚瀬先生は

事務所を、専門化の観点から３つのタイプに区別しています。１つは総合型。これ

は日本には非常に数少ないわけですけれども、要するにイメージはアメリカ型の大

規模ロー・ファーム。デパートメントを持って、それぞれの分野の部門を内部に持

った、でかい総合事務所ですね。これが総合型事務所。それからもう１つは単一専

門型。これはアメリカでよくブティック・ファームと言いますけれど、単一専門型。

それともう１つが未分化型です。日本では多くの弁護士がこの未分化型経営戦略を

採用する。なぜか。これは要するに専門化していない状態なのですけれど、なぜそ

うか。これは、単にしたくないとか、そういう話ではなくて、つまりそのほうが市

場に適合的だからというのです。未分化型であったほうが、むしろ経営としては有

効な戦略だからやっているのだよということなんです。そういう説明なんです。そ

れで専門化がおくれていくと。 

 つまり、もしゼネラリストとして広く網をかけていて、そこにたまたまでかい事

件が入ってくれば超過利潤がかなり得られるので、それで経営がうまくやっていけ

るという、まさに市場適合的な状態があったから専門化しないと。それともう１つ

つながってくるのが、その反面としての企業法務の市場であって、これとこれがつ

ながるわけなのですけれど、特に大企業を顧客とする予防法務の市場では、これは

競争が激しい。大企業の数も少ないから、市場価格が押し下げられていく。だから

訴訟事件に依存する。それで、訴訟事件に依存すると、むしろ未分化型経営戦略の
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ほうがいいわけだから、専門化はしない。この専門化のおくれになっている。この

２つがないまぜになって、日本の弁護士は専門化をしてこなかったという説明なの

です。その言葉をちょっと私、使わせていただきました。重要なのは超過利潤とパ

ーソナル・ネットワークということになるわけですけれども。 

 それで、この説明が現在も果たして当てはまるのかどうか確かめたいと思い、私、

この数十年にわたって日弁連がやってきた実態調査、いわゆる経済基盤調査のデー

タ、とりわけ直近の２０１０年調査のそれをいろいろいじって分析めいたことをし

てみたわけです。そこに移ります。 

 まず１点目として取り上げたいのは、訴訟業務への依存と訴訟業務とその超過利

潤への依存というところなのですが、これがデータではどうなっているかというと

ころを表にしてみました。ちょっと表だけ出して、何もコメントが書いてなくて恐

縮なのですけれど、コメントしたいと思います。この表は、訴訟業務の割合、競争

を感じない人の割合、及び１人当たりの訴訟件数という３つの指標の数字をまとめ

てみました。裁判所ケースの割合というのは、８０年調査の７７パーセントから、

１０年調査では５０．１パーセントと、減ってきていますね。それから隣が、競争

を感じるかという質問に対する「感じない」という回答割合なのですけれど、８０

年調査では５２．７パーセントの人が競争など感じないと、半分以上は競争など感

じないと言っていたんです。ところが１０年調査の数値では３０パーセントに落ち

ていまして、かなり競争を意識するようになっているということが分かります。１

人当たり訴訟件数は調査データではなくて司法統計からとってきています。これは、

その年の弁護士の総数で地裁の訴訟新受件数を割った値なんです。これを見ますと、

８件から１０件前後で、８０年調査から１０年調査の間にそんなに大きくは変わっ

ていません。ただし、ちょっと注意していただきたいのは、実はこの２０１０年以

後の１１年、１２年、１３年と、実は地裁の訴訟件数は減っています。１０年が８

ですけれど、７件、６件と減ってきていますので、ここは結構、注意しないといけ

ないのかなと思います。 

 次です。これは、訴訟業務への依存度が高い弁護士についての、つまり訴訟業務

１００パーセントの弁護士の平均所得額のデータです。これはどうなっているかと

いうと、こっちが８０年調査で、全国平均が６４７万円。あと東京、大阪、名古屋、

高裁所在地、高裁不所在地の平均額を示しています。全体平均というのは、訴訟業

務１００パーセント以外の人も含んだ全ての平均値で７０３万円です。その後の１

０年調査データでは、額の水準はそれぞれ上がっていますが、パターンはどうも似

ています。つまり、地方と都会との差があまりないんです。ちょっとばらつきはあ

りますけれど、パターンとしては同じですね。だから、これを見ると、恐らく地方
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ほど訴訟業務での収益度は高いのかなと思われます。コストは低いわけでしょうか

ら。そのことがやっぱり、棚瀬先生が言ったように、業務革新の動機づけに影響し

ている可能性はあるのではないかなというのが推定されます。 

 それから次です。予防法務では食えない。だから訴訟業務に行く。訴訟業務は未

分化型がいいんだ。だから専門化しない。こういう説明ですが、さて、現状では果

たしてどうなのだろうか。そこで非紛争業務の割合と大企業顧客の割合を、数字で

調査結果から出してみました。非紛争ケースの割合というのは、８０年調査から１

０年調査までの間、８０年調査ではちょっと低くて９０年調査から上がるのですが、

でも９０年調査以降はほとんどあまり、大体２割ちょっとで変わっていないですね。

それから、大企業顧客の割合はほとんど変わっていないですね。大体２０パーセン

ト弱です。ということで、やはり予防法務の割合が小さいという点で、あまり大き

な変化はない。 

 それで、今度は収益性を見てみますが、非紛争ケースの割合が５０パーセント以

上の相当ウエートの大きい弁護士さん。その人たちの所得額を計算できましたので、

出してみたんです。８０年調査と１０年調査、３０年の間隔を置いてデータを示し

ています。これを見て分かるのは、全弁護士の平均よりも、大阪・名古屋も含めて

東京以外の地域の所得水準は低いです。東京は高いです。このパターンは現在でも、

８０年調査の頃と基本的には変わっていませんね。やっぱりこれは、多分想像がつ

くと思うのだけど、東京で大企業が多くて、大企業で企業法務をやっている弁護士

さんたちの所得がこういうパターンを生み出しているのだろうと思われます。だか

ら、非紛争業務の質、内容が、東京とそれ以外では大きく違っているのだろうとも

思われます。この指摘は既になされていたのですけれど、そうすると、やはり基本

的には、非紛争法務というのは、東京以外ではどうも収益性は低いのかなというと

ころが何となく推定されるということで、やっぱり食えないのかなという感じなん

です。 

 それから、これも棚瀬先生の説明図式から出てくるのですけれども、実際の業務

は専門化してもしなくても済む事件がほとんどを占めているという棚瀬先生の指摘

がありました。これもチェックしてみようと思いました。そのために、取り扱って

いる民事事件の業務分野から、専門化を要する分野と、専門化をあまり要しない分

野、すなわち司法試験に合格し、司法修習を受けて、司法研修所でちゃんとトレー

ニングを受けていれば、大体みんなができる分野を、それぞれ分野Ａと分野Ｂとい

うふうに、ちょっと、恣意的に分けたわけです。分野Ａ、これは民法を中心とした

典型的な民事事件で、平均的なやり方で対応できる。分野Ｂは、これは必ずしも全

ての弁護士が持つと期待されない知識・技術の習得を必要とする。ちょっと恣意的
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に分けました。具体的な分野のリストは各々の調査で用いられていますが、内容に

多少の違いがあります。２０００年調査までは１８ないし２０の分野が設定されて、

２０１０年調査はかなり増えて、原告側・被告側などで分けたため、３９分野もあ

るんです。なので、必ずしも単純な比較はできないのですけれど、共通する主要な

分野だけ取り出しました。分野Ａに当たるものとして、離婚、遺言・相続、借地借

家、不動産、債権回収、それから強制執行、交通事故。それから分野Ｂは、専門性

が必要な分野ということで、医療過誤、労働法、環境、公害、行政事件、国際取引、

知的財産、独禁法。こういうふうに恣意的に分けたのですけれど、これらをどの程

度扱っているかということをみてみます。８０年から２０００年調査までは件数ベ

ースです。弁護士が持っている手持ちケースの中で、これらの分野がどれぐらいウ

エートを占めているかというパーセンテージで見たわけです。これを合計しますと、

大体、分野Ａは、１９９０年代までは７０パーセント、２０００年調査で６０パー

セント近くですね。かなり多いですね。それに対して分野Ｂはどうか。こういうあ

る種の専門化への先行投資が必要なような分野ですが、これが件数ベースで言うと

１０パーセント程度ですね。２０１０年調査に関しては、件数ベースでの比率が分

からないので、投入労働時間で計算しました。このテクニカルな計算方法について

は説明をはしょりますが、２０１０年のデータを２次分析した本が、今、『変動期の

日本の弁護士』と題して日本評論社から出ておりまして、その中で私が書いており

ます。なので、詳しくはそちらを参照していただくことにして、投入時間で言うと、

分野Ａに相当するところに、総労働時間、全労働時間を１００パーセントとした場

合、３２．４パーセント。約３分の１は分野Ａで使っている。分野Ｂについては、

１５．９パーセント。この程度であるということで、やはり専門化しなくても済む

事件がそれなりに多いという状況があります。 

 以上、見たところは、あまり変わらない点です。結局、本当には変わっていない

部分だと思います。ところで、今度は変わった部分がないか見たいので、パーソナ

ル・ネットワークを取り上げます。これは事件流入ルートの在り方です。これは顕

著に変わっているというふうに見られると思います。パーソナル・ネットワークと

いうのは、事件の流入経路のカテゴリーの中で、具体的には、親族・知人等、顧問

先、それから過去の依頼者等の３つです。これが棚瀬先生の言うパーソナル・ネッ

トワーク。ここから事件が入ってくる。これは、専門性による依頼とは反比例の関

係にある、そういう性質の依頼です。この割合が、８０年調査で８０パーセントあ

ったものが、１０年調査では３６．７パーセントにまで落ちている。それに対して、

パーソナル・ネットワークではない流入経路はどうか。他の弁護士からの弁護士間

紹介、法律相談機関、そして飛び込みによるものですね。他の弁護士はほとんど変
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わっていないですね。弁護士間で紹介し合うというのはほとんど変わっていない。

５パーセントとか６パーセント。これ自体、すごく興味のある現象なのですけれど、

それよりちょっとここで言いたいのは、法律相談機関が２４．７パーセント、飛び

込みが１８．２パーセントと大きく増加しています。これはもう顕著な変化だろう

と思います。ですから、これは変わったと言えると思います。 

 そうすると、このようにパーソナル・ネットワークへの依存が減っているという

ことが事実だとすれば、これと反比例して、依頼者の側で、専門性による弁護士選

択ニーズの高まりが想定されます。これは理論上の想定にすぎませんが、そう推定

されます。そうすると、恐らく弁護士の専門性に対する依頼者ニーズが満たされて

いるかどうかということが１つ出てくるとともに、もう１つは弁護士側で、パーソ

ナル・ネットワークが重複したりしてくると、これはマーケティングの必要が出て

くるということが理論上、想定されますので、広告がどうなっているかということ

につながっていくかと思います。広告の利用状況についてはデータが分かりますの

で、調査データから見てみますと、広告利用者の割合は確かに増えています。９０

年調査の３９．３パーセントから２０１０年調査の５４．１パーセント。もちろん、

広告自由化という制度の変化がありましたけれど。関連して売上げを見ますと、広

告をやっている人の売上が高いということも分かります。 

 それから広告の効果みたいなところなのですけれども、新件獲得と収入について

媒体別に見てみます。上の表は新件数の中で、飛び込みによる依頼件数がどれぐら

いあったかということを媒体別に見ているのですけれど、ちょっとすごいのが、電

車内、バス内、それから弁護士個人のホームページ、それからテレビ・ラジオと、

こういう媒体利用者に、新規の飛び込みがものすごく入ってきています。それで下

の表は、売上・所得を計算したものです。媒体別に、広告をやった人とやらない人

の収入水準ですね。売上と所得を両方挙げております。しかしながら、このデータ

でこうなんだとなかなか単純に言い切れないところがあります。飛び込みの新件で

は、電車、テレビ、個人ホームページなどというのがすごく依頼率は高いのですけ

れども、ただ実際の売上を見ると、テレビ等はすごく低くて、電車・バス内なども

そんなに高くはないです。ただ、注目したいのは、事務所ホームページにしろ、個

人ホームページにしろホームページです。個人ホームページは飛び込みが多く、収

入水準も高い。事務所ホームページは飛び込み新件数は少ないものの、収入水準は

高いので、とにかくこれからの時代、恐らくホームページ等を通じた広告は売上等

に強く関係していくということが想定されるのではないかと思っております。 

 以上、私が今日お示ししたデータは非常に断片的なものでございまして、棚瀬説

明図式が現在どこまで当てはまり、どこまで当てはまらないかということの厳密な
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検証にはなっていないかもしれませんが、専門化に向けた、それを強いる方向への

変化があることは確かだろうと思います。少なくともパーソナル・ネットワークの

変容はその方向に向けた動きを示しているのではないかと思っております。 

 最後に、ではこのような状況があるとすると、弁護士会としてどうしていったら

いいかという話で締めたいと思います。目次では、「質保証としての専門弁護士制

度」というタイトルにしております。質保証、英語で表現すると、Ｑｕａｌｉｔｙ 

Ａｓｓｕｒａｎｃｅと言います。先ほど専門弁護士制度に関して堀井先生もおっし

ゃったと思うのですけれど、司法制度改革審議会の意見書が２０００年初めごろに

出まして、その中で、弁護士会は専門性に関する情報を含めた弁護士情報の提供と

いうものを推し進めていくべきだと意見書の中で述べました。これは、ある意味で、

国民の側から弁護士会に求めている説明責任を果たすことであろうと思います。今

の時代の特徴の表現として、ここに「評価の時代」と書きましたが、これは公共的

な性格を持つ機関の説明責任と関わります。弁護士会も当然そうであると考えます

が、こういう機関は、質に関する公正な保証する装置というものをつくり出してい

く必要があるだろうということです。弁護士会の外で例を挙げれば、医療の世界で

は医療機能評価機構ですね。それから、私どものいる大学では大学認証評価機構と

いうようなものができております。弁護士もまたその種の装置を通じた評価という

ものをし、その評価情報をやはり公表していくということが求められているのでは

ないかと思います。その意味で言うと、専門弁護士制度というのは、そういう説明

責任を果たすための重要な仕組みなのではないかと思うわけです。だから、ぜひと

も弁護士会としてもそういう仕組みを、具体的には専門弁護士制度という形でつく

り出していく必要があるのだろうと私は考える次第です。 

 それで、あまり時間がないのですけれど、最後の評価情報を含む弁護士情報の公

開ということで、ちょっと付言しておきたいことがあります。質に関わる情報を提

供することの意義について、経済学の有名な先生で、猪木正道という先生がおられ

るのですが、あの人はこういうことを言っておるんです。ちょっと引用させていた

だきますと、「経済学的には、市場で取り引きされる財やサービスの質についての情

報が需要者側に十分に行き渡っていない場合、市場取引は、低水準均衡を生み出し、

市場が収縮するという現象を起こす。」と。このような表現をされておるのです。「市

場に本来の機能を発揮させるためには、受給双方にサービスの質についての正確な

情報を均等に行き渡らせなければならず、そのためには質に関する公正な保証をす

る装置が必要となる。」ということをおっしゃっています。低水準均衡というのは具

体的にどのような現れ方をするのかというのはよく分かりませんけれども、私が連

想したのは、現在の例えば法律相談センターの現状のようなものは、まさにこの低



 -22-

水準均衡なのではないかと頭にすぐ浮かんだんです。やっぱりこのような状況をな

くしていくためにも、質に関する情報がもっと見えるような形で、弁護士の外部の

みならず、内部にも恐らく行き渡っていないので、内外に行き渡らせる必要がある

のではないか。 

 先ほどちょっとデータで挙げましたが、パーソナル・ネットワークでない部分、

弁護士間での、他の弁護士からの紹介に関するデータがありました。８０年代から

２０１０年調査まで、全然、割合が変わっていません。あれは恐らく、やっぱり弁

護士間においても見えていないわけです。ほかに誰がいいか。誰に振ろうか。恐ら

く実際にはそれなりに回っているのだと思います。例えば犯罪被害者支援では、法

律上も精通弁護士などという弁護士を選ばないといけないわけです。また、外国人

関係で、あるいは障がい者関係で、やっぱり特にそれに通じた人を選ばないといけ

ない。それで、恐らく弁護士会では内部で振り分けをやっていると思うんです。だ

けど、それはものすごくインフォーマルなんです。それは可視化されていないから

で、それをフォーマライズして見えるようにしていく中で、やはり弁護士間紹介も

どんどん増えていって、事件が回っていく。それが同時に専門分野になって、専門

家としてやっていける基盤にもつながっていくのではないか。私としてはそのよう

に考えるわけで、ぜひとも評価情報を含む質情報の流通が可能なように仕組みをつ

くっていただきたい。その１つの起爆剤として、専門弁護士制度をぜひとも弁護士

会のほうで確立していただきたい。そのように考える次第であります。ちょっと分

からない点もあったかもしれませんが、これで私の報告、発表を終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。（拍手） 

【志水】  武士俣先生、どうもありがとうございました。 

 ここで質問を受け付けたいと思うんですけれども、武士俣先生、よろしいでしょ

うか。会場内からご質問があるかもしれないんですが。どなたかご質問をされたい

方はいらっしゃいますか。いらっしゃいませんか。どうぞ。 

【石井】  すみません。韓国の専門登録制度ですか。もし何か情報があれば教え

ていただければと思います。 

【武士俣】  情報ですか。韓国の、私の調べる手段といえば、大方のようにホー

ムページで調べるというのが１つあるのですけれど、ホームページのハングルが読

めなくて、ちょっとそこからの情報がとれなかったというのと、英文のやつでアク

セスしたのだけど、英文ページは極めて簡単で、そんなことは全然書いていないん

です。なので、ちょっと分からない。それと、法社会学の世界で韓国の学者、知り

合いがいるにはいるのですけれど、そのことで意見交換とか情報交換をまだ……こ

れからしたいとは思っているのですけれど、ちょっとまだしていないものですから、



 -23-

申し訳ございません。韓国についてちょっと語るものがないので、申し訳ございま

せん。 

【志水】  ありがとうございました。 

 ほかにご質問はありますか。では、質問はないようですので、ただいまから昼食

休憩にいたします。再開は１３時を予定しております。事前申し込みをしている弁

護士の方は、昼食引換券をお持ちの上、３階の引き替え場所でお弁当をお受け取り

いただき、本会場内にて昼食をお召し上がりください。引換券をお忘れの方は３階

の引き替え場所にてその旨をご連絡ください。事前にお申込をされていない皆様は、

館内や周辺の飲食店等で適宜昼食をお済ませください。なお、こちらの会場内では

休憩時間内に限りご飲食いただけます。また、会場内は指定の場所を除き禁煙です。

所定の禁煙、喫煙スペースをご利用ください。 

 それから、ここでお帰りになられる方がいらっしゃいましたら、桃色のアンケー

ト用紙を会場内に設置されている回収ボックスのほうにお入れください。よろしく

お願いいたします。 

（ 休  憩 ） 

【志水】  ただいまより午後の部を開始いたします。午前の部からご列席いただ

いている皆様には繰り返しのご案内となりますが、本日の分科会では、当日配布資

料とともに桃色のアンケート用紙のほうをお配りしております。ぜひ回答のご協力

をお願いいたします。 

 午前中のご参加いただいた参加者数ですけれども、１２７名という報告を受けて

おります。多数の方にご参加いただきまして大変うれしく思っております。 

 それでは、まず、最初に青井芳夫委員より弁護士広告と弁護士の専門化について

報告いたします。青井委員、よろしくお願いいたします。 

【青井】  皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、日弁連弁護士

業務改革委員会専門登録検討問題ＰＴの青井と申します。所属会は栃木県弁護士会

です。 

 私からは、「弁護士広告と弁護士の専門化」という内容でお話しいたします。本日

配付資料の４ページ以下にパワーポイント原稿を掲載しておりますので、どうぞ報

告時はスクリーンのほうをご覧ください。駆け足になってしまいますので、後にゆ

っくり原稿を見ていただければと思います。 

 まず、今回申し込まれた会員の中で若手会員も多いと聞いておりますので、広告

解禁の経緯について説明いたします。経緯につきましては、東京弁護士会発行、「Ｌ

ＩＢＲＡ２０１４年３月号」の上妻英一郎先生のご執筆の記事に詳細な説明があり

ます。 
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 まず１９５５年制定の「弁護士倫理」において、弁護士の業務広告は原則として

全面禁止されておりました。背景には、公共的な奉仕者論、宣伝広告は品位を低下

させる等の議論がありました。その後、時代の流れに合わないということで、１９

８７年３月の会則改正によって、弁護士の業務広告は一部解禁となりました。これ

に伴って、広告規程及び広告に関する規則が制定されております。もっとも、広告

できる事項は、氏名、住所、所在地、電話番号等の、１２項目に限定され、広告媒

体も、名刺、封筒、看板、挨拶状等の７種類に限定されておりました。その後２０

００年３月に、広告規制が時代の流れに合致していないこと、弁護士の情報が極め

て限定されていることによる利用者のニーズを背景として、会則改正によって、業

務広告が原則解禁となりました。これに伴って、新たな業務広告規程及び運用指針

が制定されております。 

 業務広告はその後、インターネットの急速な普及に伴って、主にホームページ広

告という形で急速に広がっております。２０１０年１１月１７日には運用指針の全

部改正がなされ、専門分野表示については「現状では表示を控えるのが望ましい」

とされています。そして、「弁護士間においても『専門家』の共通認識が存在しない

ため、日本弁護士連合会の『専門』の認定基準又は認定制度を待って表示すること

が望まれる」という文言も２０１０年改正の段階では存在しておりました。一方、

得意分野表示については、主観的評価にすぎないことが明らかであること、国民も

そのように受け取るものと考えられることから許されるとしております。 

 現在の運用指針、いわゆるガイドラインについては、２０１２年３月１５日の全

部改正のものです。これについては、本日配付資料の６２分の４９ページに掲載し

ております。専門分野表示については、従前の指針を引き継ぎまして、「表示を控え

るのが望ましい」としております。一方で、日弁連の「専門」認定基準又は認定制

度を待って表示することが望まれるという文言が削除されております。これは、専

門分野登録制度の導入について日弁連の執行部が理事者に諮ることなく断念し、制

度の導入が見送られたことが背景にあるとしています。得意分野表示については従

前と同様ですが、規程第３条２号又は第３号に違反しないという形で、規程との関

連が明らかにされております。 

 それでは、現在、専門分野表示に関する規制がどうなっているかについて見てい

きます。まずは広告規程です。本日配付資料の６２分の４８ページに掲載しており

ます。専門分野表示については、これを直接禁止する規定というのは広告規程には

ありません。後に述べるように、専門分野表示は、ガイドラインで、控えるのが望

ましいとされていますが、この規程第３条の解説のところにありますので、２号又

は３号の問題になります。２号、誤導又は誤認広告。３号、誇大、過度な期待を抱
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かせる広告。これらが専門分野表示に関わってくるものと思われます。広告者には、

第１１条において、広告物等の３年間の保存義務が課されております。 

 続いて、規程違反の広告についてはどのような定めがあるのでしょうか。これに

ついては、規程１２条に定めがあります。重要なところだけ表示しております。第

１項は、所属会は弁護士に対して、必要があるときは広告に関する調査を行うこと

ができるとして調査権限を規定しております。第２項は、弁護士の調査協力義務を

規定しております。第５項は、規程違反に対しては、弁護士会は、違反行為の中止、

排除若しくはその他の必要な事項を命じ、又は再発防止のための必要な措置をとら

なければならないとしております。第８項は、日弁連及び弁護士会は、違反行為の

調査及びその排除等に関して相互に協力しなければならないということを規定して

おります。 

 次に、広告のガイドラインにおいて、専門分野表示についてはどのような定めが

あるのでしょうか。これは、ガイドライン第３、第１２項に定めがあります。本日

配付資料では６２分の５３ページに掲載しております。重要ですので紹介いたしま

す。「専門分野は、弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項であ

る。…現状では、何を基準として専門分野と認めるのか、その判断は困難である。

専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士に委ねると

すれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するような弊害が生ずるおそれ

がある。客観性が担保されないまま、専門家、専門分野等の表示を許すことは誤導

のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損な

うおそれがあるものであり、表示を控えることが望ましい」とされています。そし

て専門家であることを意味する、「スペシャリスト」、「プロ」、「エキスパート」等の

用語の使用についても同様であるとしています。一方、得意分野については、先ほ

ど申し述べたように、規程第３条２号又は第３号には違反していないものとしてい

ます。ただ、「主観的評価であっても、得意でないものを得意分野と表示する場合は

この限りではない」としています。 

 それでは、ガイドラインに違反した場合の効果はどのように規定されているので

しょうか。先ほど申し上げたように、規程では明確に専門分野表示というのは規定

せず、ガイドラインで、控えるのが望ましいとしています。これについては、ガイ

ドライン第１、総則、第２項、「解釈及び運用の基準」に記載があります。この指針

において、「望ましい」とある規定については、「これに従わなかったことをもって

直ちに規程の当該規定に違反するものと解釈してはならない。ただし、他の行為等

とあわせて規程その他の規範に違反するか否かを判断する場合において、その要素

の１つとすることを妨げない」という規定になっております。このように、専門分
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野表示は直ちに規程違反にはならないとされています。これが、後に問題となる専

門分野表示の氾濫、それから、やった者勝ちという不公平感の原因になっているも

のと思われます。 

 ここで重要なのは、専門分野表示は規程違反にならないわけではないということ

です。専門分野表示が、「控えるのが望ましい」という文言がひとり歩きをして、単

なる努力義務と誤って解釈されているような感じがあるのではないかと思っており

ます。以上、広告解禁の経緯と現状の規制についての概要を示しました。 

 続いて、今回我々が実施したアンケートについての実施の経緯です。広告の全面

解禁から１５年が経過し、その間のインターネットの急速な普及と会員の大幅増も

影響し、広告の量と内容が急変しました。特に専門分野表示は、野放し状態の現状

があります。この現状については、後の報告での事例の紹介があります。弁護士の

専門化は、弁護士の専門分野表示をどのようにしていくのかという業務広告の問題

と切り離せない関係にあります。そこで、今回のシンポジウム準備、そして時代の

流れに合ったガイドラインの改訂作業の一環として、弁護士会及び弁護士会員に対

して弁護士業務広告に関するアンケートを実施しました。 

 まずは弁護士会に対するアンケートです。対象は全弁護士会とし、５２会から回

答を得ております。まず、各弁護士会での業務広告に関する調査の現状について聞

いております。業務広告に対する調査については、「調査している」が４０パーセン

トの２１会、「調査していない」が６０パーセントの３１会であり調査に対する不十

分な現状が明らかになっております。続いて調査のための組織の有無ですが、回答

２７会中、「調査組織あり」が８１パーセントの２２会、「調査組織なし」が１９パ

ーセントの５会となっております。調査を担当する組織の名称については、業務広

告委員会、弁護士業務の適正化委員会、総務財務委員会等、弁護士会によって、担

当する部署は様々なようです。 

 続いて問題発覚の端緒及び調査の方法について聞いた結果です。会員からの連絡

が圧倒的で、次に弁護士会・委員会の調査、一般の情報の提供の順となっておりま

す。問題事例がどこで検討されているかにつきましては、執行部、担当委員会又は

双方というところが多かったという感覚です。 

 では問題が発覚した事例の対処についてですが、各弁護士会では、事実関係の調

査の上、違反している場合に何らかの対応をしているところがほとんどです。是正

を求める、厳重注意、警告文の送付、違反行為の中止命令、全会員に向けた注意喚

起の書面を送付するなど、事案や各弁護士会により対応は様々と言えます。 

 続いて問題となった業務広告についてですが、２７会から９０件の事例が報告さ

れております。問題となった事例の傾向ですが、まずは広告媒体については、ホー
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ムページが圧倒的でした。続いて、チラシ広告、新聞・雑誌の順となっております。

問題となった広告の内容につきましては、「誇大広告・誤導広告の疑い」が多く、「不

実表示」の順となっております。「誇大広告・誤導広告の疑い」には、専門表示に関

するものも相当数含まれております。 

 それでは問題となった誇大・誤導広告の例です。「その１」です。１番上、公的機

関であるかのような誤解を招く「○○センター」等の記載についてですが、これに

ついては、「債務整理相談センター」、「交通事故後遺障害相談センター」、「過払１

１０番○○事務所」などがありました。市民が公的な機関と誤解してもやむを得な

いような記載と言えるでしょう。黄色は専門表示に関わるものです。「ベストプロ」、

「医療過誤のプロフェッショナル」、「高齢者問題のプロフェッショナル」等が報告

されております。 

 「その２」です。債務整理事案で、留保なく「取り立てをすぐにとめます」、「解

雇されるとたくさんお金をとれます」等、正確でない事例も見受けられます。それ

から「最強法律相談事務所」等も見られます。あとは、完全成功報酬型というのが

限定されているのに「完全成功報酬型」と大きく表示しているという事例も報告さ

れております。 

 不実表示の例です。不実表示の例につきましては、事務所の登録や名称に関する

表示が多くを占めております。登録上の事務所と異なる事務所の表示、存在しない

場所を事務所所在地として表示、隣接市にも支店があるかのような表示等が挙げら

れております。 

 続いて、品位を害する表示の例です。裸に近い写真の掲出、比較広告、それから

誹謗中傷ともとれる記載、「経営者の弱み、警察の動かし方まで配慮して」等が挙げ

られております。 

 「有価物の頒布が問題となった事例」、「その他」、「広告料が問題となった例」に

つきましては、時間の都合上、割愛させていただきます。 

 次に、運用指針（ガイドライン）の見直しについて聞いた結果についてこのよう

になっております。「必要」とした会が１１会、「不要」とした会が３７会となって

おります。必要と回答した会は何らかの理由を述べておりますが、不要と回答した

会は不要とする理由は述べておりません。中には、会内で十分な議論をしていない

ため回答できないとする会もありました。会として広告の在り方について十分な議

論ができていない会が多いと思われます。見直しが必要と考える点につきましては、

専門分野表示を挙げた会が２会、成果型広告を挙げた会が２会となっております。

専門分野表示については、真面目な会員は大事をとって専門分野表示を避ける一方

で、一部会員は積極的に専門分野表示を行い、顧客への訴求力に差がついていると
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の指摘もありました。 

 続いて、各弁護士会に業務広告の規制の在り方について意見を聞いた結果です。

まず他士業との関係です。大きく、他士業の業務広告の規制の必要性、日弁連レベ

ルの対策を求める意見にほぼ集約されます。弁護士広告のみを規制して隣接士業の

規制をしなければ他士業におくれをとるという意見は、業務広告に関する現状をと

てもよく表しているのではないかと思います。 

 続いて、業務広告の規制の在り方についての意見です。規制の撤廃の意見もあり

ますが、日弁連レベルでの検討組織ないし規制組織の必要性、所属会が問題広告に

対応できる仕組みの必要性等、大きなレベルでの対応を求める意見の傾向が見られ

ました。 

 弁護士会アンケートから見えるものです。まず、業務広告の調査に対する現状と

して、６０パーセントの単位会に当たる３１会が「調査を行っていない」と回答し

ており、不十分な対応が浮き彫りになっております。一方、専門分野表示の問題事

例が報告されております。また、業務広告ガイドラインにおける見直しが必要とす

べき点も挙げられております。そうはいうものの、業務広告に関しては重要な問題

を多数はらんでいるのに対して会内の議論が進んでいないように感じております。

問題となった事例は、各弁護士会が問題としているのでひどい事例ですが、まさに

顧客誘引のみに特化した、市民に不利益を与える可能性のある問題を抱える事例と

言えます。これは、後の会員アンケートのガイドラインの認知度が大きく関わって

いるのではないかと考えております。そして、業務広告の規制には、対外的規制と

対内的規制の問題があります。対外的規制、対他士業との関係においては、野放し

状態にある他士業広告について、日弁連主導のもと厳しく対処していってほしいと

いう意見が複数あり、他士業広告に対して危機感を抱いている現状が明らかになっ

ております。一方で対内的な問題については、専門性の表示の問題は、専門性を表

示している者と表示していない者との不公平感の問題にとどまらず、規制の実効性

の観点からも大きな問題となっております。対内的規制のみを行っていては他士業

広告に対応できない。一方で、対外的な広告規制の野放し状態をどのように考えて

いくかは喫緊の課題と言えるでしょう。 

 続いて、全会員を対象としたアンケートの実施の概要です。アンケートは昨年実

施しまして、対象は全会員、日弁連のホームページ上で実施しております。回答総

数は１７４件、それほど多くはありませんので、これから述べることは一般化でき

るものではありませんが、傾向として聞いていただければ幸いでございます。 

 まず回答者の属性です。４０期まで２９人、５０期まで１９人、６０期まで５６

人、６１期以降、これはロー・スクール世代ですけれども、一番多いという回答に
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なっております。ただ、幅広い世代での回答を得られたと思っております。 

 次に、何らかの広告を行っている者の割合および事務所の規模なのですが、広告

を行っている者は、１７４人中、１０８人。回答者の６０パーセント超が今回広告

を行っているという結果になりました。回答者の所属する事務所の規模ですが、１

人事務所及び２人での事務所が６０パーセント、１０人までの事務所が約９０パー

セントを占めております。 

 続いて、広告実施者１０２人に、直近１年間にかけた費用の額を聞いた結果です。

５０万未満が７１人となっております。１０００万以上も２人おりますが、これは

もう完全に事務所の規模に比例していると思われます。 

 広告実施者が広告の費用対効果を測っているかについては次のとおりです。「測

っていない」が４０パーセントぐらい。「測っている」が６０パーセントぐらいです。

手段としては、電話や初回相談時に確認している場合がほとんどです。 

 次に、「広告を行っている」と回答した者の広告媒体です。これは複数回答で、多

い順に上位４つを挙げています。ホームページが９６人と圧倒的になっております。

続いて、看板、新聞・雑誌、ミニコミ誌・同窓会誌等となっております。 

 今回のアンケートでは、ガイドラインの改訂も視野に入れているため、ガイドラ

インに対する認知度や認識についても聞いております。まずガイドラインの認知度

です。回答者１７３人中、「内容まで知っている」は４３パーセントの７４人、「存

在は知っているが内容を知らない」は３９パーセントの６８人、「存在自体知らな

い」が１８パーセントの３１人。これはやや衝撃的な結果になっております。 

 次に、実際に広告をしている者が運用指針を参考にしたかどうかを聞いておりま

す。「指針を参考にした」、これは全体的にという趣旨ですね。これは４５パーセン

トの４４人。「内容の確認」、これは広告できないものの確認のために参考にしたと

いうのが１９人。「指針の存在は知っているが参考にしなかった」は２２人。「指針

の存在自体知らなかった」が１３人となっております。３６パーセントは、運用指

針を広告に際し参考にしていないことになります。こういう結果は、やや衝撃的な

結果と感じておりまして、ガイドラインの周知・徹底の必要があるのではないかと

考えております。 

 続いて、運用指針について規制を緩和したほうが良いと思う事項があるかないか

については、「ある」が２８人、「ない」が４２人、「分からない」が７０人となって

おります。やはり、これはガイドラインの内容自体を知らないので、分からないと

いう回答になったということも推測されます。 

 次に、改訂したほうが良いと思う事項は次のとおりです。主に６１期以降の若手

からは、法曹人口を増やし、競争による淘汰を進めているのだから、広告は完全に
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自由化すべきとの意見が複数ありました。また、訪問による営業活動等も４件。専

門性の表示に対しては５件という結果が出ております。 

 次に、一番重要なところになるのですが、シンポジウム・テーマと深く関連して

おります、専門分野表示についてどのように考えるかということを聞いています。

１４１人から回答を得ております。「運用指針に合わないものは規制すべき」が４６

人、「指針を緩和して実情に合わせるべき」が４１人、「専門制度創設後、基準に沿

って表示すべき」が３６人となっております。グラフ化してみます。このように、

青が「規制すべき」、オレンジが「緩和すべき」、灰色が「専門制度認定後、基準に

沿って表示すべき」となっておりますが、特にどこが突出して多いということには

なっておりませんで、議論の難しさを表していると思われます。 

 では、修習期の期別の傾向があるのかどうかについては次のとおりです。まず、

４０期までで一番多いのが、「緩和して実情に合わせるべき」となっております。次

に多いのが「運用指針に合わないものは規制すべき」として、「専門認定制度に沿っ

て表示すべき」は少数となっております。 

 続いて４１期から５０期までになりますと、今度は「専門制度創設後、基準に沿

って表示すべき」が一番多く、半分。一番少ないのが、「指針を緩和して実情に合わ

せるべき」となっております。続いて、５１期から６０期については、「指針に合わ

ないものは規制すべき」が一番多く、次が「専門制度創設後、基準に沿って表示す

べき」となっております。「指針を緩和して実情に合わせるべき」というのは８人の

２割にとどまっております。 

 続いて６１期以降です。こちらについては、前回、前の期と、がらっと変わって、

今度は「緩和して実情に合わせるべき」が２１人の４４パーセントと一番多くなっ

ております。その一方で、「運用指針に合わないものは規制すべき」というのも３５

パーセント、「専門制度創設後、基準に沿って表示すべき」も合わせれば、上の青色

と灰色も何らかの規制をすべきということであるとすれば、拮抗しているような状

態と言えるのではないでしょうか。 

 続いて、指針で問題であると思う事項についての回答です。まずは６０期までの

意見です。指針に実効性がないこと、指針が守られていないこと、多額の資本を投

下しての広告を規制すべきと、規制側での意見が多いと言えます。続いて６１期以

降です。ここにありますように、指針など全て不要、ほぼ全てが問題、指針を廃止

すべきという意見もありますが、一方で、規制すべきという意見もありまして、先

ほどのグラフをそのまま反映する形となっております。 

 次に１７４人に、問題のある広告についての認識及び内容について聞いた結果が、

次のとおりです。問題であると感じた内容の広告については、「ある」と回答した者
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が１２５人、７２パーセント。７割が、広告について問題があると考えているもの

があったということを述べております。 

 続いて問題であると感じた広告の媒体について、複数回答で１０人以上のものを

挙げております。ホームページが９２人と圧倒的です。続いて、テレビ・ラジオ、

車内・交通広告、バナー広告、ポスティング広告、アフィリエイト広告の順になっ

ております。 

 広告媒体そのものが品位を害すると感じたものの有無、それから事例については、

時間の関係で割愛させていただきます。 

 次に、問題であると感じた広告の内容についてです。これについては、専門分野

等表示が４１人、品位を害する表示が２６人、報酬に関する表示が１７人、誇大広

告が１４人、その他が１１人となっております。専門分野表示が４１人と突出して

おります。 

 リンクの張り方、張られ方で問題があると感じた広告及びその内容についても、

時間の関係で割愛させていただきます。 

 次に、弁護士情報提供ホームページ及び成果型広告に対する認識についても聞い

ております。弁護士情報提供ホームページにつきましては、約４割が「掲載してい

る」、「掲載していない」が約６割という結果になっております。 

 成果型広告について認めるべきかにつきましては、「広告料の概念を広げて成果

型広告も認めるべき」が２４人。「広告料の概念を堅持して成果型広告を認めるべき

でない」が８４人、「分からない」が５６人という結果になっております。 

 アフィリエイト広告、これはクリック型広告及び完全成果型広告に分けた場合で

すが、「クリック型及び完全成果型のいずれも規制すべき」が５８人と一番多くなっ

ております。一方で、「分からない」も４５人いまして、この区別の有無というのが

それほど認識されていないのではないかと思います。 

 次に、弁護士の業務広告の規制の在り方に対する意見です。これについては重要

な示唆等が多く含まれておりますので、後ほど全て読んでいただきたいと思ってお

ります。概要について述べさせていただきます。まず他士業との関係の意見です。

いずれも、隣接士業の広告に対する危機感が述べられております。 

 次は、規制を緩和する方向での意見です。傾向としては、５０期以降の世代で、

緩和するべきという意見が書かれています。弁護士が自由競争により淘汰されてい

くべきという方針なのだから、広告も自由競争に任せるべき、市場の成熟に任せる

べきというのが、大体の最大公約の内容となっております。逆の見方をすれば、競

争せざるを得ない若手の苦しい現状を物語っているのではないでしょうか。 

 次も規制を緩和すべきという意見です。弁護士が自由競争するのが司法改革の理
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念だから、規制は全て撤廃すべきであるとの意見になっております。 

 次に、規制すべき、ないし規制を強化すべきという意見です。誇大広告や虚偽広

告が多過ぎるという認識が共通の背景にあるものと思われます。日弁連による適切

なルールづくり、広告を見張る団体の創設の必要性との意見もあります。 

 続いて、専門認定制度ないし一定の制度構築を求める意見です。こちらについて

は、「市民が弁護士を選択する基準として専門認定制度は必要であると考えている。」、

「一定の指針に従った形でアピールでなければ社会の信頼を損なうおそれがあると

懸念している。」、それから、「一般市民が優良な弁護士にたどり着くのに苦労してい

る実態はある。」という形で、市民側の立場からの意見が多い結果になっております。 

 続いて、研修の必要性等についても意見がありました。やはり広告ガイドライン

及び広告規程についての認知度が低いという認識に立った上で、啓蒙すること、日

弁連による研修などがあっても良いという意見がありました。 

 その他、規制についての意見については、緑色の配付資料をお読みいただければ

と思います。時間の都合上、割愛させていただきます。 

 会員アンケートから見えるものについて述べます。第１に、業務広告ガイドライ

ンの認知度の低さです。広告をする際には、必ず広告規程及びガイドラインを参照

する環境づくりの必要性が高いと言えます。ガイドラインを知らないことで問題広

告を量産してしまっている現状も否定できないと考えています。第２に、広告で問

題事例として挙げられた専門分野表示の多さです。これは、専門分野表示がいかに

氾濫しているのかとともに、表示を控えている者の不公平感が背景にあるものと思

われます。第３に、専門分野表示に対する認識です。どれかの意見に突出している

というわけではなく、また世代ごとの特徴もありました。第４に、業務広告の在り

方に対する切実な危機感です。弁護士会内での対外的関係及び対内的関係で、業務

広告の在り方に対する切実な危機感が見てとれました。 

 最後に、今回のシンポジウムの弁護士の専門化との関係でまとめさせていただき

ます。今回のアンケート調査で、問題であると感じた内容の広告の有無については、

回答者の７割が「ある」と回答し、問題として挙げた広告の中では、専門性に関す

る表示が群を抜いていました。背景は、先ほど述べましたとおり、専門分野表示の

氾濫と、やった者勝ちの不公平感があると思います。市民が弁護士に専門性を求め

るのは当然ですし、インターネットにおいて、ある程度の情報は容易に手に入って

くる現状において、市民は、専門性を有する弁護士にアクセスしたいということを

望んでいることは明らかな事実です。このようなことから、専門分野表示は、広告

の中でも最も顧客誘引力の高い広告と言えるでしょう。インターネット広告の急速

な拡大、専門分野表示の顧客誘引力の強さ、ガイドラインでの規制の不徹底を背景
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に、専門分野表示は今や野放しと言っても過言ではない現状に来ております。先ほ

ど申し述べたように、６１期以降の若手にとっては、弁護士増に伴い競争が激化す

る中で、広告を顧客獲得の営業ツールと割り切って考えている側面が強いと思われ

ます。弁護士数が増え、自由競争化されたのだから、広告も自由競争化すべきであ

るという指摘も複数見られました。そこには、自由競争の中に放り出されて顧客獲

得の手段をまだ持たない若手が、インターネット広告に活路を見出そうとする厳し

い現状もかいま見えるのではないでしょうか。 

 しかし、ここで忘れてならないのは、市民の弁護士へのアクセスという観点です。

広告を自由競争化し、専門分野表示も無制限に認めた場合に、不利益を被るのは市

民と言えます。専門性を表示する弁護士が専門性を有しないことで市民に淘汰され

るというのは、幾人もの市民の犠牲の上に判断され、淘汰されるということを意味

します。業務広告の解禁は、広告ガイドラインの専門表示の自粛という不徹底さと

相まって、巷に実態の伴わない専門家を多数生んでしまっております。このような

状況は随分前から危険性が指摘されてきました。しかし、ガイドラインでは、専門

分野表示について、「日弁連の専門認定基準、認定制度を待って表示することが望ま

れる」という文言は削除され、何ら方向性を示さないまま、専門分野表示をするの

は「控えるのが望ましい」という実質的な規制がない状態で、ここ数年で、さらに

専門分野表示は急速に拡大し、もはや一刻の猶予もならない状態となっております。

広告の解禁により、確かに弁護士へのアクセスという点では容易になりました。し

かし、現在の専門性に関する表示は、逆に、市民の、専門性を有する弁護士にアク

セスしたいということを阻害し、それどころか実態の伴わない専門家による対応で

市民の権利・利益が侵害されている例も生じてきております。 

 先ほど述べましたとおり、専門性の表示の認識としては、緩和すべき、規制すべ

き、それから専門分野の認定制度構築後、表示すべきという意見がありました。「規

制すべき」という見解については、これだけインターネット広告が氾濫している状

況で、実際に規定していくのは困難な現状があります。一方で、「緩和して専門分野

表示をさせる」ならば、市民に不利益にいかないような方策が必要ですが、現段階

でそのような方策はなかなか見出すことはできません。対外的にも他士業との関係

で、他士業が弁護士の業務について専門家を名乗る例が指摘されております。対内

的関係からは、市民の視点に立ち、市民に不利益を与えず、かつ会員間で不公平の

ない専門分野表示の方法を構築し、対外的観点からも、他士業に対する規制ととも

に、きちんと弁護士が専門分野をアピールするために、やはり専門性について一定

の能力の担保を伴った専門制度を創設後、表示について認めることを早急に検討す

べき時期に来ているのではないでしょうか。 
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 以上、私からの報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。（拍

手） 

【志水】  青井委員、ありがとうございました。 

 続きまして、堀井秀知委員より権利保護保険と弁護士の専門化について報告いた

します。堀井委員、よろしくお願いいたします。 

【堀井】  午前に引き続いてで、弁護士の堀井でございます。ここに立っており

ますのは、実は私、日弁連の業務改革委員会の委員以外に、権利保護保険、日弁連

のリーガル・アクセス・センターの委員もしています。ついでに言うと、この後、

藤田先生からご報告がある公設事務所・法律相談センターの委員もしていまして、

さらについでに災害復興支援委員会の委員もしています。弁護士の専門化をテーマ

にしているのに、こんなに日弁連でいっぱい委員をさせられているやつが、こんな

ことをしゃべっていいのかと、個人的に思わなくもないのですけれども、ただ、や

っていることは仕方がないので、そのままお話ししていきます。レジュメ等は用意

しておりませんので、基調の報告のほう、全体の報告のほうの１７６ページ以下に、

権利保護保険と弁護士の専門化についての一節を設けてあります。あと、当日配付

資料の２０ページからのところに少し現状の資料をつけさせていただいております

ので、適宜そちらを参照していただきながらお話を聞いていただけたらと思ってい

ます。午前中は実は時計も忘れてしゃべっていたので、自分が何分しゃべっている

のかも分からないまま話していたのですけれど、今回ちゃんと時計も置いてありま

すので。 

 ところですみません。ちょっと、日弁連のリーガル・アクセス・センターの委員

として伺いたいのですが、この中で、日弁連のリーガル・アクセス・センター、す

なわちＬＡＣに契約していますという先生はどれぐらいいらっしゃいますか。よろ

しければ挙手をお願いできますか。たくさんしていただいていますね。ありがとう

ございます。大変だという先生と、まあ、いいんじゃない？ という先生と、評価

がすごく分かれるのですけれども、ただ、たくさんの先生がしていただいています

ので、権利保護保険の内容については簡単にご説明をするにとどめたいと思います。 

 権利保護保険は、弁護士費用や、あるいは裁判費用を賄うことを目的にして開発

された保険です。主には交通事故で使われているのですけれども、実際は交通事故

だけではないんです。当日配付の資料の２０ページを見ていただきたいのですけれ

ども、「相談者は弁護士保険に加入していませんか？」という弁護士向けのリーフレ

ットのコピーなのですが、これを見ると、日常生活被害事故の例といって、隣の家

の飼い犬にかまれて負傷しましたとか、居酒屋で酔った客に殴られて負傷しました

ですとか、自転車の事故ですとか、あるいは宅配便業者の不注意で荷物が壊れただ
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とか、そういった事故でも実は、今の権利保護保険でもカバーしています。ただ、

恐らく圧倒的に多いのは交通事故だろうと思っています。実際、日弁連のＬＡＣで

は、主に交通事故が主たる分野になっていましたので、交通事故の分野についての

担当弁護士の質の向上というのはかなり気を使っています。ひょっとしたら物損事

故のマニュアルを弁護士会からいただいていらっしゃる先生もいるのではないかと

思いますが、日弁連のＬＡＣでは、定期的に改訂を重ねながら、特に権利保護保険

を使われることが多い物損事故についてのＱアンドＡをつくったり、あるいはご要

望などがある場合は単位会に出向いて研修なりを開いたりというようなことをして

おります。それと、交通事故の分野は交通事故相談センターが別でございますので、

そちらのほうで研修があったりですとか、あるいは俗に言う青い本・赤い本で、あ

る程度きちんとした知識が手に入れられるようにはなっているのだろうと思います。 

 ただ、そこから話は今大きく動いてしまっています。先ほどお話ししたとおり、

権利保護保険は交通事故の物損だけだろうという時代から、今はもう変わってしま

ったんです。どう変わったのかといいますと、当日配付資料の２４ページをご覧い

ただきたいのですが、プリベント少額短期保険という保険会社が、交通事故にとど

まらない広い範囲での弁護士の費用をカバーする単独保険の販売を始めたんです。

これが今年の１月１３日のニュース・リリースですけれども、こういう保険がもう

現に販売されています。そうすると、この保険でいけば、もっと広い分野を使うこ

とができるようになったんです。例えば、これでいくと離婚ですとか相続といった

家事、あるいは債権回収、借金といった債権債務関係、あるいは賃貸借関係。そう

いった多岐にわたる範囲がプリベント少額短期保険ではカバーしています。ただし、

これはまだそんなにたくさん売れていないんです。売れていないんですとここで言

って、議事に残るとちょっと問題ですかね。まだそれほど普及が進んでいないんで

す。 

 ただ、実はここから先、さらにもう１歩踏み込みがありました。これはつい先日

のことです。ぺらっと、まためくっていただくと、２８ページです。２０１５年８

月３１日のニュース・リリースです。損保ジャパンさんが、「弁護のちから」という

保険を販売開始しました。これは先ほどのプリベントと異なって、単独保険ではな

くて、そこに書いてありますけれど、傷害総合保険ですとか団体医療保険の特約で

つけるタイプの保険です。ただ、この保険は、補償対象といって２８ページに書い

てありますけれども、被害事故、借地・借家、遺産分割調停、離婚調停、人格権侵

害、労働に関するトラブルを対象にしているんです。要するに、ここに書かれてい

る分野の相談、紛争については保険が出ますというタイプの保険です。特に、団体

医療保険というのは、会社などで売られている、従業員の方の福利厚生などで売ら
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れているタイプの保険ですけれども、損保ジャパンさんという大手の保険会社がこ

の保険の販売を開始しましたので、恐らくこの保険の加入者というのは飛躍的に増

えていくだろうと。それで、もちろんこれで損保ジャパンさんの保険の販売の動き

を見ながら、場合によっては別の保険会社もここに参入していくということが考え

られます。 

 ご承知の先生も多いかと思うのですけれども、いわゆる権利保護保険といいます

のは、日弁連と協定を結んでいる１３社と、それと日弁連と協定を結んでいない保

険会社もあるんです。どことはちょっと、言うのは差しさわりがありますから控え

ますけれども。ただ、いずれにしても、日弁連と協定を結んでいる保険会社の保険

については、もちろん依頼者の方が相談に行って、もうその場で、保険があるから、

先生、保険でやってくれませんかと言うこともできますけれども、依頼者、相談者

の方が、自分で、弁護士の当てがないんです、どうしましょうという話になったと

きには、弁護士会のほうで弁護士を紹介するというスキームができています。そこ

で、先ほど午前中にもお話ししましたけれども、弁護士会が紹介する弁護士の質を

どう確保するんだという問題がシビアな問題として登場してきてしまうんです。や

はり弁護士会が紹介するからには、相談者からすれば、それは、相続のことで相談

に行っている弁護士を紹介してくれるので、その弁護士が相続のことを知らないな

どということはないだろうということを考えるはずです。その期待は当然のことで

して、そうすると、弁護士会のほうで個々の弁護士の自主研さんに任せましょうと。

相続なんて一般の家事だから、ほっておいたって個々の弁護士は最新の判例なりに

ついて調査・研究を深めているはずである。これで紹介していいのかというのが非

常に悩ましい問題になるんです。 

 それで、リーガル・アクセス・センターは実はこの業革シンポで別の分科会もや

っているのですけれども、そこでのテーマとはちょっと違いますが、実際、リーガ

ル・アクセス・センターのほうでも、新たな分野の担当弁護士の質をどうやって確

保していけばいいのかということについては現在検討が始まっています。恐らく単

位会のほうには、そういう研修制度とかできますかなどという紹介が最近、リーガ

ル・アクセス・センターのほうから来ているのではないかと思います。それは、逆

の言い方からいくと、やはり権利保護保険、範囲が拡大していくからには、それな

りに弁護士の質をそろえようという考え方がＬＡＣにはあるんです。そして、恐ら

くこの流れはとまらないと思っています。今お話ししたとおり、損保ジャパンがも

う販売に入りましたから、そうするとほかの保険会社も入ってきてといって、先ほ

ど午前中に武士俣先生が中間所得層のところでという話になったときに、収入が低

い人は法テラスを使いますけれども、法テラスが使えないけれど自腹で弁護士を雇
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うだけのお金もなかなかないという層は絶対あるんです。そこはひょっとしたらこ

の保険を使われる可能性が高いんです。 

 あと、これは日弁連のＬＡＣが検討しているところですけれど、こういう個人向

けの保険から、さらに中小企業版の保険もつくれないかなという検討も実はＬＡＣ

ではやっているんです。中小企業向けにそういう保険を出せば、いざとなったとき

には中小企業は、その保険を使って相談を受けるなり事件を依頼して、保険会社か

ら費用をもらうと。そうすると、ますます弁護士の質を問われてしまう時代という

のが来てしまうのではないかなと思います。そうなったときに、個々の弁護士の自

主研さんに任せましょうと。先ほどの報告でいけば、もう自由競争なのだから、そ

れで任せてしまって、あとは自由競争の結果、淘汰される弁護士と、その弁護士に

よって犠牲になってしまう多くの市民のしかばねの上でやりましょうという話にな

るのか、それとも、やはり強制加入団体の弁護士会として、ある程度きちんと質を

そろえた弁護士を紹介していくというシステムをつくりましょうになるのかという

のは、ある意味では、今、もう岐路が分かれてしまっているのだろうと思います。 

 ここから先は個人的な意見なので、ＬＡＣの意見でも、この業革の委員会の意見

でもないのですけれど、個人的にはやっぱり、弁護士は、弁護士法で基本的人権の

擁護と社会的正義の実現を目的として、いわば法律専門の資格を名乗らせてもらっ

ている立場なわけですから、その立場にいる弁護士が、いや、もう自由競争だから、

市民が犠牲になって淘汰されて、それも仕方がないよねみたいな開き直りの仕方は、

やっぱり僕は絶対できないのではないかなと思っています。やっぱりそこは、侍と

言うほど僕はそんなに熱心な弁護士ではありませんけれども、一定の質をきちんと

確保していくという努力は個人的にもやっていかないといけないと思いますし、組

織としてもやっぱり取り組むべき課題だろうかなと思っています。そして、今もお

話ししましたとおり、この権利保護保険の対象範囲の拡大というのが、ある意味で

は弁護士の専門化を促す、あるいは弁護士の質の確保を促す１つの圧力要素になっ

ていくのではないかなと考えているところです。というところで、私の報告は以上

とさせていただきます。（拍手） 

【志水】  堀井委員、ありがとうございました。 

 続きまして、藤田哲日弁連公設事務所・法律相談センター前委員長より、「法律相

談センター再生提言における『より開かれた専門相談』」についてご報告いただきま

す。藤田先生、よろしくお願いいたします。 

【藤田】  皆さん、こんにちは。愛知県弁護士会の藤田でございます。３６期で

す。ご紹介いただきましたように、今年の５月まで、日弁連の公設事務所・法律相

談センターの委員長をいたしておりました。武士俣先生から低水準均衡状態にある
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と酷評されました相談センターの責任者をいたしておりました。誠に申し訳ありま

せんと、いつも謝っております。本当に申し訳ありません。 

 確かに、相談に行きますと、ほとんど相談がない日もありますよね。どのぐらい

ひどい状態かということを、まず最初にお見せできればと思っております。実はこ

ういう調査をこれまで私どもの委員会もしたことがなかったんですね。やっと、こ

ういう調査をいたしてみますと、我々が思っている以上に相談件数は激減している

ということが……。 

 これは、弁護士会相談センターの相談件数を示したものです。平成１６年から２

５年までとってみました。一番下が全体の相談件数です。平成１６年、３０万件あ

りましたものが、途中ちょっと増えていますよね。平成１８年に過払いの最高裁判

決が出ましたので、１８年、１９年ぐらいにいわゆる過払いバブルが到来しまして、

この間、増えています。それからずっと減り続けまして、平成２５年には１４万件、

１５万件弱ぐらい。つまり１０年間で相談件数は半減いたしております。 

 その内訳を見てみます。無料相談は、７万５０００件が結局、７万件と、ちょっ

と微減しています。問題は有料相談です。有料相談が、平成１６年に２３万件あっ

たんです。それがいろいろ紆余曲折ありまして８万件弱という、３分の１に激減い

たしました。普通、会社ですと、売上が半減とか３分の１になれば倒産しています

よね。これぐらい厳しい状態だということになります。 

 次に、相談センターだけではなくて、弁護士が関わっている相談はどうだろうか

ということで、弁護士に対する需要が減ったのかなということもありまして、ちょ

っと資料は限られているのですけれども、１６年から２５年までとってみました。

センターの有料相談、無料相談、法テラス、自治体の相談を合計しますと、５０万

件少しが６０万件ぐらいに、約１・２倍ぐらいに全体としては増えているんです。

ではどういうことかというと、先ほど言いましたように、一番下がセンターの有料

相談です。これが極めて減っています。２番目の青がセンターの無料相談。これは

大体同じぐらい。ぐっと増えていますのが法テラス。これは１０年間で５倍ぐらい

に増えています。それから、一番上が自治体相談とか交通事故センターです。これ

は多分もっと多いと思いますけれども。こうやって見てみますと、相談センターの

有料相談のひとり負けということがよく分かってまいります。 

 これはどういうことなのだろうかということで、いろいろ議論をさせていただき

ました。中には、法律相談センターは役割を終えたのではないかとか、もう存在意

義がなくなったのではないかという意見もかなりありました。しかし、私はそのよ

うには思っておりません。１つは、法テラスが平成２０年に法律相談需要調査をい

たしました。どのぐらい市民の間に相談の需要があるかということなのですが、２
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２８万件から２７２万件の相談需要があるということが分かってまいりました。弁

護士が関係した相談は６０万件ですので、分かっている範囲内ですけれども、いわ

ば４分の１ぐらいしか弁護士は関わっていないということになります。また、自治

体の相談も予約がいっぱいですよね。それから官庁がやっている労働相談というの

があるのですけれど、これは年間１００万件ぐらいあるんです。そのうち弁護士会

が担当している労働相談は、全国合わせても１万件いっていないぐらいなんです。

ですから、たくさん相談需要があるにもかかわらず、我々、弁護士とか弁護士会が

関わっていない。つまり、我々が市民の方の期待に応えていないことにどうも問題

があるのではないかと我々は考えたわけです。 

 そこで、何とかもう１度、市民の期待に応えて、我々が市民の力になりたい、で

はどうしましょうかということで、いろいろ考えました。まず１つは、相談センタ

ーを利用する相談者、市民の視点に立って、利用者の方がどういうことを弁護士会

や相談センターに求めるかを考えて、それに応えてみましょうという視点で考えま

した。それから、弁護士会の法律相談センターですから、弁護士会の特徴を生かし

ましょうということです。１つは、市民の方は弁護士会に対する強い信頼を抱いて

みえますので、この信頼に応えていきましょう。それから、数多くの弁護士さんが

みえます。多彩な弁護士、いろんな特徴を持った、いろんな専門分野を持った先生

がたくさんみえますから、こういう特徴を生かして再生を考えましょうということ

にいたしました。 

 再生の３本柱というのを私どものセンターでは考えました。その１が、法律相談

料の障壁を解消する工夫。これは今日のテーマではありませんので、どこかでお話

をしたいのですが、相談件数が減少の一途をたどっている中で、見事に相談数が回

復した単位会がありまして、１つは札幌弁護士会。相談料を全面無料化しました。

それから千葉県弁護士会。これは相談料５０００円を２０００円にしたんです。そ

れだけで４倍ぐらいに増えています。それから市民アンケートをとりましても、や

はり相談料が心配とか、なければもっと行きやすいのになどという意見もたくさん

ありました。これは別の機会にどこかでお話しできればと思います。 

 ２本目の柱は、今回お話しする専門相談。後に詳しくお話しいたします。 

 ３本目の柱は、弁護士会が法律相談センターを開いているということが知られて

いないんです。市民アンケートをとりましても、辛うじて相談センターがあるとい

うことをご存じの人は３分の１ぐらいです。３７パーセントぐらいの人は、何か聞

いたことがあるなというふうにおっしゃってみえて、それなら何か結構浸透してい

るじゃないかと思われるかもしれませんけれども、ではその相談センターをどこで

お知りになりましたかという質問を見ますと、５割以上の方がテレビで知ったなど
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と言っているんです。ちなみに、相談センターのテレビＣＭは全くしたことがあり

ませんので、多分、どこかの法律事務所がやったのを誤解してみえると思うんです。

その程度の認識度なんです。だから、市民の方は法律相談センターのことをほとん

どご存じない。私の実感でいくと、恐らく１割以下の方ぐらいしかご存じないので

はないのかと思います。ですから、市民の方に法律相談センターのことを多く知っ

ていただく広報はどうしても必要だというので、こういう３本柱を立てたわけでご

ざいます。 

 いよいよ今日のテーマであります。より開かれた専門相談。これはどういうこと

なのかということであります。市民アンケートをとりますと、市民が求めているの

は、無料のサービスとか低廉なサービスだけではないんです。つまり、弁護士会に

来るということは、それなりの経験のある弁護士さんに相談をやってもらえるとい

う、質に対する期待もあるわけです。その辺はやはり応えていこうということです。

つまり、より開かれた専門相談というのはどういうことかというと、離婚とか相続

とか交通事故とか、我々の感覚でいくと一般的な法律相談の分野において、経験の

ある弁護士による質の高い法律相談を提供しましょうという呼びかけであります。

つまり、インターネットで無料で安く簡単に一定の法律知識が手に入る時代に、そ

れと同じようなレベルの情報を提供して５０００円というのは高過ぎると思うんで

す。相談料に見合うような高い付加価値をつけた相談をしましょう。それが専門相

談ではないかと我々は考えたわけです。これがまた有料相談を再生する切り札にな

るのではないかと我々は考えました。 

 分野別相談というのは多分、各地の単位会でやってみえますよね。労働相談とか

医療過誤とか税務相談とか行政、いろいろありますけれども、そういう分野別相談

に限界や疑問を感じた方はおみえになると思うんです。つまりどういうことかとい

いますと、ほとんど経験のない弁護士が手を挙げて集まってみえるところもありま

すよね。あるいは、若くて弁護士経験のほとんどない方も、そういう分野別相談を

担当してみえるということもあります。つまり、市民からしますと、例えば医療事

故相談といいますと、医療事故の経験豊富な先生がやってもらっているだろうとい

うふうに思って来るのですが、実はそうではないということがありまして、大いに

市民の期待を裏切っているのではないかと我々は感じております。 

 余談ですけれども、私は実は消費者相談の数があまり少ないものですから、名古

屋市の消費者センターのほうに行ってお願いしたことがあるんです。ぜひとも弁護

士会に紹介をしてくださいと。市の消費生活センターには年間、何万件という相談

が来るんです。そのうち、弁護士会の相談というのは年間で１００件も来ていない

という。もう、１パーセント以下というようなていたらくなんです。ぜひともご紹



 -41-

介くださいということで消費生活センターに行ったのですけれども、消費生活セン

ターの相談員の方は本当にはっきりしていました。弁護士会には紹介できませんと

言うんです。なぜなのですかと言ったら、これまで弁護士会の消費者相談窓口を紹

介してひどい目に遭ったと言うんです。何ら知識も経験もない弁護士が担当して、

かえって紹介して困りましたよと言うんです。つまり、弁護士会のメッキが剝がれ

てしまったという、そういうことがある。ですから、こういう窓口を設けるだけで

は全くだめで、そういう相談をきちっと担当できるような裏づけのある、質の高い

弁護士を集めないといけないということだと思います。 

 より開けた専門相談と、従来の分野別専門相談との違いというのは、対象分野が、

まずこれまでのように、クレサラとか消費者被害、知的財産、医療過誤というふう

に、弁護士から見て専門性の高い分野ではなくて、日常生活の中で起こる一般的な

法律相談を細分化して、離婚とか遺言相続とか交通事故、借地借家、こういう一般

相談の分野で専門相談窓口を設けましょうということです。一般相談というのは誰

でもできるような気がしますけれども、最近どんどん新しい判例ができていまして、

若い方は別かもしれませんけれども、我々のように３０年以上前に弁護士になった

人はなかなか十分な法的知識が追い付かないということがありまして、そういう意

味で一般相談の分野でも専門的な法律知識が必要になってくると思います。 

 それから２番目に、やはり専門性を担保する相談員を、要件を厳しくしましょう

ということであります。１つは、担当弁護士がその相談分野において一定の知識及

び経験を有することを要件とすべきではないかと考えました。弁護士経験をどうす

るか。一定の、例えば７年とか１０年とか、そういう弁護士経験を要求したらどう

かということ。それから、実務経験ですから、一定の訴訟とか調停とか、実際の案

件を担当した経験を求めたらどうか。それから研修の厳格な受講義務。単に研修に

ぼうっと出ていればいいかとか、寝ていてもいいのかということもありまして、研

修の要件はとても難しいのですけれども、単に一方的な受け身の研修だけでは不十

分ではないのかということもありまして、できる限りディスカッションをして積極

的に参加する、体験型の研修をお願いできないかということも含めて、こういう研

修義務を課してはどうかということを考えています。 

 あと、専門性表示の問題。我々も、６年前ですか、業革委員会でこれを検討され

て、大変厳しい批判にさらされたということを聞いておりまして、さあ、どうした

ものだろうかということで、いろいろ考えました。１つは、我々はあくまでも、市

民の方が弁護士会の相談センターに求めている専門性のレベルに応じたものを提供

しましょうということで考えました。市民アンケートをとりますと、必ずしも市民

の方が求めている専門性というのは、すごく高いレベルではないということが分か
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ってきたんです。つまり、全然経験がない弁護士さんでは不安だ。だから経験のあ

る先生にお願いしたい。だけど、いわゆる業界の最先端の弁護士である必要もない

というレベルだということが分かってまいりました。そういうことであれば、我々

も十分応えることができるのではないかということであります。 

 日弁連の調査室にも念のために確認しておきました。結論から言えば、弁護士会

が例えば相続専門相談、離婚専門相談という専門相談窓口を開くことについては、

問題がないという意見でございました。１つ、当然ながら広告規程というのは個々

の弁護士に対する規制ですよね。弁護士会に対する規制ではないということが形式

的な理由であります。そういうことで、これだったらいけるのではないのかなとい

うことで、いよいよ思いを強くしたところに、愛知県弁護士会が相続専門相談を始

めました。実際にはこの１０月から始めております。 

 本日の配付資料の３０ページ以下をご覧ください。これが、愛知県弁護士会の相

続専門相談の骨子と、その資料であります。目的・狙いというのは、私ども日弁連

が考えておりました、より開かれた専門相談と同じようなことを考えておりまして、

やはり市民が求めていることに応えていこうということが第１のことであります。

それから、他士業の方が、○○の専門家という広告を、非常に無責任な広告をして

おりまして、市民の方が被害に遭っているのではないのかということも考えました。

ですから、我々、責任ある立場の弁護士会としてきちっとした専門相談窓口を設け

たいということがあります。それから３０ページの一番下をご覧ください。愛知県

弁護士会が考えておりましたのが、若手支援、若手育成ということにかなり軸足を

持っているんです。ちょっと意外ですよね。さっき言いましたように、弁護士の経

験年数を求める、実務経験を求めるということは、若手を排除するみたいに聞こえ

ますものね。ところが、この愛知県弁護士会の相続専門相談というのは、若手支援

が目的の１つなんです。つまり、どういうことかといいますと、これは、ベテラン

の弁護士さんと若い弁護士さんが共同して相談に乗る。若手からすれば、受任の機

会はある。ベテラン弁護士さんのノウハウももらえる。とても、やはり若手にとっ

ては魅力のある仕組みだということになります。 

 概要をちょっとお話しします。これは相続に関する専門相談であります。相談日

時が火曜と木曜と土曜ということになっていまして、火曜日がお昼ぐらい、４こま

いたします。正副共同相談というのは、正というのは、先ほど言いました、弁護士

経験があり、実務経験があり、研修を受けた者が正相談員なんです。副というのは、

若手の、その要件を満たさない方。共同相談というのを２日設けております。土曜

日だけは、実は正の方の単独相談ができるという日になっています。つまり、ベテ

ラン弁護士さんからすると若手と一緒にやって、教えてあげて、費用折半とか、そ
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んな不満があって、なかなかベテランの弁護士さんの参加は少ないのではないかと

いうことを心配しまして、土曜日だけは、正のベテランの弁護士さんが単独で受け

られますというような相談日を設定いたしました。相談場所は、名古屋駅の前の弁

護士会の法律相談センターでやっております。 

 今、愛知県弁護士会の会員は１７２０人ですけれど、４７０人もの方が相続専門

相談の相談員に登録していただいております。大変人気であります。それで、ちょ

っとおもしろいのが、当日配付資料３の３５ページなんです。正担当の相談員の方

ですが、１０期代から６０期代まで２７０人。それから副担当の方が、若い方を中

心にして２００名ぐらい。結構、ベテランの３０期代あるいは中堅の４０期代とい

う方もたくさん正相談員を担当していただいています。それから、相談料は当然、

有料相談、５４００円ということになります。 

 また、愛知県弁護士会では、正相談員の要件として、弁護士経験年数は７年とい

たしました。これはどういうことかというと、司法修習の指導弁護士が今、弁護士

経験７年なんです。ですから、指導弁護士としての経験がある方であれば、こうい

う専門相談の正担当をしていてもいいのではないのかということであります。それ

から実務経験は、３件以上の裁判経験。相続ですから、裁判、審判、調停を含みま

すけれど、いわゆる事件番号がついた事件を３件以上やっていただいている方とい

うことにいたしました。それから厳格な研修ですね。年２こま以上の研修を受講す

るということにいたしました。後ほど、また研修内容についてはご紹介いたします。

こういう３つの要件を満たした方を正相談員にしました。愛知県弁護士会は、相続

専門相談は、若手にはＯＪＴの機会を、経験者には研修の機会をというのを売りに

しているんです。当然、若手のＯＪＴは分かります。我々経験者も、新しい知識が

身に付けられませんので、こういう機会にしっかりした研修を受けて最先端の知識

を身に付けて、古い知識をブラッシュアップしてもらおうということであります。 

 カリキュラムについては、当日配付資料の３６から３７をご覧くださいますか。

３７ページのほうにカリキュラム案が載っておりまして、大体７年間でこのカリキ

ュラムを全部こなすということになっていまして、丸の数字といいますのは、７年

間の延べのこま数を書いておりまして、①というのは、７年間で１回は研修テーマ

にしますと。⑦というのは毎年やりますということです。大体これを見ていただき

ますと、どこに重点を置いているかということがお分かりいただけるかと思います。 

 それで、先ほど言いましたように、研修も一方的に聞くだけでは意味がないもの

ですから、少人数によるゼミ形式でやりました。これは大変ですよね。４００名を

２０名ずつ２０組に分けまして、しかも講師、ベテラン弁護士が各組に１人つきま

して進行役をするのですが、ベテラン弁護士ですと当然新しい知識はありませんの



 -44-

で、補佐役がつきます。研修センターの専門部会の若手弁護士、相続を中心に研究

している若手弁護士がつきまして、資料もつくりますし、進行のマニュアルもつく

りまして、そういう方が補佐についていただいています。それで、こういう研修セ

ンターの専門部会というのがありまして、それが各ケースを担当して、事例をつく

ったりレジュメをつくったり、手控えをつくったりということでやっております。 

 研修の問題も、なかなか難しい問題が出ていまして、分量のある、中身の濃い問

題が出ていまして、資料つきで８ページぐらいの問題があります。内容をご紹介し

ますと、子供の１人に全財産を相続させるという自筆証書遺言がありまして、ちょ

っと怪しい遺言なんです。本当にお父さんがこれをつくったのかどうか分からない

ような遺言なのですが、そういう遺言があって、その遺言に基づいて遺産分割協議

書をつくりたいという兄弟がいて、その相手方の兄弟から相談を受けたというよう

な事例です。当然、自筆証書遺言の効力の問題とか、もちろん検認の問題とか、遺

言無効の訴訟をする場合の訴訟物とか要件事実とか、遺言能力とか、様々なものが

問題になってきまして、遺言が有効としても、遺留分の問題とか特別受益の問題と

か、いろいろやはり関係してくるような問題ができておりまして、そういうのを事

前に渡して考えてきてもらうんです。それで意見交換をするということになります。

また、相続人の１人に生命保険金が７０００万ぐらいもらえるようになっている問

題もあります。いわゆる特別受益の問題が出てきますよね。生命保険の特別受益と

か、なかなかたくさん判例があって、意見が分かれるような問題がありまして、そ

れを、ベテラン弁護士を進行役にして２０名で議論するというのをやります。 

 具体的には、まず今年の３月に第１回の研修が行われました。申込者が４００名

を超えておりまして、相続財産の探索について、ＲＣＣの顧問弁護士だった弁護士

が話をする。それから名古屋地裁の裁判官が寄与分や特別受益の話をしました。そ

れから５月に第２回が行われました。これは事例検討会で、先ほど言いましたゼミ

形式で問題をやりました。それから第３回の研修は、国税局の職員とか、それから

トーマツという税理士法人の税理士さんが来ていただいて、相続税の話、事業承継

の話をしております。それから、８月にもやっぱり事例検討会をいたしております。

それから今後ですけれども、来年１月に講義をいたして、それから２月に事例検討

会をするという、年、３、４回ずつ研修を行うということになっています。 

 それで、今年の１０月１日から相続専門相談が開始いたしておりまして、当然、

どのぐらい件数が増えたかということでご関心があるかと思いまして、調べてまい

りました。配付資料の４３ページですか。これが、愛知県弁護士会における相続・

遺言相談の件数でして、例年ですと、５００件か６００件ちょっとぐらいの相談。

月にすると、１カ月５０件ぐらいの件数が相続相談であったわけです。今年度やっ
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ぱり低調でして、かなり相談数が少なくなっています。それが１０月からどうなっ

たかといいますと、実は残念なことにあまり増えていないんです。あまり増えてい

ないどころか減っているといいますか。１０月の１３日までの集計ですけれども、

１４件ということになっていまして、１カ月にすると３０件ぐらいですよね。です

から、以前からすると、増えていないどころか若干減っているということで、大変

期待外れで、ちょっと心苦しいというか、ちょっと報告しづらいのですけれども、

１つは、やはり新しい相談ですので、広報して広く周知してもらいたいのですけれ

ども、広報が十分ではないなという感じはしております。弁護士会のほうも、一生

懸命広報しようということで考えてくれていまして、新しいリーフレットをつくっ

たり、市民向けの無料相談とか相続セミナーをやったり、それから１１月１５日に

「いい遺言の日」というのがあるのですけれども、弁護士会の記念行事で、特に落

語とか生活のＱアンドＡをやって、そこの中で相続専門相談の広報もしましょうと

か、一生懸命やっているんです。新聞の一面広告も出しますし、いろいろやってお

ります。先ほど申し上げましたように、やっぱり市民の方に浸透することが少ない

というのは相変わらずでございまして、やはりいかに効果的にいい広報をするかと

いうことが課題だろうと思っております。また、もう少しお話ししたいことがある

のですが、後でまたお話ししたいと思います。どうもありがとうございました。（拍

手） 

【志水】  藤田先生、ありがとうございました。 

 続きまして、石井藤次郎委員と私、志水より弁護士情報提供サイトと専門表示に

類する弁護士広告の現状について報告いたします。 

 まず最初に石井委員、よろしくお願いいたします。 

【石井】  石井と申します。よろしくお願いします。もうそろそろパネル・ディ

スカッションが待ち遠しい時間帯だと思いますが、簡単に説明させていただきます。 

 先ほど青井さんから、弁護士広告の観点から説明がありましたけれども、私は、

その中、特にインターネット広告の一環としての弁護士情報提供サイトと弁護士の

専門化の問題について若干の指摘をしたいと思います。 

 これは、日弁連のほかの委員会でも議論を実は重ねているところでありまして、

実は私もその委員会に名前だけ所属しているのですけれども、その議論の状況につ

きまして、その一端を紹介しまして、その上で専門化の問題との接点を探っていき

たいと考えております。まず、これは簡単に説明をいたしておりますのは、１９９

ページからなのですけれども、後で簡単にご覧いただきたいと思いますが、このい

わゆる弁護士ドットコムとかベストロイヤーズとか、いろいろなサイトがあります

けれども、弁護士情報提供サイトをめぐる問題で、今、議論の中心としてやってお
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りますのは、弁護士法７２条本文後段と言っておりますが、いわゆる周旋行為に当

たるのではないかという問題があります。弁護士でない者が報酬を得る目的で法律

事件に関する法律事務の周旋を業としている場合は、この７２条違反が問題となり

ます。そのほかに、弁護士の側では、例えば非弁提携の禁止、これは２７条なので

すけれども、そのような条文によって、事件の周旋を受けたり、又はこれらの者に

自己の名義を利用させてはならないという規定があります。そうすると、この弁護

士情報提供サイトのシステムをどのようにつくっているかによっては、周旋行為と

して違法となり得る場合もあると考えられることになります。それはどのような場

合かということは、はっきりとはもちろん確定はしておりませんし、裁判で争われ

ている例もあるとは思います。 

 ここでは、１つ紹介させていただくのは、既に『自由と正義』の本年度２月号に

掲載されております深澤諭史弁護士の論文によるものであります。例えばそれは幾

つかのファクターを考量いたしまして、それによって違法性を帯びるかどうかとい

うことを検討するという方法であります。例えば、報酬を得る目的なのかどうかと

いうこと。形式的には広告料という名目になってはいても、実はその中身の一部は

周旋行為に対する対価となっている可能性があると。このような対価になっている

かどうかを判断する場合、深澤論文ではどのように書かれているかといいますと、

例えばスペースがどうなっているか。広告料の決め方の問題ですね。あるいはクリ

ック回数で広告料を決めていたり、問合せ回数で決めているか、あるいは受任件数

に応じて広告料が決まっているのかどうかというようなパターンを想定しまして、

これによって、例えばスペースとかクリック回数で決まっている要素が強いという

場合は広告料に近いということになり、後者、問合せ回数とか受任件数に応じて広

告料が変動するということになる場合は、むしろそれは実は広告料ではなくて報酬

に近いものではないかというようなことを示されております。広告料か報酬かとい

うのは、今、以上のような考え方も１つあるということで、確定した考え方はあり

ません。 

 次の問題なのですけれども、今度は会員弁護士の情報検索提供サイトの特性とい

いますか、そういうものについて、特に特徴があるかということの問題なのですけ

れども、例えば当該サイトが検索絞り込みサービスというものをやる場合に、例え

ばそれは有料会員だけにしか行いませんと。無料会員の場合は検索の序列は有料会

員の後になって、あるいは絞り込み検索ということをする場合には無料会員はそも

そもはじかれてしまうというような場合もあります。そのような場合ですけれども、

そのような検索サービス、ただそれだけという理由で、これが報酬を得る目的で法

律事務の周旋を業とするとまでは言えないということになると考えてはおります。
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その理由なのですけれども、それは、単に弁護士の弁護士情報の検索サービスを提

供するということだけをもって周旋行為ということは言いにくいであろうというこ

とだからです。ただ、全ての情報提供サイトがこれだけをやっているというわけで

はない。実態としてはそうだと思います。全てが合法というわけではないと思いま

す。例えば業者の中には、広告料の多寡が検索の有利・不利に影響するシステムを

実際に構築しているとか、そういうものもあるやに聞きます。そういう観点から、

そのシステム・サイトを見守っていく、注視していく必要があるのだろうと思いま

す。他方、ひまわり検索サイト、弁護士会、日弁連のサイトがあります。これは登

録料は無料で、どうやらあまり使い勝手が良いとは言えないとうわさは聞いており

ます。このひまわり検索サイトについては、今後どうしていくかということについ

てはもう少し考えても良いのではないかと思います。 

 そもそも日弁連がこのようなサイトを運営すべきなのかという問題もあるかもし

れません。弁護士会はどこまでやるべきかと。入退会と懲戒だけやっていればいい

のではないか、もう少し会費を安くすればいいのではないかというような考え方も

少数ながらあるかもしれません。仮に運営すべきであるとすると、どのような内容

を構築していくのかということが問題でしょう。もはや、ファクスしか使わない会

員はもう無視していいという時代に入っているのかどうか。そのようなことも含め

て、何らかの決断をする時期に来ているのかなと思います。 

 専門化との関係ですけれども、これは一般の広告の問題と似た問題になりますの

で、この情報提供サイトに特有の問題というわけではないと思います。それは先ほ

ど青井さんが説明されましたように、種々の広告内容、「専門」と表示する広告内容

の表現の妥当性というのが問題になると思われます。ただ、インターネットの普及

によって、それらの問題というのがインターネット広告において顕著であるという

ことは確かに否定できないと思います。その検索サイトの業者が、依頼者である弁

護士に提案する広告の内容に問題がある場合とか、あるいは当該弁護士がそれを放

置してしまうという事例も、これからは、今もあるのかもしれませんが、問題にな

ることが多くなるかもしれません。 

 このような観点も含めまして、この広告との問題、違法性の濃い広告内容につい

て、これを厳格な態度で臨むのか、あるいはある程度緩和していくのかといった観

点で議論を深めていく必要があるのかなと思います。私からは以上です。（拍手） 

【志水】  石井委員、ありがとうございました。 

 続きまして、志水より報告させていただきます。 

 私からは、この基調報告書をもとに報告させていただきます。こちらの１９２ペ

ージを開いてください。先ほど青井委員から、弁護士広告についてアンケート結果
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について報告がありましたけれども、その中で指摘されています、専門表示に関す

る弁護士広告について指摘が多数あるという報告がありましたけれども、では専門

表示若しくは専門表示に類する広告、弁護士広告の現状というのはどういう現状な

のかというのを、実態を調べてみました。 

 まず、弁護士の業務広告としましては、インターネット広告が多数を占めると思

われまして、インターネットの検索サイトで「弁護士」・「専門」という２つの言葉

に加えて、離婚、相続、交通事故、労働、刑事、医療過誤、知的財産権、企業法務

といった分野をキーワードとして入力しまして、弁護士のホームページですとか、

複数の弁護士や法律事務所が掲載されるポータル・サイトというのが検索結果に出

てきまして、専門表示に類する弁護士広告というのを調査しました。ホームページ

上で、特定の分野を対象として「専門」と表示するものは、広告規程のガイドライ

ンで表示を控えるのが望ましいと言われている専門分野の表示というのに該当する

と思うのですが、特定の分野を対象として、「専門」とは言わないものの、「強い」

ですとか「高度の専門性」、「経験豊富」、「詳しい」などといった強調表示をしてい

るものがありまして、これらについては専門表示に類する弁護士広告と考えられま

す。 

 以下、こういった分野ごとについて調査した結果を、具体的な事例というのを羅

列させていただきました。離婚、相続、交通事故、労働事件といった検索キーワー

ドを加えた専門表示に類する弁護士広告については、ある似た傾向がありましたの

で、まとめて記載しました。 

 具体的な事例というのは、まず離婚の専門表示に類する弁護士広告の例として、

アのところに書いてあるのですけれども、いろいろ、「離婚専門弁護士による離婚に

特化したサービスを提供」ですとか、「離婚専門サイト弁護士法人○○」とか、そう

いった表示がありまして、離婚に関しては、「離婚専門の弁護士」、「離婚に強い弁護

士」、「離婚事件の経験豊富」といった多数のホームページが存在しました。相続事

件についても、詳細はお読みいただければ分かるかと思うのですが、離婚と同じよ

うに「専門」という言葉が並んでいるようなものが多数ありました。そして、ウの

ところで交通事故。こちらについても、「交通事故に詳しい」とか、「交通事故専門

チームへ」といった表示も多数あり、そして労働事件の専門表示に類する弁護士広

告としましても同様に、「労働問題に強い弁護士」とか、それから「労働事件（使用

者側）を専門とする弁護士」といった記載も多数ありました。それから、あとこう

いった、離婚、相続、交通事故、労働事件等のポータル・サイトにおける専門表示

に類する弁護士広告としても、いろんな多数のポータル・サイトがありまして、そ

の中で「何とか専門弁護士」という表示もありましたし、あと「強い」とか「特化」、
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「精通」、「経験豊富」といった強調表示がされている例も複数ありました。 

 それで、②の分析なのですけれども、傾向としましては、明らかに広告規程のガ

イドラインに抵触すると思われるような「○○専門弁護士」というような表示も相

当数ありました。これが、東京の単位会のホームページが多いのかなと思ったとこ

ろ、結構いろんなエリアの弁護士会に所属する弁護士のホームページというのがあ

りました。 

 それから、１つの事務所で、離婚、相続、交通事故、労働問題、債務整理等の各

分野ごとにサイトを運営している例がたくさんありまして、その中で、「○○専門サ

イト」というような表示がたくさんありました。あと、それから、弁護士、法律事

務所の取扱分野を限定するという趣旨で「○○専門」と表示していると思われるも

のもありました。ただ、他の分野の取扱いを排斥しているかどうかは不明です。 

 それから、交通事故で「被害者側専門」、労働問題で「使用者専門」、「労働者専門」

といった、依頼者の属性を限定する趣旨で「専門」という用語を用いている例も複

数ありました。それから弁護士数が多い事務所、特に弁護士法人で全国に拠点を持

つ事務所の中で、分野ごとに部門が分かれており、「○○専門チーム」と表示してい

るものがありました。弁護士数が数人の事務所でも、複数の分野で、○○専門相談

室、○○専門サイトというのを設けているものも複数ありました。しかし、部門ご

とに専属の弁護士が所属しているのではなくて、１人の弁護士が複数の部門に所属

しているという例が多かったです。 

 次に、刑事事件の専門表示に類する弁護士広告ですけれども、「刑事事件に強い何

とか弁護士」と、ここには「元検事」とかいうような記載が入ったりしていたので

すけれども、「刑事事件の弁護士ならどこどこへ」というような記載も多数ありまし

たが、先ほど申し上げたような、離婚ですとか相続、そういった案件に比べれば、

刑事事件に関しての弁護士広告は少なかったように思います。記載例については①

をご覧いただければ分かるかと思うのですが、分析としましては、刑事事件を専門

に扱うという趣旨の記載のある事務所は、刑事事件のみを扱うという前提での広

告・宣伝をしているようで、取扱分野を限定する趣旨で「専門」という用語を用い

ているように見受けられました。ただし、ほかの分野の受任を排斥する趣旨かどう

かは不明です。 

 次に、医療過誤事件の専門表示に類する弁護士広告ですが、医療事故に関しても、

「医療事故のエキスパート」ですとか、「医療事故弁護士」ですとか、「医療過誤に

強い弁護士」という記載はそれなりにありました。ただ、離婚、相続、交通事故、

労働の分野と比べると、専門表示に類する広告というのは少なかったです。理由と

しては、医療過誤を取り扱う弁護士というのは限られていることや、医療過誤を取
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り扱うだけで他の事務所との差別化ができているということが考えられるかと思い

ます。 

 次に、知的財産事件の専門表示に類する弁護士広告ですけれども、こちらは比較

的少なかったです。ポータル・サイトでも少ないなという印象がありました。これ

は、離婚、相続、交通事故、労働等の個人向けの分野と比べると、専門表示に類す

る広告が少ないのかなと。理由としては、企業等の事業者向けの分野になりますの

で、特定の分野に特化しているということをアピールするために「専門」という用

語を用いる必要性がないということが考えられます。あと、それから、○○法律特

許事務所というのはかなり多数あるかと思うのですけれども、事務所名に「特許」

という言葉がつく事務所が複数存在します。これらの事務所には弁理士が在籍して

いて、事務所の名称だけで差別化というのができているのかと思われます。あと、

最後に、「企業法務」という検索ワードも入れてみたのですけれども、それは比較的

少なかったです。やはりこれも知的財産権の事件と同じように、事業者向けの分野

であることが原因ではないかと思われます。私からの報告は以上です。（拍手） 

 総合司会と兼務していまして、ちょっと多忙で申し訳ございません。 

 ただいまより１５分間の休憩といたします。再開は１５時を予定しております。

会館内は指定の場所を除き禁煙ですので、所定の喫煙スペースで喫煙してください。

よろしくお願いします。 

（ 休  憩 ） 

【志水】  定刻となりましたので始めさせていただきます。 

 これからパネルディスカッション、「弁護士の専門化に向けて」に移らせていただ

きます。高橋先生、よろしくお願いいたします。 

【高橋】  高橋でございます。大変充実した、皆さんからの報告をいろいろして

いただきまして、それを踏まえた上で、これから約１時間半ほどパネル・ディスカ

ッションをさせていただきたいと思います。私はコーディネーターを務めさせてい

ただきます高橋でございます。 

 それでは、本日、パネリストとして５名の方にパネル・ディスカッションに参加

していただくということになっております。それで、まずお名前と今の役職をご紹

介いたしまして、その後、それぞれのパネリストの方から自己紹介を兼ねて一言ず

つお話を伺った上でディスカッションに入らせていただきたいと思います。 

 まず、本日、福岡大学の法学部の教授である武士俣先生にまずご参加いただきま

す。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 それから、岡山の地元の、岡山県商工会連合会から津田健治さんに今日は参加し

ていただきますので、よろしくお願いいたします。（拍手） 
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 それから、このいわゆる業務改革委員ではないのですけれども、愛知県弁護士会

から、先ほどご報告いただきました藤田先生に参加していただきます。お願いいた

します。（拍手） 

 それから、この業革の委員である堀井先生、青井先生、パネリストとしてお二人

にご参加いただきますので、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 報告いただいた先生方が大部分ですので重複することもあるかとは思いますけれ

ども、さらに強調したい部分とか、言い足りなかった部分、そういったものも含め

てパネル・ディスカッションの中でお話しいただければなと思います。それでは進

めさせていただきます。 

 それでは、まず武士俣先生から、このパネル・ディスカッションのときから参加

されている聴衆の方もいらっしゃると思いますので、自己紹介も含めて、また一言

ずつお話をお願いしたいと思います。 

【武士俣】  すみません。福岡大学法学部で教鞭をとっております武士俣敦と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は、最初の報告のときにも申し上げましたが、研究者でございまして、法社会

学という分野をやっております。その中で特に弁護士論といいますか、弁護士が社

会において果たしている役割というようなものを理論化したりする、そういう作業

をやっておる研究者でございます。こんなところで、とりあえずよろしいでしょう

か。 

【高橋】  それでは津田さん、お願いいたします。 

【津田】  着座にて失礼いたします。ただいまご紹介いただきました、岡山県商

工会連合会の津田健治と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私が

なぜここに座っているかと、疑問に思われている参加者の方も多くおられると思い

ますので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。商工会連合会の中に

経営安定特別相談室という特別相談室があり、県内の小規模事業者、中小企業の方

への法律支援、法務支援の入口として相談対応を行っております。そちらの主担当

を５年間させていただいておりますので、今日こちらに参加させていただいており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

【高橋】  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして藤田

先生、お願いいたします。 

【藤田】  藤田でございます。紹介というよりもちょっと補足で、市民アンケー

トをたくさん我々の委員会でとっていまして、弁護士の専門というのはどういうイ

メージかということを聞いたんです。３０００人から回答をもらいました。一番多

かったのは、その分野の事件経験が豊富にある。そうですよね。これが６割ぐらい。
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やっぱりそうだなと思います。第２位が、その分野の法律や判例を何でも知ってい

る。ちょっと厳しそうですけれど、それが３０パーセント。それから弁護士経験が

１０年以上ある。これが１８パーセント。複数回答ですから、ちょっと多分ダブり

ますけれども。その分野以外を取り扱わない弁護士である。これが１４パーセント。

こういうのが専門というイメージなんですね。だから随分我々の感覚と違いますよ

ね。医者でいけば、大学病院の先生ほどの高度さを求めていないというように僕は

感じているんです。だから、例えば内科の先生に盲腸の手術をお願いするのは不安

だけれども、外科の先生だったら安心だな。そういうことかなと思います。その分

野の一定の経験があるということがやはり市民の考えている専門かと思います。そ

れに応えていくことが我々の弁護士会の責務かなと感じています。 

【高橋】  ありがとうございました。それでは、まずパネル・ディスカッション

を始めるに当たって、堀井先生に一番初めにちょっと報告をいただいたのですけれ

ども、この「専門化に向けて」というテーマについては今回が２回目なんです。日

弁連の中で６年前にやったときから、これまでの間でどんな動きがあったのか、な

かったのか。それから、なぜ制度化がうまくいかなかったのかというようなことも

含めて、ちょっとご報告かたがた、ご意見も含めてお願いできればと思います。 

【堀井】  どれぐらいでしゃべっていいですか。 

【高橋】  どうぞしゃべってください。思いのたけをちょっと述べていただけれ

ばと思います。 

【堀井】  堀井でございます。３度目の登場で、何かもう見飽きたよという方も

いらっしゃるかもしれませんけれども。午前中の基調報告と重なりますけれども、

取り巻いている環境そのものも多分大きく変化してしまっているのだろうと思いま

す。弁護士人口が何よりも激増していますし、それから弁護士広告も解禁されてい

ます。さらに、他士業との競争というのも現実問題としては起きているのだろうと

思います。ある意味では、弁護士業界が競争にさらされるようになったというのが、

この２００９年のシンポ以降の弁護士を取り巻いている環境の変化なのだろうと思

います。 

 ただ、結局、武士俣先生からも、２００９年から専門弁護士制度ができていない

ではないかと言われてしまいましたけれど、現実、できていないですよね。それは

何だろうと思って考えてみると、結局のところ、多くの弁護士からすれば、やっぱ

り専門弁護士制度をつくることのインセンティブがあまりないのかなと。弁護士の

側から見ればですよ。それは、武士俣先生のほうからご報告で、むしろそういう専

門化をしないほうがいいようなマーケティングのシステムができていたのではない

かというようなご報告がありましたけれども、ひょっとすれば、そういうことで、
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弁護士のほうからわざわざ、今それなりに食っていけているのに、さらに専門の道

に飛び込んでいくことはないよというふうに考えている弁護士がひょっとしたら多

いのかもしれないなと思っています。ただ、他方で、先ほども個別の報告で、専門

と名乗る広告がどれぐらいあるのかという報告がありましたけれど、ちまたでは「専

門」という言葉が非常に訴求力が高いように思えるので、その言葉だけがひとり歩

きして、今、そういう広告が出ているんです。もちろん、文字どおり「専門」とい

う名に値する弁護士がそういう広告を使われている例も僕はあるのだろうと思って

います。けれど、逆に言うと、極端なことを言えば、弁護士登録がまだ１年経って

いないのに専門をうたうというのは、弁護士から離れて見て、例えば先ほど大学病

院と藤田先生がおっしゃいましたけれど、お医者さんで１年目ですと。それで「私

はどこそこの専門です」と言われると、それはやっぱり、いや、うそだろうという

話になるはずなんです。だから、そこのところの、何というのですか、上のほうの

先生方と言うと怒られますけれども、あまり変化を望まない層と、それからもう待

っていられないから、どんどん変化を求めてやっていくぞという層とが、今、ぶつ

かり合っているというのですか、そういうはざまの中にある２０１５年現在ではな

いのかなと個人的には考えています。 

【高橋】  ありがとうございました。今、広告のことなども出まして、あと若い

先生方が今どういう状況に置かれているのかというようなことも踏まえて、この問

題については考えていかなければいけないのではないかと思うのですけれども、こ

のＰＴの中では青井先生が一番若いので、先生、広告の問題についても、直接アン

ケート結果に触れて分析されたということがありますので、青井先生からも一言そ

ういった観点からお話しいただければと思います。 

【青井】  すみません。先ほど大分早口でしゃべってしまいまして、申し訳ござ

いませんでした。ここからゆっくりしゃべらせていただこうと思っております。 

 今回、一番若手、私は登録６年目です。１２月でちょうど丸６年になるのですけ

れども、既に広告が解禁された段階で登録いたしました。なので、私にとってみれ

ば、ある意味、広告があるのが当然と言っていいところで入ってきたわけなのです

けれども、栃木県においては、やはり入った当時、ホームページを出しているとこ

ろというのがすごく少なかったように思います。それから登録６年経ちまして、大

分ホームページも増えてきております。もう本当に２０とか、ちょっと数えたこと

はないのですけれども、結構、若い先生方とか、そういう方が積極的にホームペー

ジ広告を行っているように思います。 

 私がちょっと危惧しているのは、先ほどのアンケートにあったように、専門表示

というものを若手の先生方が、先ほど堀井先生からあったように、顧客の誘引力と
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いうのが非常に高いということで、やはり若手の先生方もそこにシフトしてしまう

という現状があると思っています。一方で市民の方からすれば、その先生が専門な

のかどうかというのが分からないというところで矛盾が生じてきてしまっていて、

現在、先ほど報告にありましたとおり、専門表示というのがもう、規程では明確に

禁止されていない。ただ、ガイドラインでは表示を控えるように。それで従前の広

告ガイドラインでは、日弁連が認定基準をつくるまでという形でやっていたのが、

なくなってしまった。そうすると、今後どういうふうな中で専門表示をしていって

いいのかどうかという問題は残ってしまうのかなと思っております。そういうこと

を今ちょっと危惧しております。 

【高橋】  ありがとうございました。それで、法律相談の問題とかいったものも

あるのですけれども、今日、商工会のほうから津田さんにお越しいただいたのです

けれども、先ほどのお話では、企業向けの相談の担当をされているということです

が、その相談のやり方とか、相談を受ける担当の弁護士をどのように選ばれている

のかというようなことも含めて、あと相談件数が増えているのか減っているのかと

か、法テラスとの絡みもあると思いますので、そういったことも含めてちょっとお

話をいただければありがたいのですけれども。 

【津田】  非常に、最初から話しにくいというか答えにくい問いかけもあるので

すけれども、まずもって、我々がどういった形で相談を受けているかということに

ついてご紹介させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げました経営安定特別相談室というところは、企業が、これは法律

の判断が必要なのかな、どうなのかなというのはまずもって分かりません。なので、

弁護士への相談が必要なのかどうか。そういったことをまず１次判断をさせていた

だいております。それで、事業の目的としては、倒産を未然に防ぐ。倒産した場合、

当然のことながら、他の企業やその地域の経済に影響がありますので、そういった

ことを未然に防ぐ。そういった役割を担っております。 

 それで、経営安定特別相談室というところは、弁護士の方だけではなくて、例え

ば社労士の方、税理士の方、司法書士の方、不動産鑑定士の方、もう全部言いまし

ょうか、公認会計士の方、中小企業診断士の方。こういった方で、我々岡山県の商

工会連合会では、８士業、１０名の方々で構成させていただいております。相談案

件が県内の商工会から持ち込まれてきましたら、そちらを１次判断させていただい

て、依頼する内容に応じて委嘱させていただいている士業の１０名の方の中から選

んで相談をさせていただいております。 

 それで、先ほど選任の方法ということであったのですけれども、実際に弁護士の

方は１０名中２名、委嘱させていただいております。小規模事業者は、皆さん聞き
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なれない言葉かもしれないですけれど、イメージしていただきますと、家計活動と

企業活動が未分離な場合が多く、経営内容を的確に把握することが困難であるとい

う問題を抱えている方が多いことが一つの特徴です。また、事業規模で言いますと、

商業・サービス業で５名以下の従業員、製造業その他で２０名以下、年商で言いま

すと多くても２０億といったところまででしょうか。そういった企業を中心にご相

談対応させていただいております。ご承知かも分かりませんが、小規模事業者の方

は法律の専門部署が社内にあるのは珍しく、経営をしていく中で、どれだけ自分た

ちに法律に関するリスクがあるかを十分に情報収集した上で判断するのは困難です。

なので、そういった方々と弁護士の方とのかけ橋に我々がなって、ちょっと言葉は

悪いかも分からないですけれど、弁護士の方は、弁護士という名前はものすごく、

もう本当にブランド化されていると思います。ただし、弁護士の方に何を相談した

らいいのかが事業者の方は分からないんです。どういった悩みについて専門家の判

断が必要なのかというのが分からない事業者の方が非常に多くありますし、先ほど

言いましたように家計と企業活動が一緒になっておりますので、経営だけの問題で

はなく個人の生活レベルの問題も複合的に入っておりますので、我々も、聞いてい

ても、どこに本当にこの人の悩みがあるのかなというのが分からないことがありま

す。 

 なので、先ほどの選任の要件、１つ目は、小規模事業者への理解があるというこ

とです。小規模事業者の置かれている経営の環境であるとか経営の実態にご理解が

あるかどうかということ。そして、２つ目は、相談しやすい雰囲気がつくれるかど

うか。実際に弁護士の方にご相談に行くときには必ず同席するのですが、その弁護

士事務所に行く前に必ず当会の事務所にお越しいただいて少しほぐします。ですけ

れど、もう当会の事務所に入ってこられた段階から、もうこんな感じで、今日はよ

ろしくお願いします、何をご相談したらよろしいでしょうか、いっぱい資料を持っ

てきたんですけど大丈夫でしょうかというような、そういった非常に大きな緊張感

と不安を持って来られる、そういったのが実態でございます。それで勝手な固定概

念を事業者の方は持っていらっしゃいます。例えば、敷居が高い、怖いというのを

よく相談者の方から聞きます。それは、何を相談していいか分からないから怖いん

です。何をしてもらえるかも分からないから怖い。それで、自分の言葉が伝わらな

かったらどうしようというので怖い。相談内容がちゃんと伝わるだろうか。そうい

うことから怖さと不安が出てくるというのがよく聞かれる声なので、相談しやすい

雰囲気づくりと、時には、そういった小規模事業者の方の目線に合わせていただい

た、そういった雰囲気をつくっていただけたらと思っております。 

 それで３つ目の、先ほどの案件の数なのですけれども、先ほど法律相談センター
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の件数が減少傾向にということで藤田先生からもありましたけれども、我々の相談

件数にはあまり変動はありません。過去５年を振り返ってみたのですが、１割程度

の上下の変動でおさまっております。以上でございます。 

【高橋】  商工会で行われている相談は有料なのですか。無料相談。 

【津田】  事業者の方の費用負担は一切ありません。当会は県から補助金をいた

だいておりますので、そちらで相談料を支払っております。 

【高橋】  そうすると、先ほど藤田先生からもお話があったのですけれども、有

料相談はひとり負けというお話がありましたけれども、やっぱり無料が今、相談で

は強いということなのでしょうか。ちょっと分かりませんけれども。 

 今、弁護士が怖いというようなお話がありまして、私などはあまり怖いような対

応はしていないつもりなのだけど、やっぱりそういう声が結構あるのですかね。 

【津田】  想像してみていただいたらと思うのですけれど、１人の人間が一生の

うちに弁護士の方と関わることというのは、全ての人にあるわけではないと思うん

です。それで、一生のうち平均がどのぐらいか頻度は分かりませんが、なので、関

わったことがないから怖いんです。経験がないから怖いというだけなので、それこ

そ岡山県弁護士会と、今年は１月、２月で３回ぐらい、弁護士の過疎地域というか

弁護士が少ないエリアでセミナーと個別相談会というものを開催を企画しておりま

す。 

【高橋】  ちょっと津田さんに質問ばかりで恐縮なのですけれども、利用者の立

場に立たれているパネリストの方は津田さんしかいらっしゃらないので、ちょっと

いろいろ聞かせていただきたいなと思うのですが、相談される人が弁護士を知らな

い人が多いのか、弁護士は一応何らかのつてで知っているのだけど、その先生には

ちょっとうまく相談ができないとか、そういう、何というのですか、アクセス障害

というのが前々から言われているのですけれども、私は東京にいるのですが、ホー

ムページとかいろいろあるから、アクセス障害というのはあまりもうなくなったの

ではないかなという気が個人的にはしているのですけれど、そういったことについ

て、津田さんのご感想というか、教えていただければと思います。 

【津田】  まず、弁護士を知らないというのは確かにあります。たまたま友人、

知人の関係の中で弁護士業をされていらっしゃる方がいればいいのですけれど、そ

うでなければ弁護士の方そのものを知らないとか、弁護士の方の仕事が分からない

とか、先ほどの繰り返しになりますが、何を相談していいかが分からないというと

ころに落ち着いてくると思います。アクセス障害というのは、我々も経営法務に関

する相談の窓口として力不足ではあるのですけれども、やはりアクセス障害はあり

ます。 
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【高橋】  では藤田先生、お願いします。 

【藤田】  すみません。不規則発言で。アクセス障害というのはどういうことで

すか。何が我々は近寄りがたいですか。 

【津田】  ちょっと汗が出てきましたけれども。こんなに集中砲火に遭うとは思

っていなかったもので。私は１時間半の間、５分ぐらいでいいのかなと思って今日

ここに座ったのですけれども、一生に一度の貴重な経験になりそうです。 

 先ほどのアクセス障害というのが、まずは距離ですね。岡山県で言いますと、岡

山市と倉敷市で恐らく９０数パーセントの弁護士の方の事務所があるのではないか

と思います。そのように聞いております。それで、法律相談センターが岡山県内に

も、８か所ぐらいでしたか、つくられて、できてはおるのですけれども、今までな

かった異文化が入ってきたという。多分、今まで弁護士がいない、又は少ない地域

に法律相談センターができました、ご相談くださいと言っても、今まで法律相談を

行うことがなかったので、もしかしたら、法律相談センターへ何を相談していいか

分からないのと相まって行けないのと、あとはやっぱり距離的なことは一番で、岡

山県内で言いますと、端から端まで移動すると、高速道路を使っても４時間近くか

かるところもあるんです。３時間ぐらいはやっぱりかかってしまうのですけれども、

そういったことで、よく、何でもかんでも税理士に相談すると言われる事業者の方

が実は多いです。あと、労務問題、従業員とのトラブルに関しては、社労士の方と

いうか、労働局とか基準監督署とか、そういったところへ行かれて解決した……ち

ょっとごめんなさい。解決したつもりになっている事業者の方も多くいらっしゃい

ます。 

【藤田】  津田さんに来てもらってよかったです。ありがとうございました。ち

ょっとアンケートのご紹介をさせてもらってもいいですか。 

【高橋】  お願いします。 

【藤田】  弁護士に頼んだことがない人に、なぜ弁護士に依頼しなかったのです

か、なぜ相談しなかったのですかというアンケートなんです。理由の１番、弁護士

はお金が高い。２番、弁護士に頼むと時間がかかる。３番、弁護士は難しい。いい

ですか。これは弁護士に相談したことがない人に聞いたんですよ。相談した人に聞

いたのではないですよ。つまり弁護士にそういうイメージを持っているんですよ。

お金がかかる、時間がかかる、難しい。そう思われているから来ないんですよ。こ

れをどうするかというのが、実は我々のセンターの課題でもある。とても、今の津

田さんの話は参考になりました。ありがとうございました。 

【高橋】  それから、また津田さんにお伺いしたいことがありまして、ミスマッ

チのことをちょっと伺いたいんです。前々から法律相談についてミスマッチという
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問題がありまして、それを解消するために、その分野について専門化した弁護士を

相談担当者にしたほうがいいだろうというような意見が弁護士の中ではあるのです

けれども、実際に現場で相談担当の窓口をされていて、その点はいかがでしょうか。 

【津田】  あまりミスマッチというのは、正直、現場で感じることはありません。

今、理由を考えてみているのですけれども、まず相談者の側が相談したい内容が整

理できていないのと、あとは先ほど藤田先生からもありましたが、どこまでの専門

性が要るのかというところがありますので。ただ、１点不明なのは、我々が行って

いる無料相談というのは回数に制限はございませんが、個別な、ものすごく民民の

契約をしていただくような案件は我々の範疇ではなくなりますので、もしかしたら、

我々の手から離れた後にミスマッチが生じている可能性は否めないのですが、我々、

経営の支援なので、ずっと企業さんに一生寄り添っていきます。ですが、そういっ

た中で、不満の声とかミスマッチの声というのは、私が担当した５年間では聞いた

ことがありません。 

【高橋】  ありがとうございました。ミスマッチの絡みでは、先ほど藤田先生か

ら大変刺激的なお話がありまして、消費者センターに持ち込んだら、紹介できませ

んとはっきり言われましたと。そこはもう少し、我々にとってはすごく耳が痛い話

で、本当に法律相談センターを再生していくためには、そこは深刻に受け止めない

といけないのではないかと思ったんです。もうちょっと、その点を敷衍してご説明

いただけますか。 

【藤田】  お話は本当にそのとおりでして、弁護士会に対してやっぱりみんなが

信頼しているんです。１つは、もちろん、お金のこともあるんです。つまり、弁護

士会という公益の団体がやっているから、ぼられないだろうというのもあるんです。

それと、一定のレベルがあるだろうという信頼はやっぱり強いんですよね。ところ

が、それに我々のほうが追い付いていないじゃないですか。サービスのほうが、実

はそれほどの質のものを提供していないんです。つまり、そこでまさにミスマッチ

が起きていて、本当に、弁護士会のメッキが剝がれつつある。だから、早くそれが

完全にメッキが剝がれ落ちないうちに、何とか我々のサービスの提供の質を上げな

いといけない。そこで初めてやはり信頼がまた復活するかなと思っています。 

【高橋】  ありがとうございました。法律相談の話をまずちょっと、もう少しい

ろいろ詰めたいと思うのですけれども、各地の法律相談センターの現状というのは、

日弁連のほうでも調査をされているのではないかと思うのですが、今日、場内に熊

本の山之内先生がいらっしゃっているので、山之内先生から、熊本のほうの弁護士

会の法律相談センターが現状どうなっているのか。先ほど藤田先生からは、無料は

そこそこ維持しているけれど、有料はもう３分の１に減ってしまっているというよ
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うなお話がありましたが、いかがでしょうか。 

【山之内】  熊本も全く同じ。もう、有料相談が激減しました。ちなみに、ちょ

っと私のほうで、言われておったから統計をとってみたら、平成１６年の一般相談

が３６００件ぐらいあって、相談自体は平成２６年度で２２００件ぐらい。４割ぐ

らい減っているんです。問題なのは、平成１６年当時の相談は全部大体有料なんで

す。そうすると、一般相談は１２００件ぐらい。３分の１になっているんです。も

う、悲惨としか言いようがない。これが実情です。 

 県弁のほうも法律相談センターのほうも、どうにかしなくてはならないというこ

とで、今さっき言った相談の中では、相談料の無料化もちょっと考えてみようでは

ないかということで、臨時総会をしたんです。しかし、臨時総会をしても、実情と

してはやっぱり反対意見が多かったんです。やっぱり弁護士会の法律相談をいわゆ

る無料にするということは、弁護士の知的なサービスに対する劣化ではないかと。

せっかく今まで普通の弁護士さんたちが事務所の中で有料の法律相談をしているの

に、法律相談センターが無料にしたら、法律事務所まで無料になってしまうのでは

ないかという危機感をみんな持っていたんです。だから、なかなか法律相談の無料

化という方向での取組は難しかったんです。それで、何とか、県弁のほうでもやら

なくてはならないということで、分野別の相談を一応、平成２０年度に規則改正し

て平成２３年度からやっているのですけれども、これまた、無難というか、知財の

問題とか医療過誤とか労働とかＤＶとか、非常に特殊な分野だけで１３分野やった

んです。ただ、実際に登録する先生たちは結構若い先生が多くて、言うならば、登

録さえすれば分野別相談の窓口になれるということで、若い先生たちがどんどん登

録していったわけです。すると、そういった中で、なかなかこの分野別相談のほう

も、県弁としても広報できないんです。ちなみに熊本は、２０００年が１０５、６

人弁護士がいて、２０１５年は２５６人。２・５倍なんです。この中で相談の件数

だけ圧倒的に減っていると。そうなってくると、これからどうなるのかということ

は本当に危機感があります。 

 それで、今度の法律相談センターからの提言の中で、開かれた専門相談ですか。

あれは１つの大きな方向性を示すのではないかと。弁護士会の法律相談センターの

売りをどうやって作っていくのかという大きな課題を突き付けてくれたのではない

かと思うんです。実際、自治体とか商工会議所、いろんなところで無料の法律相談

をやっているものだから、弁護士会の法律相談だけが基本的に有料なんです。そう

なってくると、弁護士会の法律相談と、ほかの、自治体とか、そんなところのやっ

ている法律相談との違いがないと、有料に来る人はいないのだから。そうなってく

ると、必然的に、弁護士会の法律相談に行ったら、普通の一般の自治体とか、そう
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いったところの法律相談とは違う、同じ弁護士さんがやるにしても質の高いものを

提供しないとやっていけないのではないかと。でないと、弁護士会の法律相談セン

ターをやっている意味がなくなっていくのではないかという実情で、これが広がっ

ていくかが課題で、熊本のほうでも、私としても、少し応援していきたいと思って

います。 

【高橋】  ありがとうございました。 

 それでは、同じことなのですけれども、栃木の青井先生は、栃木のほうではいか

がでしょう。 

【青井】  私、栃木県のほうでは法律相談センター運営委員会の副委員長をさせ

ていただいております。栃木県は、人口が今年、１９７万５０００人、それに対し

て弁護士数が平成２７年６月１日現在で２０７名、本庁である宇都宮市に４分の３、

その他の４支部が４分の１となっております。統計的なデータなのですけれども、

先ほど熊本の先生から指摘があったと思うのですけれど、栃木も同じような現状で

して、平成１６年に相談件数、有料相談ですけれども、３０５６件あったものが、

１０年後の平成２６年には９２０件にまでなっております。状況は危機的なものと

なっております。法律相談センターのほうでも様々に、相談数回復のためにどうし

ていったらいいだろうかという形で、夜間・休日の相談とか、そういうのも提案し

ているのですけれども、なかなか通らない。民事家事当番弁護士制度というのもつ

くったのですけれども、これが月に２件か３件ぐらいということで低調になってお

りまして、なかなか回復にはつながっていない。 

 一方、宇都宮等の地域は被災地に指定されておりまして、法テラスの震災相談と

いうことをやっております。そこでは、震災相談は無料相談なのですけれども、午

前中、３件ですね。週５日で毎日あるのですけれども、そのキャンセル率はほぼ低

くて埋まっている状況なのですけれども、ただ、無料だから、それだから、では来

るのかというところになってくると、それはちょっとどのように考えていっていい

のかというのは課題になっているとは思います。やはり栃木県の中でも、無料相談

にすべきかどうかというところも議論はあるのですけれども、なかなか意見の一致

は今のところない状態でございます。 

【高橋】  ありがとうございます。それでは、各地の報告というような形になり

ますけれども、徳島の堀井先生からもちょっとご報告をお願いします。 

【堀井】  何か件数の話ばかりしていると暗くなるのであれですけれど、徳島の

法律相談センターは、今、多分、充足率が５割弱ぐらいです。ただ、この何年かで

すごく減ったかというと、多分そうでもないんですよね。もっと昔は本当に、充足

率が８割、９割だったころから比べれば減っているのですけれど、５割弱ぐらいで、
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これが高値安定なのか低値安定なのかよく分かりませんけれど、安定しています。 

 ただ、実は徳島で興味深いことがあるんです。何かというと、もともと徳島弁護

士会の弁護士会館には法テラスの事務所があったんです。去年、出たのですけれど

も。法テラスの事務所があったときには、弁護士会の法律相談センターの相談と、

こまを重ねる形で、法テラスの無料相談が重なっていたんです。例えば１時から３

時までが弁護士会の相談で、３時から４時までが法テラスみたいな感じです。その

ときというのは、弁護士会の法律相談は大体５割弱ぐらいで、法テラスの相談はも

う少し多いなどという感じだったんです。ところが、法テラスのほうが出てしまい

ますと、枠は残してあったのですけれど、そうすると弁護士会館でやっている法テ

ラス枠は実は激減したんです。すごく減ったんです。これは何なのだろうという話

で、原因がよく分からないのですけれども、どうも弁護士会館でやっている法テラ

スの相談枠は、法テラスのほうに相談者の方が行ってもその場ですぐ埋められない

ので、１回、弁護士会にまた電話をかけてくださいという話になるので、何かその

あたりで、ちょっと一手間がアクセス障害になっているのかななどという話を弁護

士会のほうでは少し話をしています。 

 それから、先ほど青井さんのほうから、栃木ではなかなかうまくいきませんとい

う話があった夜間相談とか休日相談とかもしてはいます。ただ、夜間相談とか休日

相談は、充足率はそんなに高くないんです。夜などのほうがニーズがあるのではな

いかとか、休みのほうがニーズがあるのではないかなどといって始めたのですけれ

ど、５割などというような数字でもないのかなと。ただ、だから時間帯などという

のでニーズは恐らくあるのだと思うのですけれど、藤田先生が話されていたように、

広報ですよね。案内がちょっと問題があるのかななどという話を弁護士会でし始め

ています。 

 それと、あと分野別相談も徳島でも始めました。離婚と相続です。ただ、これは

分野別相談といっても、登録年数の制限が、たしか３年だったと思うのですけれど、

あるんです。それと、あと研修も年に１回程度は受けてくださいという話になって

いますので、恐らく、愛知ほどかたくはないと。ただ、昔の分野別相談みたいに、

ただ分けているだけでもないというぐらいのところの相談でやっているんです。そ

れで、これはふたをあけてみると、相続のほうの相談は、法律相談センターと、ほ

ぼほぼ一緒ぐらいの充足率なんです。４割ぐらいだったと思うんです。ただ、離婚

のほうはすごく少ないんです。それで、どうしてなのだろうと考えたときに、これ

もまだ分からないのですけれども、結局、平日のウイークデーの昼などという時間

帯でやっているものですから、そうすると、なかなか離婚の相談に来たいのだけど、

会社を休んで来るなどというのが難しいのではないかとか、あるいは有料相談なの
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で、女性の場合だと、特に専業主婦の方などの場合だと、ちょっと有料相談だと敷

居が高くて、法テラスを使えば、専業主婦で無職でという方なら、法テラス相談で

無料相談が使えますので、そういったようなことが関係しているのかななどという

話を徳島ではしてはいます。 

 それと、あと中小企業の話でいきますと、徳島の弁護士会も商工会さんとちょっ

と声かけをして、弁護士と中小企業の経営者の方の距離をとにかく縮めようという

話で、県内の商工会議所にお声かけをして、弁護士が出前でセミナーなどをやりま

すよなどという話を去年から始めています。 

 あと、ついででこのあたりも一気にしゃべってしまいますけれど、あともう１つ

は福祉の分野です。成年後見とか高齢者とか障がい者の問題で、徳島弁護士会は司

法ソーシャルワークを会員に募って、全市町村に声をかけて、それぞれの市町村で

ある、ケース会議などがあるのですけれど、ああいう場所にも弁護士を送り込みま

すよという形で声かけをしています。ただ、当然、そういう話をすればするほど、

送るからには質がないといけないと。司法ソーシャルワークで、成年後見だの高齢

者虐待だのの相談を聞きますよという弁護士を送っておきながら、その送った弁護

士が、いや、成年後見はよく知らないんですよねとか、高齢者虐待防止法って何で

すかでは、もう話にならないので、やはりそこは結局、質を高めていかないといけ

ないよねという話が出てきているんです。ですので、個人的にはアクセス障害は、

弁護士のほうからおりていくと言うと、ちょっと何か弁護士が上からいるみたいな

言い方であまり好きではないですけれど、弁護士のほうからおりていく努力という

のが要るでしょうし、ただ、おりたその次にあるのは、多分、その弁護士の能力が

担保されているのだという、この専門化の話ですよね。そこになっていくのではな

いのかなというふうに、何となく、徳島での活動を見ていると、個人的には感じて

います。 

【高橋】  ありがとうございました。傾向と対策も含めて今ご報告いただいたの

ですけれども、それでは法律相談センターの再生について、プロジェクト・チーム

ということで、大変立派な報告書をまとめられてご苦労されていると思うのですが、

それが、報告書は出たのですが、実際にどういうふうに今動いているのか、各地で

反応も含めてご報告と、あと今後の予定というか、それもちょっとご説明いただけ

ますか、藤田先生。 

【藤田】  ありがとうございます。『再生提言』という冊子を配らせていただいて

いると思います。これは今年の夏ぐらいまでに、各地の弁護士会のほうにお送りし

まして検討していただいています。３つの提言だけではなくていろんな提言をして

いるんです。できることからやりましょうといって、夜間相談はどうですかとか、
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休日相談はどうですかとか、女性相談はどうですかとか、いろんなことが書いてあ

るんです。できることから始めていただけませんかと弁護士会に投げてあります。

大体、弁護士会の返答がそろいました。もちろん反発もあります。例えば無料相談

は特に反発が強いのですけれどもね。中には、例えば女性相談を始めましたとか、

民事家事相談を始めましたとか、うれしい反応もたくさんあります。ですから、弁

護士会もだんだん変わりつつあるかなと思うのですが、僕は専門化の……また勝手

なことをしゃべっていいですか、先生。 

【高橋】  どうぞ。 

【藤田】  この相談センターの再生の問題とか専門化の問題、僕は弁護士会の立

ち位置が問われていると思っているんです。どういうことかと言うと、我々が市民

のほうに顔を向けているのか、それとも会内のことしか考えていない、内向きのこ

としか考えていないのかということを問われていると思います。市民はそれはすぐ

分かると思うんです。本当に僕たちが市民のことを心配して、困っている方のとこ

ろに、いつでも行きますよ、そういう形でやっているのか。それともやっぱり我々

の業務対策だけで、お金もうけの一環としてやっているかというのは、多分、見透

かされているのではないかと思うんです。相談センターの運営も、多分これまでは

内向きの発想でやっていたと思うんです。その辺がやっぱり見透かされてしまって、

法律相談センターの相談件数がぱっとしない原因の１つかなと思っています。つま

り、市民目線でもう１度見直すことから始める必要があるかなと思っています。 

【高橋】  やっぱり原点に帰ってということかもしれませんけれども、今、市民

に近付いていくというか、そういうことで、突然ご指名で申し訳ないのですけれど、

場内に水上先生がいらっしゃって、アウトリーチとか中小企業の関係で、いろいろ

ここ２、３年ずっとご努力されているのですが、それについてどんなことをしたか

とか、何か結果がつながったのかどうかについて、率直にご報告をお願いしたいと

思います。 

【水上】  東京弁護士会、水上でございます。これは座って……立ったほうが。

すみません。実は副委員長として５部会と２部会をちょっとかけ持ちしているので、

今、戻ってきて突然振られたのですが、要するに中小企業センターが現状どうなっ

ているかということ。この２、３年間の業革の動きということでしょうか。 

 東弁の業務改革委員会は、基本的に中小企業とか、あと市民に対する、個人の利

用者に対するアクセスとか、アクセス障害の解消とか、そういうことをずっとやっ

てきたのですけれども、ちょうどおととしの２月というか、その前からですかね。

当時の菊地さんという会長のもとで、中小企業に特化したセンターをつくりたいと

いう話がありまして、もともと部会でそれをずっとやっていたのですけれども、こ
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れは業務改革委員会から切り離して１つのセンターをつくろうということにいたし

ました。どういうことかというと、ちょっと、今、堀井先生の話からも出たのです

けれども、法律相談の話で何が問題があるかというと、まず最初に、弁護士会だっ

たら弁護士会の職員が受けて、それを適当な弁護士を探して、そちらに持っていく

という２段構えになるわけです。そうすると相談者は、今、弁護士からの話を聞き

たいのに、何でたらい回しにされるんだという強い不満があったように思います。 

 そこで東弁が考えたのは、コンシェルジュ方式と申しまして、とにかく弁護士会

に、我々、コンシェルジュとなる弁護士が常駐して、そこでまず直ちに、電話があ

ったときに通常、我々がとる。我々がとって、まずそれがどういう法律問題なのか。

単に話を聞きたいというだけであれば、我々の段階で全てお話しします。具体的な

事件になりそうだということになりますと、コンシェルジュが自分で受けてしまう

と、完全に単に利権の問題になってしまいますので、基本的にいろんなところで名

簿をつくらせていただいて、名簿の中から我々が弁護士を選定して、ではあなたの

質問に十分お答えできる、「専門」という言葉は使いませんけれども、そういう能力

を持った弁護士を紹介しますということで、できればその日ないしは翌日にその弁

護士から連絡してもらって、その方に受任していただく。そういうシステムをつく

りました。これは大変好評でございまして、とにかく聞けばすぐ、簡単なことだっ

たら答えてくれる。すぐに弁護士が答えてくれる。そうでないものについては、ま

さに利用者からすると専門弁護士が話を聞いてくれるということで、非常に好評を

受けております。 

 それとともに、ちょっと話はほかのほうにいくと思うのですけれど、東京弁護士

会においては、もう１０年以上前から、自治体等法務研究部というものをつくって

おりまして、これももともと業務改革委員会の中でずっと議論していたのですけれ

ども、それは法務研究部だったのですが、これについても去年、法務研究部ではな

くてセンターとしてつくろうということで、自治体等連帯センターというものを立

ち上げまして、自治体に関する各種法律相談とか、その中には、債権回収であると

か、あとはシンクタンクとして条例の制定とか、そこら辺も行うと。今回、上の、

グランヴィアのほうで、今、第３分科会かな、のほうでやっておりますけれども、

まさにそういうことも切り離してやってきたという形で、業務改革委員会からこう

いうものを切り離して、そういう相談センターをつくり上げたという形をとってお

ります。それで、これが大体もう既に２年ほど経ちまして、非常に軌道に乗ってい

るという状況でございます。 

【高橋】  ありがとうございました。大分、手前みその話だったようで、明るい

方向にどんどん動いているということで、新たな業務分野を開拓していくというよ
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うなことにもなっていくのではないかと思うんです。そういった意味ではＬＡＣの

話が、先ほどご報告もありましたけれども、堀井先生がその分野を担当されていま

すので、ＬＡＣがどこまで伸びていくのかというようなことですね。 

 先ほどコンシェルジュというお話があったのですが、実はプリベントの絡みで言

うと、初期相談というのは弁護士が受けて、これは法律問題なのかどうかという仕

分けをやるような、ワンクッション置くような体制もとっているわけですけれども、

何というのですか、弁護士の専門化との絡みでどういう動きが今あるのか。その点

も含めて、もう１度ご報告というかご説明をお願いできますか。 

【堀井】  今、ＬＡＣが何をしようとしているのかというのは、ちょうど第７分

科会でＬＡＣが担当していますので、詳しくは全体報告書の２４９ページ以下にＬ

ＡＣの第７分科会の報告がありますから、そちらをご覧になっていただけたらと思

うのですけれども、もともとＬＡＣが担当している権利保護保険というのは、収入

がすごく多い方は自腹で弁護士が雇える。収入がすごく低い方は法テラスで援助が

もらえると。でも、法テラスは使えないのだけど、そんなに、３０万も４０万も、

ぽんぽん、弁護士費用を払えませんよという層が、ある意味では一番悩ましい層な

んですよね。弁護士をお願いしたいのだけれどと。そこのところを埋めようという

のがこの権利保護保険なんですよね。つまり、保険で弁護士費用をいざというとき

には賄いますよという形です。それで、これは先ほども報告しましたとおり、最初

は交通事故とか生活事故という分野から始まって、最初、数社から始まったのが、

もう今、１０何社で何万件扱っていますなどという大きなものに育っています。そ

こからさらに、既に商品化されているのは、取扱分野が広がっていく保険になって

きている。 

 それと、もう１つは第７分科会。先ほども私が簡単に報告しましたけれど、中小

企業向けの保険を開発しようではないかという話で、対象ですよね、要するに契約

者を広げていくような動きもしています。これがうまく伸びるかどうかは、先ほど

藤田先生から、すごく消費者センターから厳しい発言がありましたけれど、結局、

この保険に入って弁護士を紹介を受けたけれど、全然使い物にならないじゃないで

すかと。何か役に立たない弁護士を紹介されましたなどという話になってしまえば、

この保険というのは恐らく伸びてこないのだろうと思うんです。逆に、この保険を

使って、ああ、やっぱり弁護士に相談してよかったですという話になってくれば、

それはどんどん、こういう保険を利用していただける方というのは増えてくるので

はないのかなと。ただ、先ほども津田さんがおっしゃられたとおり、そもそも何が

弁護士に相談できるかが分からないところから、多分、市民の方は始まるので、や

っぱり、もしものときに弁護士が役に立つよねということが分からないと、多分そ
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もそも保険に契約していただけない話もありますから、実際は、アクセス障害の解

消と、いわゆる専門化と呼ばれるものというのは、多分、車の両輪なのだろうなと

ＬＡＣでは考えています。 

 もちろん、だからといって、ゼネラリストが不要かというと、決してそうではな

いんですよ。先ほど水上先生がコンシェルジュという話をされましたけれど、総合

診断ができる弁護士も絶対要るんですよね。あなたの相談は、この分野が問題にな

りますよというところで。その弁護士がその分野に強ければ、そのまま引き取れば

よろしいですし、やっぱりそこで得手・不得手があるときには、別の弁護士さんの

ところに行っても構わないですよという話になっていく。それが多分、相対的に見

れば、弁護士全体の信頼を高めるようなシステムではないのかなと考えています。 

【高橋】  ありがとうございました。それでは、武士俣先生にはずっと聞き役に

回っていただいていたのですが、午前中の講演の中で私がすごく印象に残ったこと

がありまして、１つは、やはりファインド・ア・ローヤーという時代から、ファイ

ンド・ア・ライト・ローヤーという時代に変わってきていると。それにどうやって

対応しなければいけないかということですね。それと、あと評価の時代に入ってい

るのではないかと。それで、中間層の方をもしメーンのターゲットとするのであれ

ば、その評価に対応しなければいけないし、その情報を公開しなければいけないと

いう、そういう必要性が今あるだろうと。法律相談センターの再生プロジェクトの

意見書を読ませていただいても、そこら辺のところの視点がすごく不足していると

思うんです。ですから、その点などについても、ちょっと藤田先生には申し訳ない

のだけど、武士俣先生から、またその点を敷衍して、今こういう時代なのですよと。

ガラパゴス化しないためには。これはもう、弁護士会全体の問題だとは思うんです。

それについて厳しいご意見をいただければということで、よろしくお願いいたしま

す。 

【武士俣】  先に、ちょっと、専門相談について質問ですが、……藤田先生のご

説明ですと、例の専門相談は、経験などのクオリフィケーションは公開はしないわ

けですね。 

【藤田】  いえ、公開しています。 

【武士俣】  公開はするのですか。そうすると依頼者は分かるわけですね。 

【藤田】  こういう人が相談員になっていますよということは公開します。 

【武士俣】  なるほど。それだったらいいですね。すみません。 

 ファインド・ア・ライト・ローヤーという言葉は普通にＡＢＡなどの弁護士検索

システムで使われるようになっているということを申し上げました。それで、やっ

ぱり、さっきもちょっと言ったのですが、中間層にとってみれば、単に弁護士にた



 -67-

どり着くだけではなくて、やっぱり選択したい、選びたいということになる。選ぶ

のでなければ、やっぱり有料で金を払って相談するものではないなというふうにい

くのは自然な流れだろうと思うわけです。そういう意味で、質あるいは評価に関す

る弁護士の情報が、例えば専門弁護士制度に裏打ちされて、そういう情報が流通し

て広がっていく必要があるだろうと考えられるわけです。それを先ほど申し上げた

次第です。ですから、具体的にそれをどうやってやっていくのかという話になるわ

けですが、現状では、そういう情報流通は２つあり得ると思うんです。１つは広告

であります。広告・宣伝でそういう情報を流通させていくということがあると同時

に、もう１つは情報提供制度ですね。これは、広告は個人個人の自発的な発信にな

るわけですが、それとは別に制度として情報提供制度をつくる。多分、これが今、

ひまわりサーチという形で現実化されているものだろうと思います。それで、この

２つは両方あり得るわけであって、恐らくこれは、医療の世界で言えば、広告があ

ると同時に平成１９年から、医療機能情報でしたか、提供制度というものができて、

現に動いていると。ただし、情報提供制度のほうは、やっぱり実際の現実を見ると、

ひまわりサーチみたいな感じの状況らしいのですけれども。広告はまた医師と弁護

士のは違って、医師の場合は原則禁止で、その上で専門性は例外として広告を認め

ている。そこら辺がちょっと違うのですけれども、そういう形で、とにかく情報を、

質情報・評価情報を含めた形で、一方で個人の広告、自発性に任せると同時に、他

方でまた弁護士会自身も、ひまわりサーチのようなものももう少し機能させるよう

な形でしっかりと改善・構築していくことが必要なのではないかと思います。 

 先ほど申し上げた、弁護士会のような公共的な性質を持った機関の説明責任とい

うことに関して、私がいる大学なども同じようなことだと思うのですけれど、大学

の場合、私どもは……ちょっと私どもに引きつけて話をしますけれど、情報提供に

ついて、恐らく大学は弁護士会よりは進んでいるのではないかなと思います。今、

研究者情報というのを、必ずどこの大学もデータベースをつくってオープンにして

ネット上で公開しております。そこには、職歴・経歴・学歴から研究業績までずっ

と項目があって、そこに簡単に外部からアクセスして、ぱっと見ることができます。

それで言うと、私の研究業績などというのはすぐ分かるわけですけれど、ただ、な

かなかみんな、それは一応、任意なので、自由なんで、載せることは載せるのだけ

ど更新しないわけです。普通、ほったらかしておくわけですよね。だけど、それは、

でも、ある時期必ず、慌てて更新しなければいけないです。さあ、来るぞ。チェッ

クが入るわけです。外部から評価が。大学認証機構などというところがあって、７

年に１回、認証評価があります。実地調査もありますので、それが近付くと、さあ、

みんなやれと。更新だぞといって、研究業績などを更新していなかったやつは、全
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部、また必死になってインプットして、入力して、これで万全だという感じにする

んです。ですから、そういういわば一種の外圧があって、そういうシステムを機能

ならしめているところがあります。だから、そういうことを弁護士会も何かやった

ほうがいいのではないかなという気がするわけです。ひまわりサーチ、項目自体と

しては、我々の研究者情報とほとんど同じ項目が入っているのですけれど、でも恐

らくあれは全く任意ですよね。なので、そこのところはもう少し、これは反対もあ

るかもしれないけれど、もう少し外からの力できちっとした情報提供をやらせてい

くというような仕組みがあっていいのかなという気がします。 

 それから、もう１つが、これは広告に関して言えば個人の自由に任されていると

いうことなのでしょうけれども、広告に関しては、先ほどからずっと話が出ており

まして、実際、先ほど詳細な実態を調べていただいて、特にホームページにどんな

のが、専門性表示を含めて載っているかということについて、詳細な調査結果が示

されまた。これは恐らく２００９年のこのシンポからの時間的な流れの中での１番

大きな変化なのではないかなと思っています。これは本当に必然的な流れなので、

これをどうするかというのは、本当に大きな問題だと思います。それで、先ほどち

ょっと言いましたが、いわゆるパーソナル・ネットワークで仕事を確保していくと

いうことがだんだん少なくなっていく以上、反比例して、やっぱり当然、ホームペ

ージでマーケティングをやっていかなかったら絶対これはだめでしょうから、この

動きは不可逆的な動きだろうと思うんです。そうしたときに、専門性の広告規制を

どうやっていくかということは２つあると思うのですが、１つは、先ほど出ていま

すけれど、規制の仕方については３つぐらい、たしか意見が大きく分かれていると

いうことで難しいとは思うのですけれど、最初に僕が言ったように、広告規制の仕

方でも日本は特異なやり方をとっているということで、これを世界標準に合わせて、

もう１回、広告規程で、認定、若しくは制度を何らかつくって、それで一応、認め

られた者でなければ専門家と表示してはならないということにして、規程上はそれ

を原則にした上で、それをするということ。これが一応、世界的なやり方なので、

そうすれば、本当の専門家である人から当然不満が出てきて、そして動きが下から

出てきて制度をつくっていける事情が出てくるのではないか。そんなふうにも考え

るのですが、こんなのはいかがなものでしょうかねというところが１つあります。

ということで、ちょっと長くなりましたけれど。 

【高橋】  ありがとうございました。広告規制の仕方についても、今、武士俣先

生のほうからお話があったわけですけれども、私も広告の規程の自由化のときに、

それに参加させてもらったのですが、がんじがらめの規制をしていたんです。です

から、それを撤廃すると。それをしなければいけないというようなことで、ある意
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味では極端に、一応、広告規程という上位規範ではもう原則自由なんです。それで、

誇大広告とか誤認・誤導させるようなことはだめですよということで、専門性を表

示することは、特にそこでは特別にうたっていなくて、全然規制していないんです。

そういう状態なんですね。ですから、最大限に自由化したという、極端に振れた面

があると思うんです。がんじがらめのところから、もう自由化しましょうというこ

とだと。それで、規定上はそうなのですけれど、それを一気にやってしまうとまず

い。やっぱり「専門」ということがひとり歩きして、どんどん使われるとまずいだ

ろうという、ほかの委員会からのいろんなご指摘とか、いろいろあって、運用指針

という中間的なもので、差し控えていただきたいみたいな、１歩、何というか、ぬ

え的な定め方をした。 

 そのために現在は、先ほど青井先生がしきりにご指摘になっているような不公平

感ですね。特に、もう、みんなが広告するようになって、若い先生方は昔のがんじ

がらめの状態のことなど全く知りませんし、そうすると、勇気のある先生方がどん

どん、実は伴わないけれど、やっぱり危機感もあるし、何とかアピールしないとい

けないというようなことから、「専門」に類似したような表示をどんどんしていくと

いうようなことになって、今、そういう意味では、専門性の表示、専門性の実質を

確保する質の問題と、広告で表示することの問題の乖離というか、大分、問題が混

沌としているというような状況だと思うんです。ですから、これをどういうふうに

持っていったらいいのかということになりますと、先ほどの武士俣先生のお話のよ

うに、もう広告規程に格上げしてしまうと。原則、専門性の表示は禁止ですよと。

ただし、これこれの条件をクリアした場合には認めていきますよというのも、欧米

の例をご紹介いただいたのですが、１つの在り方なのかなと。我々はこれまで、広

告ガイドラインの見直しというようなことで、１歩下がったところで議論していた

んです。それでいいのかなというのを、実際に私などは感じているところなんです。 

 それで、専門化を目指さないといけないというのは、そのとおりなのですけれど、

それが実際に弁護士会としてどういうふうにやっていったらいいか。それで何を優

先的に進めていったらいいのかということがあるんです。１つは、広告の問題をす

っきりさせることによって専門化を促すという考え方もあろうかと思います。ある

いは法律相談センターの専門分野相談ですか。そちらをできるだけ充実させていく

ような方向で進めていくのがいいのか。あるいは、できるだけ研修をより充実させ

ていくと。それで、専門登録制度というようなことを、やっぱり６年前に打ち上げ

たわけですけれども、そういう正攻法からやっていくのがいいのかというようなこ

となのですが、これについてはちょっと、なかなかいろんな考え方があるとは思う

のですけれども、長年、私などと一緒にチームを組んで検討している堀井先生のご
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意見もちょっと伺いたいなと思うのですが、いかがでしょうか。 

【堀井】  まず、もう広告規程を緩和してしまって、自由に自称専門を、今の現

状ですよね、認めてしまおうというのは、前もお話ししたとおり、ちょっとそれは

僕としてはとても賛成できないです。自由競争、自由競争といっても、それは公正

な自由競争なのであって、実績も経験も能力もない専門弁護士を名乗るというのが

自由競争で許されるなんて、そんな背信的悪意者みたいな話が通るはずはないと僕

は思っているんです。それで今度、ただ他方で専門認定のような、すなわち実績も

要るし、試験もあるし、研修もあるし、同僚の評価もあるみたいなのをいきなりつ

くりますなどというのは、多分、僕はできないと思っているんです。あまりにもハ

ードルが高過ぎるので。それで、だから個人的には、変な話ですけれど、小さく生

んで大きく育てていくぐらいのところがいいのではないのかなと思っています。 

 それと、あと、これは別に委員会で議論している話ではなくて個人的に勝手に思

っていることなのですけれど、若手の方はやっぱりどうしても経験年数などが足り

ないことがあるので、参入障壁になる部分があるのは否めないと思うんです。それ

で、１つは、藤田先生がというか愛知県がやられているような、オン・ザ・ジョブ・

トレーニングが組み込めるような形というのが１つでしょうし、それともう１つは、

何というのですか、ゴールド、シルバー、ブロンズではないですけれど、段階を組

んで、専門などを名乗るにしても、例えば研修だけしっかり受けることによって、

こういう名称を名乗れますよとか、それにプラスして経験年数がどうでなどという

ような段階的なものも、実際のことを言うとあり得るのかななどというのは漠然と

は思っています。ほかの資格などで、何級とか、２級とか１級とか、そういう資格

もありますよね。そういうのは考えています。 

 それで、専門相談などの話は、逆の言い方でいくと、専門相談などを受けるのに

要件が要りますよという話になってくれば、それは、言ってしまえば専門登録など

のもほとんど同じか、あるいは一里塚になってしまっていますので、そこからもう

１歩踏み出せば、その先にある未来なのだろうなというのが僕の意見です。特に、

そこまでしないと、逆に言うと、トータル的にサービスが提供できないですよね。

相談だけしか提供できないのは変な話なので、トータル的にサービスを提供すると

すれば、専門登録などという制度でないと。ただ、そういうのがきちんとできない

のに、広告だけがちがちに固めてしまって、もう一切、専門を名乗らせないぞみた

いなのも、逆からで言うと、ちょっと反発も強いのかなという気は個人的にはして

います。 

【高橋】  それでは藤田先生、お願いいたします。 

【藤田】  たびたび恐縮です。堀井先生にちょっと話をしたいのですけれど、い
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いですか。弁護士業務というか弁護士のサービス業務の特性として、市民の方が分

からないじゃないですか。我々がどういうサービスを提供して、それがいいか悪い

か。そうすると、弁護士が提供しているサービスの内容は、我々弁護士しか分から

ないでしょう？それは弁護士のサービスを評価して、ちゃんと適切な情報を提供す

るのは弁護士会の責任ではないかと僕は思っているんです。ところが、やっぱりハ

ードルが高いというでしょう？ どういうハードルが高いのですかね。 

【堀井】  恐らく、そうなったときに、何というのですか、例えば私など徳島の

弁護士ですから、大体９０人しかいないんです。そうすると、それはもちろん、何

だろう、この先生はすごいとか、いろいろありますけれど、なかなか、何というの

ですか、表に出すのはというのもないわけではないですよね。そこはいいのか悪い

のかは別ですけれども。ただ、逆に言うと、専門認定の要件の中で、ピア・レビュ

ー、つまり同僚の評価というのが多分一番しづらいところはあるのかなと個人的に

は思っているんです。ただ、それが、研修だとか取扱経験だとか年数だとかという

のは、数字が出てくるものですから、そちらのほうは多分、わりと見やすいのかな

と。 

 あと、もう１つあるのは、先ほど津田さんが話されたような、実はポイントにで

きない人柄というのがありますよね。弁護士の評価というのは、本当のことを言う

と。それは僕はあると思っていて。それで、そのあたりのところは、本当は弁護士

同士が一番よく分かっているはずなのですけど、一番ポイント化しづらいところな

ので、そこまで入れた専門登録とか認定とかになると、やっぱり結構、大変なのか

なという気もします。逆に東京などだとほとんど、ピア・レビューしろと言われて

も弁護士を全然知らないよなどということもあるのかもしれないですが、ちょっと

僕は東京で弁護士をしたことがないので分からないですけれど。 

【高橋】  武士俣先生、お願いします。すみません。 

【武士俣】  専門認定の要件をどのぐらいのレベルにするかということは難しい

ところがあります。段階がいろいろあって、多分、藤田先生も私の考えていること

と同じことを言われたと思います。市民のイメージする専門性のレベルで、やれる

ところからとおっしゃったので。せめて、医者で言えば、内科、外科程度の区別で

という、そういうイメージのところでの専門要件ですよね。そういうので、やれる

ところからやっていくのがいいのかなと私も思っています。例えばアメリカだった

のではないかと思うのですが、１回、何か研修に出ると何単位か出るとか、そんな

システムをつくっていて、年間何単位取りましたとかいう結果が出ます。こういう

のは客観情報になりますので、そういうのはいわば評価・質情報ということで、例

えばひまわりサーチなどでも載せるようにする。そこも自由に任せてもいいかもし
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れませんが、そこをちょっと強制するような形で載せるようにしてというような形

でいけば、意外と選択に基づく、専門性による選択というのがある程度できていく

のかなと。私も、やれるところからやるというのは大賛成なんです。あまり最初か

らハードルの高いところでやっても届かないので。すみません。 

【高橋】  ありがとうございました。藤田先生にちょっとお伺いしたいのですが、

愛知県弁護士会で専門相談をやるについて、担当者の要件についてご説明いただい

たのですが、やっぱりこれは、例えば専門登録とか専門認定を考えるときにも、そ

の要件をどうするんだということで、大変、けんけんがくがくの議論がありまして、

なかなか基準を定めるのが難しいという。だから、定められないから無理ですとい

うふうに流れやすいのですけれど、愛知県弁護士会では相談担当者の要件設定につ

いてどんな議論がされたのか、ちょっと教えていただけますか。 

【藤田】  実は今日、その責任者の方が見えていまして、村上先生が改革の責任

者だったので、ちょっと先生、その辺の議論のところをご紹介いただいていいです

か。 

【村上】  愛知県弁護士会の村上文男です。 

 愛知県弁護士会では３年ぐらい前に、離婚相談と相続相談について、無料相談と

専門相談を立ち上げよということで、協議会を作り、座長を務めました。先ほども

紹介がありましたが、離婚相談については無料ということで、全会的に大変な反対

がありそうだと思ったのですけれども、最終的には総会では４人が反対しただけで

した。若手の皆さんにご協力いただいたということが大きかったと思いました。 

 相続専門相談についての一番のポイントは、若手の人が原則としては専門相談に

は入れないことでした。これが一番のネックでした。やはり若手は経験が少ないの

で、相談者の皆さんから見ても、若手の人の専門相談というのはちょっと無理だろ

うということでした。しかし若手を専門相談に組み入れることは、専門相談を立ち

上げるためにも、また若手弁護士支援の視点からも是非必要だと考えて、共同で相

談し、共同で受任すれば良いと考えて、これをクリアしました。 

 その後、専門の要件について議論がありました。先ほども紹介がありましたが、

まず弁護士経験ということが重要だろうと。経験が全てではないにしろ、相談者は

経験ということを重要視するだろうからということです。愛知県弁護士会では修習

生の指導弁護士になるのが７年目ということでしたのでこれで行こうということに

なりました。反対は少ないだろうということで決めました。 

 もう１つは、過去の相続事件の扱い件数が問題になりました。これは３件としま

した。３件については、少ないのではないかと。３件ぐらい誰でもやるのではない

かと僕などは思いましたが、びっくりしたことに、３件もやっていない人も多くい
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るということでした。そういう意味では、専門、専門といっても、なかなか弁護士

会、そういうことに応える基盤が十分ではないことが分かりました。担当者の人数

が集まらないといけませんので、３件ということで、決めました。 

 次には、専門相談というためには、それを担保するために必要なのは研修です。

研修をこれだけ多くやっているということを宣伝して、これだけやっているから大

丈夫でしょうと。相談者に大丈夫だと理解してもらおうと考えました。若手の人も

それに応えてくれました。４００何名の皆さんが相続専門相談に応募してくれまし

た。先ほど相談件数の報告を受けましたがいまいちだということでした。あとは無

料で相続専門相談を検討しなければならないのではないかと思っています。恐らく

何らかの形でそういうことが話されなければならない時期に来ているだろうと思い

ます。 

 一番苦労したのは、専門性ということについてです。日弁連が反対しています。

僕は賛成なのですけれど、日弁連は反対しているので、日弁連が反対していること

について、専門相談、専門相談と言うのはいかがなものかということだとの意見が

出ました。そのことについては、相続問題の専門家だというのと、相続専門相談と

いうのは、ちょっとイメージが違うじゃないか。よくよく考えると、弁護士会がや

っている相続専門相談と、あの人は医療問題の専門家だよというのでは、同じ専門

でもニュアンスは違うということは一般の市民も分かるのではないかということで

す。かなりの人が賛成してくれました。専門相談という熟語だとの考えでクリアし

ました。 

 今後は相続専門相談件数を増やしていくということが課題です。市民の立場から、

専門法律相談を広げることを考えていきたいと思います。長くなりました。以上で

す。 

【高橋】  ありがとうございました。ちょっと時間も押しているのですけれども、

私のほうから質問させていただきたいのですが、再生プロジェクトの中で、３本柱

の１つで、より開かれた専門相談というのがありますよね。「専門相談」のほうは分

かるんです。「開かれた」というのは何を開くのかというのは、ちょっといまいちよ

く分からないので、ご説明いただけませんか。 

【堀井】  それは相談分野を開くという意味です。いわゆる分野別相談。これま

でのように我々が弁護士の目から見た、医療過誤とか税務とか特許とか、そういう

ものではなくて、一般の法律相談の分野まで広げたものを専門相談として経験のあ

る弁護士にやってもらおうと。そういう意味で、対象分野を広げたという意味です。 

【高橋】  そうすると、今、スタートしたのは相続ですよね。これから実績を積

み上げて、よりいろんな分野に広げていくという意味なのですか。 
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【堀井】  そうです。 

【高橋】  いや、私は実は、武士俣先生のお話にもありましたけれども、一定の

研修を受けて評価した。それを皆さんに公開すると。先ほど、名前をリストを出す

とか相談担当者というお話だったので、そういう意味での「開かれた」かと思った

んです。ちょっと違うのですかね。 

【堀井】  そうですね。ちょっと違います。 

【高橋】  それでは、ちょっと私の、コーディネーターの準備不足というか、行

き当たりばったりに話を進めさせていただきまして、大変議論が混乱して恐縮です

が、今回のシンポジウムは前回のシンポと違いまして、アクション・プログラムど

うこうという、こんな制度でどうですかというようなことをぶち上げる分科会では

ありませんので、いろんな問題点を皆さんに認識していただくとともに、今後の進

め方についてご意見を伺うというようなことで進めさせていただきましたので、ご

容赦いただきたいと思います。 

 それでは、時間はもうあまり、押しているのですけれども、もし会場からパネリ

ストの先生方にご質問その他があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょう

か。特に若い先生方から何かご意見があればお願いしたいと思います。 

【中川】  新潟の中川といいます。法律相談センターの副委員長をやらせていた

だいておりまして、全国法律相談センター協議会に２回ほど出席させていただきま

して、藤田先生のお話も過去に拝聴させていただいたことがあります。今日、堀井

先生のお話の中で、広告規制の中で、「専門」ということの使い方、当然、先ほどご

意見のあったように、公正な競争が当然の前提だと。当然、私も賛成する立場から

の質問なのですが、「専門」の国語的・日本語的、本来の意味を調べたところ、やっ

ぱり特定の業務に専ら従事しているという意味が大前提にありまして、弁護士１年

目であっても本当に、例えば東京などでは離婚専門でやっていますと。離婚しかや

っていませんと。専ら従事していますという方が離婚専門の弁護士ですと名乗るこ

とは、本当に規制できるのだろうかと。やっぱりこれは虚偽広告でもないし、誇張

でもないのではないのかということを考えていくと、やはり言葉を「専門」を使う

ことを規制したりするのは結構、難しいことではないかと考えているのですが、そ

こら辺のご意見をいただければと思います。 

【堀井】  私のほうであれしましょうか。志水先生のほうからの「専門」の言葉

の使われ方の分析というのがたしかあったと思うんです。そうすると、例えば被害

者専門などという使い方もあるし、それから、今お話があったような、離婚専門で、

離婚しかうちは扱いませんという「専門」も恐らくあるのだと思うんです。そうい

った「専門」という言葉を規制するのは、おっしゃるとおり、ほかの言葉で言いか
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えるのがなかなか難しいので。ただ、やっかいなのは、そういう、専らその事件し

かやりません、専ら被害者さんサイドでしかやりませんという「専門」と、それか

らいわゆる専門家として、すなわちプロフェッショナルであるという「専門」とい

う言葉と、「専門」という言葉はすごく多義的なんです。そこについてきちんと整理

した上で、例えば被害者専門でしか交通事故はやりませんよという「専門」は１年

目からでも使っても構わない。あるいは、うちの事務所は離婚しかやらないので、

離婚専門事務所ですと言うのは構わない。ただ、文字どおりの意味でのプロフェッ

ショナル、精通しているのですという意味での「専門」という言葉は、やっぱりそ

れは切り分けて、誤解のないように使ってくださいという形は、やっぱりちゃんと

規制していかないと、「専門」という言葉の多義性に、ある意味では、市民を惑わす

と言うと厳しい言い方ですけれど、そういうことはやっぱりあってはならないと思

います。 

 あともう１つは、先ほどから出ているように、そこで言っている、ただプロフェ

ッショナルといっても、日本トップ・テンに入っている弁護士である必要はないわ

けですから、それは必要とされている資質がある。それを専門と名乗っていい。そ

ういう意味では、弁護士のほうがわりと真面目に考え過ぎているところもあるんで

すよね。「専門」という言葉をすごくハードルを高くしているのはこっちかもしれな

いなとは思っております。 

【高橋】  どうもありがとうございました。あとはいかがでしょうか。ご質問は

ございませんか。ではお願いします。 

【石井】  ありがとうございます。相談の件数が激減したというのは分かるので

すけれど、ただ弁護士会は会社ではないわけですから、別に、売上が減って心配だ

と言う必要もないわけで、それが会員弁護士に流れていれば、いいわけですよね。

だから、激減の原因が何かということをもっと追究したほうがいいのではないかと。

要するに、それが例えば税理士に流れていたらやっぱり変だと思うし、例えばイン

ターネットの普及によって、もう個々の弁護士に直接依頼がいくようになったとい

うことであれば、それはそれで何も問題ないわけですよね。だから、件数だけ何か

心配しているということがちょっと理解ができないのですけれども、その辺の原因

というところはどのようにお考えなのでしょうか。 

【高橋】  お願いいたします。 

【藤田】  想定はできますけれども検証はできていないです。いろいろ、今アン

ケートをとったりしています。基本的に、法律相談センターに来てもらった人のア

ンケートはたくさんあるのですけれど、それでは意味がないでしょう？ 来てもら

っていない人に、なぜ法律相談センターに来ないかというアンケートをとりたいん
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です。それでそういうアンケートを始めたところです。 

 僕はまだまだ弁護士の敷居が高くて、さっき言いましたような、市民の方に弁護

士に対して予断を持って、誤解なのですけれど、誤解を持ってやはり敷居を高くさ

せられていると考えています。こっちの責任もあるのでしょうけれども、市民の思

い込みもあるなと思っているんです。いかに、弁護士の敷居を低くするかというの

は弁護士会の責任ではないのかなと思っていまして、そういう意味の努力の一環と

して法律相談センターの再生を考えさせていただいていると思います。もう少し分

かったら、検証ができたらまた報告します。今のところはちょっと分かりません。

すみません。 

【高橋】  あとはいかがでしょうか。では、これを最後の質問ということにさせ

ていただきたいと思います。お願いします。 

【ツダ】  すみません。高知のツダと申します。今日はありがとうございます。 

 先ほど藤田先生の、名古屋のほうの相続専門ので、１０月からスタートしてあま

り人数がということですけれども、ちょっと本題からずれるかもしれないのですけ

れども、広報としてはどのような方法を利用されている。あるいは今回の結果を見

て、どういうふうに今後検討されるのかというのを教えていただければと思います。 

【藤田】  一番心配した質問でございまして、なかなか原因まで分析できていま

せん。広報としてはホームページですね。それから、まだそれぐらいしかやってい

なくて、それから自治体か何かのほうへ担当者が行きまして、こういうことを始め

ましたよということのアピールはしています。まだまだこれからですね。チラシを

つくってやろうかとか、いろいろ言っていますけれども、まだまだやっぱり不十分

だと思います。 

 その分析ですけれども、市民アンケートで、例えば、経験のある弁護士さんの有

料相談と、経験のない弁護士さんの無料相談、どっちがいいですかという質問が実

はあるんです。嫌な質問ですけれども、してしまったんです。結論はどうだったと

思いますか。無料のを推す声が多いんです。ちょっとびっくりしました。大体、６

割以上が、無料の方がいいですよという人だったんです。ところが、実は収入によ

っても違っていまして、１０００万以上の収入の方ですと、経験のある弁護士のほ

うがいいという人が増えます。収入が少ない方ですと、やっぱり無料を圧倒的に支

持するというのがあります。まだまだ我々のサービスが多くの方に理解されていな

いなという気もしますよね。その辺もやっぱり努力不足かなという感じは持ってい

ます。 

【高橋】  ありがとうございました。貴重なお話をいろいろ伺えてよかったなと

思います。 
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 それでは、パネル・ディスカッションはもうこれで終わりにさせていただきたい

なと思うのですけれど、パネリストの方で、もう一言何か言っておきたいとかいう

ことがあれば、１分程度で、ごく短くお話しください。では津田さん、よろしくお

願いいたします。 

【津田】  すみません。今さらながら立ち上がってみたのですが、今日ご参集の

弁護士の方々、「ミラサポ」という言葉を聞かれたことはありますか。片仮名で「ミ

ラサポ」、未来をサポートということで、中小企業庁がつくっているページなのです

けれど、実はそちらで、国の事業で、専門家派遣事業というのがあります。しかし、

弁護士の方の登録は、ほぼありません。ぜひ、弁護士そのものを広める、知っても

らう機会として活用いただくために登録していただけたらなと。本年度の予算は終

わったのですが、また来年度も継続する予定ですので、ぜひ「ミラサポ」というこ

とで検索をかけていただけたらと思います。ただし、専門家の派遣謝金は１時間当

たり５０００円です。現地へ移動するまで、出張に行かれた場合も移動する時間は

含まれませんので、実際に派遣を承諾するかどうかは別ですが。ただ企業の方々は

非常によく検索されるサイトなので、ぜひご活用いただけたらと思います。 

【高橋】  ありがとうございました。大変貴重な……我々ももっと能動的にいろ

いろ考えて、アンテナを広げてやっていかないといけないなというお話をいただき

ました。あとは特にございませんか。 

 なければ、これで。大変雑駁な進行になりまして恐縮でございました。ありがと

うございました。これで終わりにしたいと思います。（拍手） 

【志水】  では、続きまして、宮崎裕二委員より閉会のご挨拶がございますので、

宮崎委員、よろしくお願いいたします。 

【宮崎】  宮崎です。先ほどまでずっとタイム・キーパーをやっていました。 

 特にパネリストの津田さん、最後に大変いいお話をしていただいてありがとうご

ざいます。また、武士俣先生にも、前回といい、今回といい、２回も、あるいは東

弁も含めたら３回ですか、弁護士に対する叱咤激励ということで承りました。また、

藤田先生、法律相談センターが大変厳しい状況にある中、明るいキャラクターでお

話ししていただきまして、誠にありがとうございます。また、ほかの方々も、それ

ぞれ貴重な発表をしていただきましてありがとうございます。そして、本日お集ま

りの皆様方、これだけの、朝からずっとお付き合いしていただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 これをもちまして、シンポジウムの第５分科会を終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。（拍手） 

【志水】  どうもありがとうございました。 
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 以上をもちまして、「第１９回弁護士業務改革シンポジウム」第５分科会、「弁護

士の専門化に向けて」の全てのプログラムを終了いたしました。長時間にわたりご

清聴いただき誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 




