開催にあたって
弁護士業務改革シンポジウムは，充実・発展を遂げながら，今回で 19 回を迎えることに
なりました。1985 年に開催された第 1 回シンポジウムの参加者数は約 150 人でしたが，近
年では，1000 名を超える参加者を得て開催される当連合会の大規模行事となっています。
今回のシンポジウムでは，「利用者の立場に立った業務の充実・拡大を目指して」とい
うスローガンを掲げ，8 つの分科会を開催いたします。
これまでは，どちらかと言えば，弁護士サイドから弁護士業務の拡大方策等について議
論してまいりましたが，今回は，弁護士の利用者である市民の視点をより意識して議論が
深められることを期待しています。
当連合会の全ての活動そして弁護士自治は，幅広い市民の皆様の理解と信頼に支えられ
ていることを，常に肝に銘じなければなりません。全ての判断基準は，市民の利益に叶い
その理解と信頼を得ることができるか否かにあります。
少子高齢化，日本経済のグローバル化，高度情報化，格差の拡大等の急激な社会の変化
により，市民の法的ニーズが多様化・複雑化し，弁護士に期待される役割は，ますます高
度化・専門化しています。
2015 年 6 月 30 日，政府の法曹養成制度改革推進会議は，「法曹養成制度改革の更なる
推進について」と題する決定を行いました。この決定を基に，国は，法科大学院の抜本的
な組織見直しと教育の質を向上させ，質量ともに豊かな法曹の養成を目指すことになりま
す。
当連合会としても，有為の人材が経済力にかかわらず法曹を目指すことができる制度の
実現を目指すとともに，会員の皆様に向けて研修やＯＪＴの制度を一層充実させ，日本国
内は勿論，国際的にも広く活躍できる人材育成を目指します。
弁護士業務改革シンポジウムは，全ての会員にとって，新たな知見を得る場であるとと
もに，全国の会員が一堂に会する刺激に満ちた場であり，弁護士業務を見直すまたとない
機会です。是非，多くの皆様に御参加いただきたいと考えております。
長期間本シンポジウムを準備をしてこられたシンポジウム運営委員会及び各分科会関係
者の皆さま，そして開催地である岡山弁護士会会員の皆さまの御尽力により，弁護士会員
のみならず多くの皆様が参加する大規模なシンポジウムが開催されますことを，心より感
謝申し上げます。
本シンポジウムが，弁護士業務の未来を切り拓く道標となることを確信して，ご挨拶と
いたします。
日本弁護士連合会
会長

村

越

進

ご挨拶
この度，日本弁護士連合会主催の第 19 回弁護士業務改革シンポジウムが岡山市で開催
されることは，岡山弁護士会にとって大変光栄なことであり，心より歓迎の意を表します。
さて，岡山市で弁護士業務改革シンポジウムが開催されるのは 1987 年に続いて 2 回目と
なります。この約 30 年間に岡山弁護士会の会員数は約 3 倍となりました。その間，岡山弁
護士会では，弁護士過疎地域に法律相談センターを設立すること等を宣言した日本弁護士
連合会のいわゆる「名古屋宣言」に先駆けて県内各地域に法律相談センターを設立し，ひ
まわり基金法律事務所を県北 2 箇所に設立するなど（さらに今年度にはもう 1 箇所に設立
する計画です。），弁護士過疎地域の司法アクセス障害の解消に努めてきました。また，都
市部の司法アクセス障害を解消するために地方初の都市型公設法律事務所を設立し，ＡＤ
Ｒの重要性をいち早く認識して地方初の仲裁センターを設立するなど，県内における司法
サービスの拡充のために先進的な取組を続けてきました。
このような取組は，近年，各弁護士会で鋭意行われていますが，紛争の法的解決に対す
る市民の潜在的ニーズを掘り起こし，司法サービスをさらに社会の隅々まで行き届かせる
ためには，こういった司法アクセスの物理的な基盤の整備を中心とする取組のほかに，弁
護士費用等の紛争解決コストの負担軽減，裁判手続の迅速化など，費用や時間の観点から
司法サービスを市民にとってさらに利用しやすいものにすることも必要であると考えます。
また，近年の弁護士数の急激な増加や社会問題の複雑化という状況を考えると，個々の弁
護士の能力や業務効率を向上させ，自治体等の外部機関と連携して弁護士の活躍する分野
を開拓していくなど，既成概念にとらわれず弁護士の業務内容を見つめ直すこともますま
す必要になってくると思います。
今回の弁護士業務改革シンポジウムの 8 分科会はいずれも，これらの必要性に対して弁
護士がどう考え，どう行動していくべきかをテーマとするものであり，その道筋を示唆し
てくれるとても有益な内容になるものと期待しております。
今回の弁護士業務改革シンポジウムが今後の弁護士業務の発展ひいては市民に対する司
法サービスのさらなる拡充につながることを祈念し，ご挨拶といたします。
岡山弁護士会
会長 吉 岡

康

祐

利用者の立場に立った業務の充実・拡大を目指して
１

はじめに
弁護士業務改革シンポジウムは，その規模や参加者数を拡大しながら，今回で19回を数

えることになりました。第1回シンポジウムの開催が1985年ですから，30年の月日を経て第
19回を迎えました。
この間，日本経済のグローバル化の進展とともに海外に進出する企業の増加，少子高齢
化社会における若年・高齢者等の格差の拡大，市民の法的ニーズの多様化等の中，弁護士
に求められている法的ニーズが多様化し，その活動領域も拡大しかつ変化してきました。
さらに，司法改革の理念のもと，弁護士人口の急激な増加に伴い，一方では企業などの
組織に進出する弁護士の人数が飛躍的に増大するとともに，弁護士が一人又はゼロのいわ
ゆるゼロワン地区が解消されていきましたが，他方で，都市部において，就職先を得られ
ない弁護士や法律事務所の一角を利用させてもらっているいわゆるノキ弁が増加し，これ
に対応して，弁護士の活動領域の拡大及び新人弁護士に対する研修を含めＯＪＴの充実・
強化が急務となってきています。
２

シンポジウムの目的・内容
このような状況下，本シンポジウム開催にあたって，弁護士の業務拡大を図る上で，弁

護士からの目線ではなく，弁護士の利用者である市民・中小企業者の視点に立った施策を
提案することに特に留意しました。
市民・中小企業者から，弁護士は「敷居が高い」と言われ続けていますが，その意味を
理解し，弁護士が身近な存在であり，気軽に相談できる相手であるために何が必要なのか，
どうすればいいのかを，各分科会の発表を通じて提案できれば良いと考えています。
各分科会における発表予定内容の要約は次のとおりです。
（第1分科会）日本における中小企業の様々な活動，とりわけ創業段階において弁護士がコ
ミットしていく必要性があります。
（第2分科会）企業内弁護士は現在では1400人を超えていますが，企業内弁護士を通じた企
業と法律事務所との関係はより密になっていくと思われます。
（第3分科会）弁護士業務の拡大につながる事務職員の養成と活用について議論します。
（第4分科会）青少年アスリートのスポーツをする権利を確保するために，青少年スポーツ
における実際の活動例を基に，弁護士の役割を提案します。
（第5分科会）専門分野に精通した弁護士を求める利用者の要望に応えるため，専門弁護士
の養成の在り方や，その広告の在り方等について検討します。
（第6分科会）自治体を取り巻く法的諸課題について，自治体と弁護士との連携による取組
が広がりつつあります。法の支配の実効化と住民福祉の向上等を期して，両者の新しい関
係について展望します。
（第7分科会）2000年に始まった弁護士保険も現在では，販売件数が約2000万件，ＬＡＣ取
扱件数が年間約2万7500件に至り，今後は個人向けだけではなく企業向け弁護士保険の在り

方が将来的な取組課題となっています。
（第8分科会）日本国内においてＩＴインフラが整備され充実している中，弁護士業務にお
けるＩＴの活用，海外では多くの国で普及している電子裁判所を日本で取り入れることを
模索します。
３

シンポジウムの意義
今回は，開催地である岡山弁護士会のご協力のおかげをもちまして，8つの分科会を開

催することになりました。各分科会は，いずれも市民の司法アクセスの改善と弁護士活動
領域の拡大に結びつく重要なテーマとなっております。
本シンポジウムは，これからの弁護士業務のあり方について極めて重要な意義を有して
います。一人でも多くの会員にご参加いただき，我々弁護士が何をなし何をしなければな
らないかを共に考え，これからの弁護士のあり方，弁護士業務の改革についての提言を行
い今後の指針となることを期待しています。
なお，弁護士業務改革シンポジウムが，弁護士，弁護士会の活動に対する情報提供，活
動の指針を示すものとして，今後も，弁護士業務改革委員会はもちろん，その他の委員会
においての弁護士業務の拡大・充実・改善に関する調査・研究を継続していかなければな
りません。そして，その研究等の成果の発表の場である弁護士業務改革シンポジウムが，
単なるお祭りの場ではなく，多くの弁護士・市民・企業に参加していただくために，弁護
士業務改革シンポジウムに参加するための障害を取り除く努力も必要となります。
弁護士業務改革シンポジウムの開催日，これに係る費用の問題，懇親会の費用の問題等
を十分に検討しつつ，節目となる第20回弁護士業務改革シンポジウムにつなげられるよう，
多くの方の意見をお聞きしたいと考えています。
４

基調報告書について
従前，シンポジウム開催に先立ち，基調報告書を作成しております。基調報告書には，

弁護士業務改革をめぐる最新の議論がわかりやすくまとめられており，これを入手するた
めだけでもシンポジウムに参加する価値はあると言っても過言ではありません。
目次をご覧いただいてもわかるとおり，盛りだくさんの内容ですが，これでも紙幅の都
合で各分科会には無理を言って分量を減らしていただきました。基調報告書本文に掲載で
きなかった資料等については，添付のＣＤに収録してありますので，後日，事務所等でご
覧いただき，活用いただければ幸いです。

第 19 回弁護士業務改革シンポジウム運営委員会
委員長 上 原 武 彦

第 19 回弁護士業務改革シンポジウム基調報告書
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本基調報告書の巻末には，ＣＤが添付されております。
ＣＤに収録されている資料については，各分科会の目次を御参照ください。
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創業における弁護士による支援の必要性・意義と課題

はじめに
創業は，国の重要戦略の 1 つに位置付けられ，国や地方自治体をはじめ，中小
企業に関係する諸機関，諸団体，金融機関及び保証協会等の各種機関が，創業に
対して各種支援を積極的に取り組んでおり，今後更に創業が盛んになることが予
想される。

２ 創業における弁護士による支援の必要性
(1) 例えば，創業して株式会社が設立された場合を考えてみる。
まず，会社と株主や株主総会，取締役，取締役会，代表取締役が存在し法律
関係が発生する。また，当該企業が従業員を雇用すれば，会社と従業員の間の
労働契約関係が，企業や消費者と取引すれば，取引に応じた多種多様な契約関
係が，それぞれ発生する。
これらの各関係は利害対立を伴いがちであるから，創業時から法的リスクは
発生している。
(2) 創業段階の企業において，法的リスクが現実化した場合に倒産に至る可能性
は，既存企業と比較して大きい。
その原因の主なものは，創業者に経営経験が少なく，経営基盤が脆弱である
ことに求められる。
例えば，労働関係法令について十分な知識がないため，創業者にとって想定
外の割増賃金を支払う必要が生じることがある。創業段階の企業は経営基盤が
脆弱で企業本体に資産の蓄積が無く，融資による資金調達も容易ではない。
３ 弁護士による創業支援の意義
(1) 法的リスク及びその回避について最も詳しいこと
弁護士は，中心的業務の 1 つとして裁判業務を取り扱っている。また，裁判
外において，法的リスク及びその回避のためにアドバイスすることも中心的業
務の 1 つである。
弁護士は，法的リスク及びその予防に関して創業者を支援することに，職業
的に最も適している。
(2) 創業者に経営経験が少なく創業企業の基盤が脆弱であること
創業企業は法的リスクが現実化した場合，倒産に至る可能性が高い。したが
って，法的リスク予防及びリスクが現実化した場合の対処を内容とする支援の
重要性は，既存の企業と比べても低いとはいえない。
(3) 創業段階から関与することで早期のリスク除去が可能となり，企業の成長に
貢献すること
創業期という早い段階から弁護士が法的リスクの除去を中心とした支援を行
うことによって，当該企業に対して早期に法的リスクを除去するのが可能にな
る。
また，早期のリスク除去によって，企業の成長を阻害する要因を除去し，企

業の安定的な成長に貢献することができる。
例えば，創業企業のビジネスモデルが実は違法であった場合，早期であれば
大きな損失を被ること無く適法なものに変更することが可能である。しかし，
成長してからでは，ビジネスモデルを適法な形に直そうとしても，取引数や取
引規模が拡大し，もはや事実上変更ができないことや，変更できたとしても多
額の費用がかかることがあり得る。
４ 弁護士による創業支援の課題
(1) 創業段階における弁護士利用が活発でない現状
上述の事情から，本来であれば，創業において，弁護士がより多く活用され
るべきである。しかし，現実は，創業段階において弁護士の利用が活発になさ
れているとはいえない。
その理由は次のとおり考えられる。1 つ目は，創業段階で法的リスクが現実化
していないことである。すなわち，通常，法的リスクが現実化していることが
少なく，意識されることが少ない。
2 つ目は，創業者が法的リスクを意識する余裕が無いことである。企業を維持
するため販路拡大と資金繰りという喫緊の課題に追われて精一杯である。
3 つ目は，創業者の経験不足が挙げられる。創業者は，法的知識が豊富とはい
えず，また，経営者の立場で法的問題に直面した経験が少ないため，法的リス
クの存在及びその重大性について見落としがちなことである。また，経営者の
立場で弁護士を活用した経験に乏しく，弁護士をどのように活用したらいいの
か分からないことも，弁護士の活用をためらわせている可能性がある。
4 つ目は，弁護士について，法的紛争になって初めて利用するものであって，
法的リスク予防のために活用する存在であるという意識がないことである。
5 つ目は，積極的に創業支援を行ってきた弁護士が少ないことである。
6 つ目は，弁護士以外の他士業，例えば税理士，司法書士，行政書士等が積極
的に創業支援を行っていることである。
(2) 創業において弁護士が積極的に活用されるために取り組むべき方向性
創業において弁護士が積極的に活用される存在となるため，以下の取組を行
うべきである。
1 つ目は，創業段階における弁護士活用の必要性を，創業者や創業企業，これ
らを支援する各種機関から十分な理解を得る必要がある。
2 つ目は，1 つ目と関連するが，法的問題の解決だけでなく，弁護士以外の他
士業にはない独自のサービスを創業者等に提供する必要がある。
3 つ目は，弁護士が，創業者にとって活用しやすい存在になる必要がある。そ
のためには，まず，弁護士が創業者等から創業に関する相談を持ち込まれる存
在となるべきである。
次に，創業者は自分が創業に関する法的な問題を抱えていることを意識して
いないことが多いため，弁護士は相談が持ちかけられるのを待つのではなく，
弁護士の方から積極的に問題点を把握し，その存在を指摘していくことが必要
である。

５

第２

まとめ
日弁連として創業段階における弁護士利用の拡大に対する取組は端緒についた
ばかりである。また，課題解決のための方向性は上述のとおりであるが，具体的
な解決方法について検討すべき事項も多い。
しかし，創業段階において弁護士を活用したいという創業者等の潜在的な需要
はあるから，積極的に取り組んでいくべきである。

弁護士の創業支援への関わり方の例
佐藤

１

有紀（第一東京弁護士会）

はじめに
(1) 自己紹介
当職は，現在，東京，大阪に事務所を有するいわゆる企業法務系事務所に所
属しており，上場会社から中小規模の会社まで，又は各種法人に対して幅広く
リーガル・サービスを提供している。自身の顧問先・クライアント先企業のう
ち， い わゆ るベ ン チャ ー企 業 など 創業 数 年以 内の 会 社も 近時 増 えて きて いる
（しかし，案件数，クライアント数の増加に比して，売上ベースでの増加はや
はり緩やかである）。
しかしながら，弁護士生活約 10 年間のうち，創業支援に関わっている時期
はさほど長くはない。弁護士登録時には都内の弁護士数人の事務所に入所し，
訴訟や保全，顧問先からの質問への回答などを中心に業務を行っていた。その
後程なくして，外資系渉外事務所へ移り，その後約 7 年半に渡り，外資系金融
機関や，外資系ファンド，日系上場企業などに対して，企業買収案件，クロス
ボーダー取引，投資案件を中心に業務を行ってきた。その間には，事務所内の
留学支援に手を挙げて，米国ロースクール留学とシンガポールオフィス勤務と
いう貴重な機会を得ることができた。その後，自分の力を試したいという気持
ちもあり，縁あって，大阪，東京に事務所を構える前事務所に合流し，当該事
務所の再編，統合に伴って現事務所に至る。
(2) 創業支援に関わるきっかけ
創業支援に関わるきっかけはいくつかあるが，これまでベンチャーキャピタ
ルなど広い意味で会社の投資家側に立った業務が多かったところ，その際，相
手方であるベンチャー企業側は，当該分野に詳しい弁護士がついておらず，ま
た法律知識が乏しいため，自社に不利な契約書であってもその点を意識するこ
となく契約を締結してしまうのを見てきたことが挙げられる。また，中小企業
や創業間もない企業であっても，他社と取引をし，あるいは誰かを採用すると
いうことになれば，大企業と同様の法律問題に遭遇し得るにもかかわらず，そ
れが意識されていないことである。特に，取引先も中小企業ということになれ
ば，その債権管理もより重要になり得るにもかかわらず，契約書が無いケース
もある。さらに，前事務所に合流した際には，自分自身の顧客基盤が厚いとは

言い難く，（特定の弁護士と長い付き合いがないような）新規の顧客を開拓す
る必要があったことも創業支援に携わる理由となった。
２
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ベンチャー企業，創業者との関わり方
(1) 近時の創業環境と支援状況
ここで，近時の創業環境と支援状況について概要を述べておく。起業・創業
は，新たな地域経済の担い手及び雇用を創出すると共に，産業の新陳代謝を促
すものであることは間違いない。しかしながら，我が国の起業希望者数は低迷
しており，開業率は欧米諸国の半分以下となっている 1 。また，我が国の開業
率は欧米の半分程度（4.6％）にとどまっており，特に地方における開業率は
低迷している（大都市圏以外の 29 府県が平均を下回る） 2 。世界銀行が行っ
た起業環境に関する国際比較によれば，開業に要する手続，時間，コストを総
合的に評価した場合，日本の起業環境は総合順位で 120 位という下位に位置し
ているとのことである（ちなみに，米国は 20 位，シンガポールは 3 位である。）
3
。
2014 年 4 月に経済産業省より出された「ベンチャー有識者会議とりまとめ」
4
によれば，日本の創業を取り巻く環境には，①挑戦する人が少ない，②リス
クマネーが少ない，③グローバル化できていない，④大企業とベンチャーとの
連携不足，⑤技術開発型ベンチャー・地域発ベンチャーが少ない，⑥行政によ
るベンチャー支援においてスケールの大きい施策へのシフトという 6 つの課
題がある，と指摘されている。
このような状況を改善すべく，国としては，2013 年版（2013 年 6 月 14 日付
け）の日本再興戦略（「日本再興戦略－JAPAN is BACK－」 5 ）において，起業
環境の改善を目指して，
「開業率・廃業率が米国・英国レベル（10%台）になる
ことを目指す」としている。この目標の実現に向け，産業競争力強化法では，
地域の創業を促進させるため，市区町村が民間事業者と連携し創業支援を行っ
てい く 取組 を応 援 する こと と し， 創業 支 援事 業者 支 援を 行う こ とと して いる
（産業競争力強化法 112 条以下）。さらに，2014 年版（2014 年 6 月 24 日付け）
の日本再興戦略（「日本再興戦略」改訂 2014－未来への挑戦－ 6 ）においても，
「日本の『稼ぐ力』を取り戻す」というスローガンの下，アクションプランと
して，ベンチャー支援が明言されている 。実際に，「ベンチャー創造協議会」

中小企業庁新事業促進課及び総務省地域政策課「産業競争力強化法における市区町村に
よる創業支援のガイドライン」（2015 年 7 月）3 頁
中小企業庁新事業促進課及び総務省地域政策課「産業競争力強化法における市区町村に
よる創業支援のガイドライン」（2015 年 7 月）3 頁
The World Bank「Doing Business 2014 Understanding Regulations for Small and
Medium-Size Enterprises」
（http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/An
nual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf）173 頁以下。
http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140414002/20140414002-2.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf

の創設によるオープンイノベーションの推進，「出会いの場」としての情報ハ
ブの構築，政府調達の増加や創業者向け雇用保険等の制度改革，クラウドファ
ンディングを活用した起業支援などが始まっている。
また，地方自治体などでは補助金・助成金制度，コワーキングスペース，マ
ッチングや交流の場の提供も進められ，金融機関やベンチャーキャピタルによ
る創 業 期の 企業 へ の投 融資 や ビジ ネス プ ラン コン テ スト も認 知 度が 上が って
きている。
このような取組によって徐々にではあるが，起業環境は改善されつつあると
いうこともできる。
(2) 弁護士が創業段階の企業に対してできること
弁護士の業務のうち主要なもののうちの１つは，依然として訴訟等紛争解決
であることは間違いないが，企業側にそのようなイメージを持たれることによ
り，創業支援に弁護士が関与する場面を狭めてしまっているのではないだろう
か。紛争が表面化・深化すれば弁護士に依頼するが，「この件は弁護士さんに
頼むほどではないので…。」と敷居の高さと相まってか敬遠されることもある
ように思われる。
しかしながら，例えば，種々の契約書の作成・交渉，人事労務問題，新規事
業の際の法令調査，更には業界ごとの業法や，業態（B to B か B to C かなど）
によっては消費者への適法かつ適切な対応が必要になるなど，本来，弁護士が
関与すべき案件は少なくない。特に，中小企業であれば，前述のとおり，取引
先もまた中小企業であったり，契約書が整備されないままに口頭などで話が進
んでしまったりといったことにより，予期せぬ（弁護士にとっては，経験上予
期することができるかもしれないが，当該中小企業にとっては予期せぬ）事態，
例え ば 売掛 金が 回 収で きな い とい った 紛 争に 巻き 込 まれ ると い った こと もあ
ろう。また，従業員とのトラブルがあり解決金等の名目で相当額の金員を支払
うこととなれば，業績への影響も否定できない。さらに，成長性が期待される
事業であるとして資金調達（創業時融資からベンチャーキャピタルなどの投資
家による株式取得まで）を得られるような場合であっても，契約条項の検討が
不十分であり，資金調達はできたものの思うような会社経営ができないという
不幸な結果になってしまうこともあり得る。
このような事態を避けるためには，創業間もない段階から弁護士を関与させ
る必要があると思われる。
(3) 弁護士は創業者，ベンチャー企業経営者とどこで出会うか
弁護士が，創業支援に取り組んでいきたいと考えた場合，どのようにして始
めたらよいのか。1 つ目としては，都道府県や政令市などの地方自治体や民間
企業まで様々な団体が運営し，又は支援しているマッチングイベントなど交流
の場に赴き，創業者，ベンチャー企業経営者と実際に話をすることであろう。
結果として顧問契約締結や個別案件の受任に至らなくとも，経営者の創業段階
ならではの関心事や悩みを聴き，また業界のトレンドといったものを掴むこと
ができ有益である。また，主催者側にも，弁護士が創業支援に関与することの
意義，必要性を理解してもらうことができよう。2 つ目は，既に取り組んでい

る弁護士も少なくないと思うが，税理士や社会保険労務士など他の士業とうま
く協働することであろう。他の士業の中には，創業者，ベンチャー企業経営者
とより早い段階から取引している者もおり，弁護士が関与すべき問題を把握し
ていることがあるからである。さらに，経営者から相談を受けることが増える
に従って，同地域での他の創業者，ベンチャー企業経営者の紹介を受けること
が増えるだろう。こういった経緯で，創業支援に関与する機会を増やすことが
できるのではないだろうか。
(4) 留意点
最後に，弁護士が創業間もない企業に対して法律業務等を提供する場合の留
意点について述べる。当職の経験則からすると，打合せ等何らかのコミュニケ
ーションを取る際に，創業間もない企業が直面しがちな法的問題やその周辺事
象についても，いわば先回りして事情を聴き取り，具体的に説明・情報提供す
ると喜ばれることが多い（どの会社のことか推測できるような個別事情に前例
とし て 言及 する と いっ た守 秘 義務 違反 に なり 得る 発 言は 避け る べき であ るこ
とは言うまでもない）。やはり，十分な知識・経験を有する経営者であっても，
法的問題については意識が不十分であることが少なくないためであろう。よき
アドバイザーとなることをより意識することが必要であると感じている。
また，単に安価にすれば良いわけではないが，会社の成長に応じた柔軟な報
酬設定を行うことも検討の余地があろう。

第３
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中小企業向けコンプライアンスチェックシートについて

中小企業のコンプライアンスや弁護士に対する従来のイメージ
中小企業のコンプライアンスや弁護士に対する従来のイメージはどのようなも
のであろうか。おそらく，①自分たちには関係がない，②弁護士は裁判沙汰にな
らないと関係ない，③費用が高い，④面倒くさい，というのが本音であろう。
この点，日本弁護士連合会弁護士業務総合推進センターが 2006 年～2007 年に実
施した「中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告書（2008 年 3 月）」によれば，中小
企業がなぜ弁護士を利用しないのか，そのトップは「特に弁護士に相談すべき事
項がないから」が 74.8％で，2 位以下（「弁護士以外の相談で事足りているから」
が 21.9％，「費用がかかる・費用が高いから」が 15.7％）を大きく引き離してい
る。個別テーマ別に見ても，中小企業が法的課題と意識している割合は，最も高
い債権回収ですら 40.6％であり，雇用問題が 27.2％，クレーム対策 25.3％，契約
書のリーガルチェック 19.2％，事業承継・相続対策 18.8％と続く。コンプライア
ンス体制構築に至っては 7.8％に過ぎない。この調査は東京都以外に本社を置く中
小企業 2,647 社（有効回答率 21.3％），東京都内に本社を置く中小企業 567 社（同
18.9％）から回答を得たものであり，約 8 年前の調査とはいえ，現在でも相当正
確に中小企業の本音を表していると思われる。この調査では回答した 4 分の 3 が
業歴 20 年以上の企業である。そのような中小企業ですら，このような回答結果で
あるところから推測するに，これから創業しようとする人たちが，創業に関して
弁護士に相談してみようという発想は，残念ながら皆無に近いと思われる。

２

従来のイメージを打ち破るには －「得する」コンプライアンスへの転換－
このような従来の中小企業のコンプライアンスや弁護士に対するイメージを打
ち破り，さらに，創業段階でも弁護士に相談してみようと思ってもらうためには
どうすればよいか，日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会企業コンプライアン
ス推進ＰＴでは大胆な発想の転換が必要，と考える。それは，実は弁護士と一緒
になってコンプライアンスに取り組むことは，最終的には中小企業にとっても「得
する」ことに繋がる，と感じてもらえるようなアプローチの仕方や，制度設計を
考えていく必要がある，ということである。また，創業段階で弁護士に相談して
将来的に起こり得るトラブルやコンプライアンス上の問題を認識しておく，とい
うことが有益である，と実感してもらうことである。このために企業コンプライ
アンス推進ＰＴでは，以下の 4 つの段階で検討すべきと考えている。
(1) 当面のアプローチとして－中小企業向けコンプライアンスチェックシート
弁護士は全ての士業の中でも最も紛争の実態を知る職業である。この点に他
の士業と比較した弁護士の圧倒的な強みがある。そこで，中小企業に興味を持
ってもらうためには，弁護士がよく遭遇する中小企業に関連の深いコンプライ
アンス上の問題や，創業段階で最低限意識しておくべき創業時のコンプライア
ンス上の問題についてチェックシートを作成し活用をしていくことを考えるべ
きである。この点は 3，4 で詳しく紹介する。
(2) 創業後の中小企業による顧問弁護士採用の促進
チェックシートの活用などで創業しようとする人たちに弁護士への興味を持
ってもらい，更にその有用性を認識してもらうことができ，創業段階から弁護
士に相談するというのがスタンダードになっていけば，創業後の中小企業によ
る顧問弁護士の採用促進も期待できよう。
(3) 中長期的な制度設計‐弁護士が関与する中小企業への優遇融資制度の創設
現在，信用保証協会や地域金融機関を中心に創業を考えている人たちへの優
遇融資の制度が多種多様に準備されている。また，自治体の補助金制度なども
準備されている。他方，実際には起業準備の実態がないにもかかわらず，これ
を装って融資や補助金を得るという悪用ケースも存在するようである。そこで，
弁護士が融資や補助金を得ようと創業準備をしている事業へ，一定のルールの
下，関与している場合には金利等で優遇を行うというような制度融資を創設で
きれば，まさに「得する」コンプライアンスの実践となり，中小企業の注目も
集まると思われる。もちろん，このような制度が可能かどうか保証協会や金融
機関などと十分な協議が必要であるし，弁護士が有効に関与するためには弁護
士自身のスキルアップが不可欠であるが，今後検討を行う価値があると考える。
(4) 成長期の中規模企業向けの制度－法律参与制度
さらに，これは創業段階ではないが，企業コンプライアンス推進ＰＴでは韓
国の遵法支援人制度などを参考に，外部の顧問弁護士とは違った形で，弁護士
が社内に入ってある程度深くコンプライアンスの確立に寄与することができる
法律参与制度の創設を検討している。折しも上場企業を中心に，会社法上，社
外取締役の設置が事実上義務付けられ，さらに，株式会社東京証券取引所の「コ

ーポレートガバナンス・コード」
（2015 年 6 月 1 日付け）では 2 名以上の社外取
締役の設置が求められる流れにある。社外取締役ほど「重たい」制度ではなく，
さりとて顧問弁護士よりも深く関与する制度が普及すれば，より身近に弁護士
の存在を感じてもらえることとなることが期待できる。
３

中小企業向けコンプライアンスチェックシートの具体的内容
今般，企業コンプライアンス推進ＰＴが作成した創業時のチェックシートの具
体的内容は次頁のとおりである。チェックシートには創業時の総論的なチェック
項目と，各業態別のチェック項目がある。紙幅の関係上，具体的事例や問題のポ
イントを記した部分は本基調報告には掲載せず，ＣＤ-ＲＯＭ（資料 1-1-1，資料
1-1-2，資料 1-1-3，資料 1-1-4）版に入れているのでそちらを御覧いただきたい。

４

中小企業向けコンプライアンスチェックシートの活用法と効用
(1) 中小企業向けのコンプライアンスセミナーでの活用
まずは商工会議所などでの中小企業向けコンプライアンスセミナーでのツー
ルとしての活用が考えられる。ある種「ゲーム感覚」で参加者に自己評価の点
数を付けてもらい，担当する弁護士が，参加者の興味に合わせて選んだテーマ
について，各自の経験や過去の裁判例，最新の法律情報などを盛り込みながら
話すことを想定している。その中で，チェックシートに挙げられている各項目
が，「実は法律問題なのだ」，と認識をしてもらい，裁判沙汰以外も弁護士に相
談できることを知ってもらう。また各地で自治体や商工会議所等が催す「創業
塾」のような企画に弁護士も赴き，創業時に最低限意識しておくべきコンプラ
イアンスチェックリストなどを基に話すことにより，創業をしようと考えてい
る人たちに対しても，実際に事業を開始した後にどのようなトラブルがあり得
るのかを知ってもらうことができる。このような取組を継続していくことで，
徐々に創業を検討する段階でも弁護士にも相談してみよう，という発想に繋が
る可能性が出てくる，と考える。
(2) 若手・中堅・ベテラン弁護士にとっても「気付き」の機会に
コンプライアンスチェックシートは，時代の流れや新たな立法，新たな事件
の発生などに合わせて適宜に改善を重ねていくことを考えている。また，実際
に中小企業向けセミナーや，
「創業塾」のような企画を実施し，相談を受ける中
で気付いた点は中身に反映させていくことも必要であろう。この過程の中で，
若手弁護士だけではなく，中堅・ベテラン弁護士にとっても貴重な「気付き」
の機会になり，より中小企業の法務を理解する契機となることが期待される。
(3) 将来の制度融資の優遇策獲得のチェック項目作り等の足掛かりに
また，上記 2(3)で弁護士が関与した場合の制度融資の創設の検討を，また 2(4)
で法律参与制度の検討を提案したが，これらの制度創設に当たっては，当然，
弁護士が関与する場合のチェック項目の平準化が必要となる。コンプライアン
スチェックシートはこれらを作成するにあたっての足掛かりとなると考えられ
る。

創業時におけるコンプライアンス・チェックシート(業界別)
（業界別のチェックにはこちらもご利用ください）
１. 建設業
① 建設に用いる機械には使用マニュアルはない

□

② マニュアル手順に従って機械は操作されているかどうかチェックしない

□

③ 産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）によって処理する気はない

□

④ 近隣に与える騒音を考慮して施工計画を立てていては工期に間に合わない

□

⑤ 円滑安全な道路交通に気をつけてもらえば、現場に交通誘導員は必要ない

□

⑥ 工事への妨害を排除するためなら地元有力者に地元対策費名目で金を払ってもよい

□

⑦ 下請けのときは、元請けの指示に従っていればよい

□

⑧ 下請金額では利益が出ないので、多少の手抜き工事はやむを得ない

□

２. 製造業
① 営業するにあたって、許可が必要かどうかについて確認したことはない

□

② 製造機械の点検や部品交換は、調子が悪くなったときだけ実施している

□

③ 特別に注意しなくても、従業員が製造機械で怪我することはめったにない

□

④ 製品に異物が混入した場合、異物混入を指摘された納品先に謝罪すればよい

□

⑤ 仕入先が原材料の調達などに違法なことをしていても、自社には関係ない

□

⑥ 業者に頼めば、廃棄物の処分方法や処分先について確認する必要はない

□

⑦ 製造するために臭いや騒音が出ても近所の人には我慢してもらうしかない

□

⑧ 製品に欠陥があっても、代金相当額さえ返金すれば責任は免れられる

□

３. 飲食サービス業
① 保健所の許可をとればその他の許可や届出等は必要ない

□

② 提供する飲食物に異物が入った場合、それを指摘した客だけに対応すればよい

□

③ 原材料の産地・品質・安全性等について、注意していない

□

④ 衛生管理は従業員同士が常識の範囲内で注意しておけば足りる

□

⑤ 顧客が店舗で怪我しても、店側が責任を負うことはない

□

⑥ 広告の内容と実際の商品やサービス内容が一部違っていても、特に問題はない

□

⑦ 流行っている同業他店の名前と似た店名をつけても、まったく同じでなければよい

□

⑧ 賞味期限や消費期限を過ぎたものでも、発覚しなければ売ってもよい

□

４. 運輸業（タクシー）
① 飲酒運転はドライバーの責任であり、社内規程や研修はいらない

□

② 利益が上がるのであれば、多少の交通違反には目をつぶる

□

③ 交通違反をするのは従業員であり、会社は関係ない

□

④ 事故を起こすのは運転手であり、ドライブレコーダーなどつける必要はない

□

⑤ 車内を録画したりして、運転手の安全を確保する必要はない

□

⑥ タクシー強盗が頻発しているので、身を守るためナイフを車載するように指導した

□

⑦ 労働運動を行う運転手は解雇する

□

⑧ 運手技量さえあれば、雪が積もっていても、スリップ事故など起こさない

□

５. 医療・福祉
① 施設内の衛生のためであっても、保健所に相談する必要はない

□

② 災害時の避難誘導マニュアルもなければ、訓練もしていない

□

③ 備品は増えるので、防火扉が閉まらなくなっても仕方がない

□

④ 定められた従業員数には不足しているが、少ない人数で頑張っている

□

⑤ 名義を借りて施設を設立した

□

⑥ 経営コンサルタントと名乗っている人に依頼しておけば、問題は生じない

□

⑦ 施設利用者から個人の通帳を預かって、勝手に施設利用料を引き出している

□

⑧ 言葉で言っても分からない利用者には、叩いてでも分からせるしかない

□

６. 訪問販売・通信販売・役務提供契約
① クーリングオフという制度を知らない

□

② 顧客がクーリングオフを知っていれば、わざわざ書面を交付する必要はない

□

③ クーリングオフ期間さえ過ぎれば、中途解約に応じる義務は一切ない

□

④ 契約を途中でやめる場合は、いつでも契約残額の全額を受領してよい

□

⑤ ネット通販であれば、取り扱う商品がなんであれ、行政の許可等はいらない

□

⑥ 事業規模が小さければ、契約書や請求書・領収書等は基本的に作らなくても問題ない

□

⑦ ネットでのアクセス数を増やすために、人気のあるサイトのデザインをそのまま真似した

□

⑧ 顧客のメールアドレスを知っているのだから、当然、商品宣伝のメールを送付してよい

□

７. 不動産仲介業
① 営業のために資格や免許は特に必要ない

□

② 契約成立した場合などの手数料については、顧客との間で自由に決めることができる

□

③ 重要事項説明書に記載されている事項以外について説明する必要はない

□

④ 賃貸マンションを紹介する際に、そのマンションの管理規約を確認する必要はない

□

⑤ 簡単な取引内容であれば、契約書を作成する必要はない

□

⑥ 売買不動産に問題があっても、売主と買主の問題であり仲介業者は責任を負わない

□

⑦ 説明内容に間違いがあっても、契約が成立しさえすれば問題は生じない

□

⑧ 誇大広告で客を集めても、来店後に事実に反しない説明をすれば問題は生じない

□

８. ベンチャー企業・飲食店の独立
① 独立するからには、今の企業から顧客名簿を持って出るのは当然だ

□

② 独立して、すぐに営業するため、就業時間中に今の同僚を独立に誘った

□

③ 勤めていた店の屋号と似た店名をつけても、全く同じ店名でなければ問題ない

□

④ 勤めていた店の商品や宣伝と似せても、全く同じでなければ問題ない

□

⑤ 勤めていた企業で自分が作成にかかわった成果物を持ち出せるのは当然だ

□

⑥ 起業は大変なのだから、従業員の残業は当たり前だし、残業代など払えない

□

⑦ 起業できるかどうかが勝負なのだから、契約書の作成など後回しでよい

□

⑧ 起業に成功すれば大きな利益が得られるのだから、資金調達もその時考えればよい

□

採点結果

<弁護士必要度>各業界で
2つチェックがあれば要注意！
3つ以上チェックがあれば、定期的に弁護士へ相談しましょう！
（平成27年7月31日 作成）

創業時におけるコンプライアンス・チェックシート
～株主や役員との間の内部紛争による会社の混乱を防止するために～
Ｑ１. 会社の基本的なルール（株主総会・取締役・監査役）について

小計

点

① 株主は複数いるが、株主総会を開く予定はない

□

② 株主総会は開くが、書面で招集通知はせず、一部の株主しか出席しない

□

③ 取締役会はあるが、実際に開く予定はない

□

④ 株主総会や取締役会の議事録を作っていない

□

⑤ 会社の定款がどこにあるかわからない

□

⑥ 株主は複数いるが、株主名簿は作成していない

□

⑦ 親族や知人が監査役になっているだけで会計監査はしてない

□

⑧ 弁護士は費用が高いイメージがあるので利用したことがない

□

～従業員との間の残業代や解雇等の労働紛争を防止するために～
Ｑ２. 職場の基本的なルール（労働問題、セクハラ、パワハラ）について

小計

点

① 会社の就業規則は作っていない

□

② 気に入らない従業員や能力のない従業員はクビにしてもよい

□

③ 労働組合に入った従業員には辞めてもらうことにしている

□

④ 従業員が自主的に残業してくれるので、残業手当はない

□

⑤ 「３６協定」という言葉を聞いたことがない

□

⑥ タイムカードや出勤簿などで従業員の労働時間を管理していない

□

⑦ セクハラやパワハラは従業員同士の問題で会社の問題ではないと思う

□

⑧ 結婚や出産をした女性従業員は辞めてもらう

□

～取引先との間の契約関係をめぐる紛争を防止するために～
Ｑ３. 取引先との契約について

小計

点

① 取引先との間で契約書を作成したことがない

□

② 取引先との間で契約書の締結をしたが中身を見ていない

□

③ 取引先から支払条件や代金について一方的に不利な要求をされている

□

④ 取引先から商品購入の際、不要な商品も一緒に買うよう求められている

□

⑤ 取引先に暴力団関係者がいるので不利な条件で取引を求められている

□

⑥ 顧客名簿を従業員が自由に社外に持ち出せる

□

⑦ 名簿業者から顧客名簿を買ったことがある

□

⑧ 裁判沙汰はないので弁護士は必要ないと思う

□

～資金繰りに困らないように売上金を確実に回収するために～
Ｑ４. 債権管理・債権回収について

小計

点

① 受注のほとんどを口頭で行っている

□

② 受注した後に契約条件を口約束で変更することがよくある

□

③ 受発注の内容を社内の帳簿できちんと管理していない

□

④ 入金予定日に代金が入ってこなくても放置することがある

□

⑤ 取引を始める際、相手方の経営状況を全く確認しない

□

⑥ 取引先の会社が潰れたとしても、社長個人に請求すればよいと考えている

□

⑦ 取引先の社長が口頭で自宅を担保に入れると言ってくれているので安心だ

□

⑧ 取引先が倒産したときに取引先の商品を勝手に持ち帰ったことがある

□

～商品をめぐる顧客との間のトラブルを防止するために～
Ｑ５. 消費者との関係（表示の問題、特定商取引法など）について

小計

点

① 自社の商品の広告には、正直、少し大げさなところがある

□

② クーリング・オフという言葉の意味を知らない

□

③ 認知症の方との契約も署名捺印してもらった以上は全て有効と思う

□

④ 消費者契約法という法律があるのを聞いたことがない

□

⑤ 契約書に「商品事故は一切責任を負わない」と書いているので安心だ

□

⑥ 自社商品の取扱説明書に安全性に関する注意が記載されていない

□

～会社が保有する営業秘密や知的財産を守るために～
Ｑ６. 営業秘密や知的財産（特許・商標・著作権など）について

小計

点

① 顧客名簿や重要なノウハウがあるが社内で秘密として厳重管理していない

□

② 重要な営業秘密を提供するにあたって秘密保持契約を結ばない

□

③ 他社から従業員を引き抜き他社の営業秘密を入手したことがある

□

④ 他社と製品の共同開発を行うにあたって契約書を交わさない

□

⑤ 他人のホームページに良いフレーズがあったので自社の宣伝に使っている

□

⑥ 他社の売れ筋商品の名前を模倣して販売したことがある

□

～ＩＴ化社会において情報の流出等を防止するために～
Ｑ７. コンピューターなどのＩＴ関係について

小計

点

① コンピューターウイルスソフトの対策を行っていない

□

② メールで添付ファイルを送る際にパスワード設定を行わない

□

③ フェイスブックやツイッターでの情報漏えい防止を従業員に注意していない

□

④ インターネットで通信販売をしているが法律上の規制を意識したことがない
タ ネ
通信 売を
るが法律
規制を意識 た とがな

□

⑤ 販促として電子メール広告を行っているが法律上の規制を意識したことがない

□

⑥ 汎用パソコンソフトを複数のコンピューターに使い回している

□

〈弁護士必要度〉
採点結果

チェックした点数が
０～１０点

万一に備えて弁護士の知合いは用意しましょう

１１～２０点

弁護士に一度相談し体制を見直してみましょう

２１～３０点

顧問弁護士を探して定期的に相談しましょう

３１点以上

トラブルを避けるため早急に弁護士に相談しましょう

コメント欄

（平成27年7月31日 作成）

第４

地域における創業支援
～産業の新陳代謝を促進し，地域経済を活性化するために～
中小企業庁

創業・新事業促進課長
創業支援係長

坂本
山田

里和
学

１

地域における創業促進の意義
グローバル化や少子高齢化の急速な進展など経済・社会の構造的変化により，
地域経済を取り巻く環境は，厳しさを増している。諸外国と比較しても日本の開
業率は欧米の半分（4.9％）程度に留まっており，その中でも地方の開業率の低迷
が著しいのが現状である。
この状況を打破するためには，地域社会で活躍する人材を育成し，民間の活力
を高めて産業の新陳代謝を進めていく必要がある。こうした問題意識から，2013
「開業率・
年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略-JAPAN-is-BACK-」7 においても，
廃業率が米国・英国レベル（10％台）になることを目指す」という目標が掲げら
れているところである。

２

地域の創業支援体制の整備
地域の抱える課題は「人口減少」，「少子高齢化」，「商店街・繁華街の衰退」な
ど多岐にわたる。こうした中で，地域の活力を取り戻すためには，新たな地域経
済の担い手の力が必要不可欠であり，創業者を掘り起こし，育てていくことが重
要である。地域に根差した創業は，地域課題の解決や，事業の成長による新たな
雇用の創出及び，地域需要を生み出す原動力となるものである。そのため，地域
における創業支援は，地域経済を活性化させるために極めて重要な取組である。
創業希望者は「各種手続」，「資金調達」，「経営ノウハウ」など様々な課題を抱
えており，これらの悩みを気軽に相談できる相手が自分の住む地域にいるならば，
創業への第一歩を踏み出しやすくなる。こうした観点から，自治体が旗振り役と
なって，商工団体（商工会議所や商工会）や地域金融機関，ＮＰＯ法人，その他
様々な支援機関と連携し，地域全体として創業支援を行う体制をつくることが重
要である。
そこで中小企業庁では，地域における創業支援体制を整備するため，市町村が
中心となり，地域の創業支援事業者と連携して地域の創業を支援するための「創
業支援事業計画」を策定し，国がこれを認定する制度を創設した。
既に認定を受けた自治体からは，
「地域内の創業支援体制の見える化ができたこ
とで効果的な創業支援ができている」，「国からの創業支援施策が得られることで
地域での創業機運が高まっている」など支援効果が現れたとの声が寄せられてい
る。

7
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３

「創業支援事業計画」認定制度の概要
2014 年 1 月 20 日に施行された産業競争力強化法では，市町村（東京都 23 区を
含む。）が民間の創業支援事業者（地域金融機関，ＮＰＯ法人，商工会議所・商工
会等）と連携し，「ワンストップ相談窓口」や「創業セミナー」，「コワーキングス
ペース」等の創業支援を行う「創業支援事業計画」を策定し，これを国（総務大
臣び経済産業大臣）が認定することとしている。この計画策定により，市町村は，
地域内の創業支援事業者のノウハウを活用し，連携することで，効率的かつ効果
的な創業支援体制を組むことができる。加えて，地域の課題解決や資源活用等，
地域の実情に沿った支援も可能となる。
本計画については，第 1 回から第 5 回認定において，合わせて 547 件（山梨県
を除く 46 都道府県 605 市区町村）が認定を受けている。そのうち町，村が認定を
受けた計画についても，120 計画（29 道府県 164 町村）にのぼり，人口数千人程
の自治体も含めて創業支援の輪が広がっている。

４

認定を受けた「創業支援事業計画」に対する国の支援策
認定を受けた市町村の「創業支援事業計画」について，中小企業庁では，創業
者，市町村，計画に参画する認定連携創業支援事業者（以下「創業支援事業者」
という。）向けの支援策を用意している。
まず，創業者向けの支援だが，本計画に位置付けられた創業支援事業の中で，1
か月以上かつ，4 回以上にわたり「経営」，「財務」，「人材育成」，「販路開拓」の 4
つの知識を全て習得できる継続的な支援事業（「特定創業支援事業」）による支援
を受けた場合，以下の支援措置を活用することができる。
同事業を受けた創業者が新規で株式会社を設立する際に，登録免許税が軽減（資
本金の 0.7％→0.35％ ※最低税額は通常 15 万円のところ 7.5 万円）されるほか，

無担保・第 3 者保証人なしの創業関連保証の枠が 1,000 万円から 1,500 万円に拡
充，そして創業 2 か月前から対象となる創業関連保証の特例について，事業開始 6
か月前から利用の対象となる。また日本政策金融公庫の新創業融資制度において，
「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金要件を緩和することとしている。
また，新たに創業する者や第二創業を行う者に対して，創業のための必要な経費
（改装費，人件費，賃料等）を一部（2／3）補助する事業を行っている（「創業・
第２創業促進補助金」）（2014 年度補正予算 50.4 億円の内数，2015 年度予算 7.6
億円。ともに公募終了。）。2014 年度補正事業からは，認定を受けた市町村にて創
業する場合及び，支援を受けた場合について，採択の審査をする際に加点をする
等，重点的に支援を行っている。
次に市町村への支援では，中小機構が創業支援の専門家を紹介するほか，他の
成功事例の紹介をするなど，情報提供を実施する。また，総務省が講じる支援措
置として，地域の資源と資金を活用して事業を立ち上げる場合に，交付金（総務
省「地域経済循環創造事業交付金」 ※別途の申請と審査が必要）を交付するほか，
本計画に関連した特別交付税措置を設けている。
最後に，創業支援事業者向けの支援に関しては，創業支援事業の実施に必要な
経費の一部（2／3）を補助する事業を行っている（「創業・第二創業促進補助金」
公募終了。）。そのほか，中小機構が創業支援のノウハウの提供や専門家の紹介を
実施する。加えて，ＮＰＯ法人，一般社団法人，一般財団法人である場合は，信
用保証協会が 8,000 万円までの無担保の信用保証を実施する。
このように，認定を受けた市町村の創業支援を国としてもバックアップしてい
る。
５

創業者の裾野を広げる「創業スクール」
我が国における開業率が欧米の半分程度と低水準であることの背景として，
「日
本には，シリコンバレーのように多くの人が起業を目指す文化・土壌がない」
「日
本人には起業家精神（アントレプレナーシップ）が乏しい」
「起業家という地位や
職業選択に対する評価が低い」といったことが指摘される。
こうした問題意識から，地域における創業を目指す人の裾野を広げるため，2014
年度から「創業スクール」事業を開始した。
本事業は，国から全国各地の支援機関（商工会・商工会議所，ＮＰＯ法人，地
域金融機関等）に対して「創業スクール」の実施を委託するものである。
「ベーシ
ックコース」「女性向けコース」「第 2 創業・再チャレンジコース」の 3 つのコー
スがあり，30 数時間の講習の中で，創業に必要な基本的知識の習得から，創業に
向けたビジネスプランの作成まで，丁寧に指導していく。スクール実施機関には，
スクール終了後も地域の他の支援機関と連携しながら，卒業生の創業をフォロー
アップしていただくことになっている。
昨年度は，全国 222 か所（282 コース）で実施し，約 3,200 名の卒業生を送り出
し，本年 3 月には，本事業の取組の集大成となるビジネスプランコンテスト「全
国創業スクール選手権」を開催し，グランプリの方には，経済産業大臣賞が，2 名
の特別賞の方には中小企業庁長官賞が授与された。本事業を通じて，創業者同士

が切磋琢磨することにより，全国的な創業気運の醸成につながっている。
６

創業支援で地域経済を活性化
身近な相談先があることで，創業者には安心感が生まれる。創業者の背中を後
押しすることで，地域経済の担い手が増え，新たな雇用が生まれることで，街が
賑わい，元気になる。
創業支援には，一般の中小企業の経営支援以上に，きめ細かく，手厚い支援策
が必要である。創業者を掘り起こし，支援するため，地域の創業支援の担い手と
して，是非とも，弁護士の皆様のお力をお借りできれば，大変心強く思う。

第５

日本政策金融公庫における創業支援
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業中国創業支援センター所長

１

門野

誠治

㈱日本政策金融公庫国民生活事業の創業支援に対する取組状況
(1) 創業企業への融資実績
2014 年度の創業融資実績（創業前及び創業後 1 年以内）は 26,010 企業，2,214
億円で，企業数，金額ともに 3 年連続で増加している。また女性の社会進出が
求められていることを背景に，女性層への融資は 5,000 企業を超える実績とな
っている。業種でみると，上位 3 業種は，サービス業，飲食店・宿泊業，医療・
福祉の順番となっている。
㈱日本政策金融公庫総合研究所編「新規開業白書」
（2015 年版）によれば創業
時点での平均従業者数は 4.0 人となっており，2014 年度は創業企業への融資に
より，年間約 10 万人の雇用を創出している。
(2) 主な取組
① 創業前
・地方公共団体，商工会議所・商工会，金融機関等との連携により創業者
を発掘。
・創業者の知識習得のため，連携先との共催等による創業者向けセミナー
を開催。
・ホームページやメールマガジンなど IT を活用した創業者への周知。
② 創業時
事業の成功率を高めるため，職員が事業計画をブラッシュアップした上
で融資を実行している。
③ 創業後
・融資先のモニタリングを実施することで，問題点の早期解決をサポート
するとともに，問題の内容を検証することで公庫としてもノウハウを蓄積。
・ビジネスマッチングサービスにより創業者の取引先開拓を支援。
(3) 創業支援体制
① 創業サポートデスクの設置
全国 152 支店（全支店）に創業サポートデスクを設置し，窓口での創業

相談に対応している。
② 創業支援センターの設置
全国 15 か所に創業支援センターを設置し，各創業支援機関との連携構
築・強化や創業関連のセミナーを企画・実施している。
③ 創業ホットラインの設置
創業に関する様々な相談に専門スタッフがお答えするフリーダイヤル
の相談サービスで，2014 年度は約 16,000 件の相談に対応している。
④ ビジネスサポートプラザの設置
札幌，仙台，東京，名古屋，大阪，福岡の全国 6 か所に設置し，平日の
相談が難しい方に対して休日相談を実施。2014 年度約 2,900 件の相談に対
応している。
(4) 高校生ビジネスプラングランプリの開催
起業教育の推進を目的として，2013 年度から全国の高校生を対象としたビジ
ネスプラングランプリを開催している。
２

創業支援における金融機関の役割
㈱日本政策金融公庫総合研究所編「新規開業白書」（2014 年版，2015 年版）に
よれば，創業費用は増加傾向にあるが，調達先の内訳をみると約 6 割が金融機関
等からの借入れであり，創業資金を金融機関に頼る傾向がみてとれる。
また，金融機関からの借入を行わないで創業した企業に比べて，借入を行って
創業した企業の方が創業後の売上が増加傾向にある。1 つ目の理由として，借入の
過程で金融機関のチェックが入ることで事業計画がブラッシュアップされ精度が
増すことが挙げられる。2 つ目の理由として，借入を行うことで金利が発生するた
め，金利支出を上回る期待収益を生む領域に投資する必要があることが挙げられ
る。3 つ目の理由として，金融機関が融資後モニタリングを実施することで，問題
点の早期解決をサポートすることが可能である点が挙げられる。
創業時に苦労したこと，及び現在苦労していることの上位 3 位は，「資金繰り・
資金調達」，「顧客・販路の開拓」，「財務・税務・法務に関する知識の不足」の順
番となっており，金融機関に求められる役割としては融資を通じた資金繰り・資
金調達面での支援，ビジネスマッチングサービスを通じた顧客・販路開拓面での
支援が求められている。

３

創業支援における弁護士への期待
創業時には，許認可，雇用，各種契約等に関する様々な法的リスクが伴うもの
の，それらの重要性を認識している創業者ばかりではない。また，法的リスクは
認識しているが，弁護士に対する敷居の高さや，費用面での不安，どこに相談す
ればよいかわからない，などの理由から法的リスクを放置したまま創業する創業
者も存在する。しかしながら，万一これらの法的リスクが顕在化した場合，経営
を揺るがしかねない事態に発展するケースもあり得るため，創業時において，想
定される法的リスクを洗い出し，それらに対処した上で創業する必要があると考
える。㈱日本政策金融公庫総合研究所編「新規開業白書」（2015 年版）によれば，

創業時に苦労したこと，及び現在苦労していることの第 3 位は，「財務・税務・法
務に関する知識の不足」となっており，創業者の弁護士に対する期待は非常に高
い。
現在も日本弁護士連合会が「ひまわりほっとダイヤル」を設置し，中小企業に
対する経営相談体制を強化されているが，まだまだ周知していく余地はあると考
えられるため，今後も引き続き周知を進めていただきたい。
創業者が弁護士の門戸を直接たたくケースは少なく，大半は地方公共団体や商
工会議所・商工会などの創業支援機関に相談し，そこから紹介を受けるというの
が自然な流れであると考えられる。そのためには，各地域の創業支援機関との連
携や各地域で形成された創業支援ネットワークへの参画，もしくは各支援機関が
実施する創業者向けセミナーへの講師派遣や相談会への参加をお願いしたい。
2011 年 4 月，日本弁護士連合会と㈱日本政策金融公庫との間で「中小企業等支
援に関する覚書」を締結しており，創業者への弁護士紹介制度や，各種法的リス
クの検証など創業支援段階における一歩踏み込んだ連携が図れれば幸いである。

第６

創業者と弁護士
公益財団法人岡山県産業振興財団

１

理事長

三宅

昇

創業に必要なもの
欧米と比べて極めて低い我が国の開業率。現状の倍以上である 2 桁に引き上げ
ようというのが現政権の政策目標にもなっている。
とはいえ，創業に当たっては，人・モノ・金をはじめ，物心両面での様々な準
備が必要であり，腕（技術）一本でとか，トラック 1 台だけで即創業とはいかな
いし，意気込んでスタートしたものの，たちまちビジネスとして頓挫ということ
にもなりかねない。
創業に当たり不可欠なものをあえて 4 つに絞り込んでみると，まずは事業計画。
ビジネスのアイデアや技術を基に，しっかりとした事業計画があってこそ，ビジ
ネスパートナーや金融機関，顧客などの理解が得られる。
次に，資金。開業資金に加えて運転資金がいくら必要か，具体的に算出して用
意しておかなければならない。
そして，3 つ目がマーケティング。市場ニーズや地域性をきめ細かにマーケティ
ングし，市場に求められる商品やサービスを提供できて初めて，事業が成り立っ
ていく。
最後に，サポーター。創業者は，ともすればこれを忘れがちだが，メンタル面
でサポートしてくれる家族や友人，先輩創業者（メンター），不慣れな法務や労務
などの専門知識を有する相談相手，これらがいるかいないかで，創業の成功確率
は全く違ってくるはず。

２

創業者に不足しているもの
起業パターンの調査結果によると，企業勤務経験者でもその企業とは関係を持
たない起業のパターンが最も多く，5 割近くを占めており，勤務経験の全くない起
業を含めると，職務経験に乏しい者（特に女性に多い）の起業がそもそも多数（6
割強）を占めているのが実情。
しかも，個人創業が 3/4 に上っていることから，ビジネスパートナーや相談相
手をほとんど持たず，創業に当たって欠くことのできない事業計画の作成や資金
調達，マーケティングなどについて，創業者一人で取り組んでいるケースが多い
ことが容易に推察できる。
これら全てに十分には対応しきれず，どれかをおろそかにした見切り発車の創
業が多いのが現実だ。
また，ビジネス開始に当たっての重要な 3 要素に関して，言わば素人がその有
するエネルギーの全てを割いて取り組んでいるのが多くの創業の実態であり，い
くら優秀な創業者であっても，財務・税務・法務など専門知識を要する分野につ
いて，どうしても後回しになりがちであったり，又は，これらの知識不足が創業
の阻害要因となっていることが想像できる。

３

不足の解消に向けて
国や岡山県では，創業者支援策として，各種セミナーの開催，相談・アドバイ
ス，創業資金の確保支援，補助金，インキュベータの提供など，様々な取組を続
けており，（公財）岡山県産業振興財団は，これらの支援策の実施機関の 1 つとし
て，一定の役割を担っている。
また，岡山県では，県内の創業支援機関が集まって，連携体「創業応援団」を
組織し，連携を取りながら，創業者支援に取り組んでいる。
こうした重層的な取組の中で，弁護士の方々には，法務の専門家としてサポー
ト体制の一端を担っていただいているが，その関わり具合を見ると，まだまだそ
の量においても，踏み込み具合においても，十分とは言えないのではないか。
そもそも行政や産業支援機関による支援数は，創業の絶対数から見ると限定的
と言える中で，中小企業診断士などの経営コンサルタントや金融機関に比べ，創
業者側の必要度意識，緊急度意識が低い法務関連については，相談自体がおざな
りにされていることもあって，トラブルが発生する前に「口約束によるトラブル
の怖さ」「人を雇うために必要なこと」など，「転ばぬ先の杖」的な知識提供，「相
談に来なければこちらから行く」ような対応が求められている。

４

弁護士による創業者向け支援とは
弁護士とは，
「簡単に解決できないトラブルが起きて初めて訪れるところ」との
認識があり，一般に非常に敷居が高い。弁護士会からの働きかけにより，敷居を
下げる取組，気軽に相談できる体制作りを構築していただきたい。また，個々の
弁護士の側から，真に支援を必要としている創業者に歩み寄る試みを始めて欲し
い。
そのため，まず，地域の支援機関とその支援事業について，十分に理解をいた

だき，賛同者として専門家登録をしていただきたい。当財団の「おかやま専門家
NAVI」への登録弁護士は，わずか 3 名（登録専門家総数 342 名のうち）という状
況にある。
また，支援機関が実施する創業者向けのセミナーや研修に，講師や相談対応者
として参加いただき，創業者の声に直接耳を傾けていただきたい。
さらに，創業者や創業予備軍との接点を持つよう，アンテナを張り巡らせ，創
業者の集まる場に参加していただきたい。
弁護士という法の専門家の視点から，将来の顧客に向けた支援，経営を是正し，
長期にわたり信頼できるビジネスの伴走者としてのサポートを願っている。
詳細については，ＣＤ-ＲＯＭの資料 1-2 を参照されたい。

第７

商工会議所における創業支援の取組について
日本商工会議所中小企業振興部

１

商工会議所とは
商工会議所は，商工会議所法に基づき，地域の商工業者によって設立・運営さ
れている「地域総合経済団体」として，「政策提言」，「中小企業の活力強化」，「地
域経済の活性化」をミッションとして活動している。
我が国最初の商工会議所である「商法会議所」が，1878 年に東京（初代会頭：
渋沢栄一），大阪，神戸で設立されて以来，全国の主要都市に設立され，2015 年 3
月現在では，全国で 514 商工会議所がそれぞれの地域で活動している。全国の商
工会議所の会員数は 125 万（2015 年 3 月現在）を数えている。

◆商工会議所の組織

中小企業の活力強化
総会員

地域経済の活性化
１２５万会員

各地商工会議所

５１４カ所

 会員はあらゆる規模・業種の商工業者で構
成。
 会員は、業種別の部会に属し、意見を表明。
 若手経済人で構成される青年部（3万会
員）、女性経営者で構成される女性会（2.3万
会員）も設置。
 商工会議所の創設は、1878年。
 現在､商工会議所法(1953年)に基づき設置。

行政､他の経済団体

日本商工会議所
連携

政策提言・要望活動
政府・政党

他の支援機関

◆商工会議所のミッション

(1)政策提言 ー一歩先んじた政策提言を展開ー
●会員訪問や各種会議開催を通じた会員企業との積極的なコミュニケーション
●震災復興をはじめ、経済政策やエネルギー・環境政策、社会保障制度、税制、
経済連携など、わが国の根幹をなす重要政策課題から、中小企業に対する個
別施策まで、幅広いテーマについて意見具申

(2)中小企業の活力強化 ー中小企業の成長への挑戦を全力で後押しー
●中小企業の経営課題へのきめ細やかな支援
●創業・経営革新への挑戦支援
●経済のグローバル化に対応するための中小企業の国際化支援
●検定事業を実施し、時代に対応した産業人材を育成

(3)地域経済の活性化 ー地域の力を再生させる取り組みを強力に推進ー
●「まちづくり３法」を活用した中心市街地の活性化支援
●地域資源を活用した産業振興、地域ブランド力の育成強化、観光振興
●地域コミュニティの維持、社会福祉の増進

２

商工会議所における創業支援の取組～ワンストップ・ハンズオン支援～
我が国は，本格的な人口減少・少子高齢化を迎え，このまま何もしなければ，
人口急減・地域疲弊の深刻化による「縮小スパイラル」に陥る恐れがある。特に，
地域で仕事と雇用を担う中小企業数は，国の統計（経済センサス）によれば，2009
年から 2012 年にかけて 35 万社も減少する事態になっている。
こうした我が国が抱える構造的課題を克服するため，国は，地域で仕事と雇用
を生み出す「創業」を，「地方創生」における重要政策として位置付け，「開業率
が廃業率を上回る状態にし，米国・英国レベルの開・廃業率 10％台（現状約 5％）
を目指す」ことを目標に，創業支援施策を拡充している。
商工会議所は，従来から，地域の創業希望者のビジネスプラン策定等を支援す
る「創業塾」の開催や，地域の金融機関等と連携による「ワンストップ相談窓口」
の設置など，地域の身近な支援機関として，積極的に創業支援に取り組んできた。
国は，こうした各地域における商工会議所の取り組みを参考にしながら，地域の
支援機関，金融機関，地方自治体が一体となった「創業者に身近な地域の創業支
援体制」を構築するため，「産業競争力強化法」において，市区町村が自らの地域
における「創業支援事業計画」を策定し，国が認定する制度を 2014 年 1 月に創設
した。同法による地方自治体の計画認定件数は，これまで，605 市区町村・547 計
画にのぼり，そのうち商工会議所は 310 計画に参画する（2015 年 5 月現在）など，
商工会議所は地域の創業支援の中核的な役割を果たしているところである。

◆産業競争力強化法に基づく地域の創業支援体制の整備
○「開業率米英並み（約10％）」目標実現（現在4.5％）のため、民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身近に整備。
○市区町村と民間の創業支援機関（商工会議所、金融機関、士業等）と連携して実施する創業支援事業について、市区町村が「創業支援事
業計画」を作成し、国（経済産業大臣、総務大臣）が認定。
計画の認定状況
・平成27年５月までの認定計画数：５４７件（６０５市区町村）
⇒うち商工会議所地区は３３９件（５６％）
（全国の市区町村数は、１７１８（平成26年4月1日現在））

３１０商工会議所
が関与

支援措置
○認定連携創業支援事業者等に対する措置
・創業促進補助金（2/3補助、上限1,000万円）
・NPO法人、一般財団・社団法人に対して信用保証の特例
・中小機構による情報提供や専門家の紹介

○市区町村に対する措置
・地域経済循環創造事業交付金（上限5,000万円）（※）
・特別交付税措置
・中小機構による情報提供や専門家の紹介 等
（※）法律の認定にかかわらず支援が受けられる。

○特定創業支援事業を受けた創業者に対する措置
・株式会社を設立する際、登記に係る登録免許税の軽減（資本
金の０．７％→０．３５％）※最低税額１５万円⇒７．５万円
・創業関連保証の特例
（上限枠が1,000万円→1,500万円へ拡充）
（創業２ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、
事業開始６ヶ月前からの利用が可能）
・平成２６年度補正予算及び平成２７年度予算事業「創業・第二
創業促進補助金」申請時に一定の加点 等

◆商工会議所の創業支援の取組～長崎県佐世保商工会議所の事例～

３

創業支援における弁護士への期待
創業支援は，創業準備段階から創業に至るまでの支援のみならず，創業後，ど
れだけの企業が生き残れるか「企業の生存率」を上げていく支援も重要である。
2011 年版中小企業白書によると，開業後 10 年後には約 3 割の企業が，20 年後に
は約 5 割の企業が退出しているとのデータがあるように，創業間もない企業が厳
しい市場競争の中で，事業を継続させていくことは容易ではない。このため，商
工会議所では，創業後のフォローアップを重視し，企業の成長段階に応じて生じ
る様々な経営課題に対して総合的な支援に取り組んでいる。
企業経営を巡る環境は，社会の複雑化，企業のコンプライアンスへの期待，消
費者意識の向上などに伴い，様々なリスクが増加している状況にある。経営者が
安心して事業を発展させていくためには，こうした様々なリスクに適切に対応で
きることが大変重要であり，とりわけ，経営基盤が脆弱な創業直後の企業におい
て，例えば，契約書作成，会社設立，不動産賃貸借，従業員管理，クレーム対応，
債権回収など，あらゆる法律問題に迅速かつ明快に対応できる弁護士の存在が不
可欠である。
中小企業の経営者からは，弁護士がどのような問題に対応できるのかわかりに
くいとの声がある中で，日本弁護士連合会が「ひまわり中小企業センター（日弁
連中小企業法律支援センター）」を設置するなど，中小企業に対する経営相談体制
を強化されていることは大変心強い。今後とも，創業支援をはじめ中小企業の経
営相談において，弁護士の皆様と連携を強化できれば幸いである。

第８

商工会・都道府県商工会連合会における創業支援について
全国商工会連合会

１

商工会について
商工会は「商工会法」に基づく特別認可法人で，全国の主に旧町村部に 1,668
ヶ所設置されている（2015 年 4 月 1 日現在）。約 84 万の商工業者が加入し，地区
内の組織率（地区内全商工業者に占める会員の割合）は全国平均で約 57％である。
商工会においては，都道府県等の助成を受け，地区内の小規模企業や創業予定
者を対象とした，経営や技術の改善発達を支援する「経営改善普及事業（経営一
般，金融，税務，経営革新，農商工連携，販路開拓等に係る支援事業）」を実施し
ている。
一方，商工会地区においては，過疎化や高齢化が進み，社会・経済の基盤が弱
体化する地域も多いことから，地区内の商工業者の過半により構成され，地域の
総合経済団体である商工会が中心となり，地域産業の育成はもとより，防犯・防
災活動，高齢者等地域住民の生活不便の解消などを目的としたコミュニティ維持
活動も推進している。
また，各都道府県には都道府県商工会連合会（以下「県連」という。），全国団
体として全国商工会連合会（以下「全国連」という。）が設置されている。

２

商工会及び県連における創業支援の概要
商工会及び県連では，日々行っている相談業務の一環として，創業予定者に対
し，事業計画の策定や，資金調達，マーケティング，事前調査等の支援を行って
いる。
一方，かつては「創業塾（国の補助により実施されていたもので，2010 年度を
もって廃止）」を開催していたが，2014 年度からは，国の委託事業である「創業ス
クール（地域創業促進支援事業）」を活用し，創業予定者に対し，創業時に必要と
なる知識やノウハウ取得に係る支援を行っている。
2014 年度においては，全国 18 商工会・県連で「創業スクール」を開催してい
る（計 23 コース。
「第二創業・再チャレンジコース」の 2 コース含む。）が，特に，
奈良県連においては，県内各地の商工会との連携を基本として，公的支援を使い
伴走型の支援を実施し，これまでの支援活動を通じ培ってきた助成企業支援やノ
ウハウを活かすことを目的とした創業スクールを実施し，中小企業庁により「創
業スクール 10 選（2014 年度）」に指定されたところである。
また，三重県・伊賀市商工会が開催した創業スクールの受講生は「地元三重県
産の小麦と伊賀米粉をベースに地場野菜を使った薪窯ピザの店を中心拠点とした，
田舎体験ツーリズム世界の展開」をテーマとするビジネスプランを策定し，「第 1
回全国創業スクール選手権（中小企業庁主催，2015 年 3 月 9 日開催）」において，
中小企業庁長官賞（体験ツーリズム特別賞）を受賞している。
※「第 1 回全国創業スクール選手権」については，以下の同庁ホームページを
参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2015/150310school.htm
なお，2015 年度においては，各地において更に創業支援を推し進めるために，
全国 25 商工会・県連で「創業スクール」の開催を予定しているところである（計
27 コース。「第二創業コース」の 3 コース含む，2015 年 6 月末現在。）。
商工会・県連においては，上記の「創業スクール」に加え，都道府県の補助金
等を活用した各種の創業支援セミナーなども開催しているが，商工会・県連の大
きな強みは，創業後も，創業者に寄り添い，創業者と一緒となって，事業立ち上
げ後の支援を継続することができる点である。
今後はさらに，国が進める，地域経済の好循環の拡大と「起業大国」の実現の
ため，商工会・県連においても，市町村が策定する「創業支援事業計画」に基づ
き，自治体や地域金融機関と緊密な連携を取りつつ，より生産性の高い新事業の
立ち上げに尽力する一方，創業後の大きな課題である「販路開拓」についても，
全国連が開設した地域産品のショッピングサイト「ニッポンセレクト」 8 などを活
用し，積極的な支援に取り組んでいくこととしている。
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http://www.nipponselect.com/

３

創業支援に当たって弁護士に期待すること
中小・小規模企業，とりわけ創業者（創業予定者）にとって，弁護士は「敷居
が高い」「料金が分かりにくい」などの理由により，依然として「身近な存在」と
は言い難い状況である。
創業にあたっては，様々な法律的な問題を抱えることがあるものの，すぐさま
弁護士に照会することは稀で，他の士業の専門家などに相談することが多い。
日本弁護士連合会及び全国の弁護士会では，既に「ひまわりほっとダイヤル」
を開設され，中小企業のための法律相談に応じていただいているが，今後とも，
このような取組を継続・拡充頂きたい。
特に，創業者にとっては，賃貸借契約や売買契約，また，輸入品目を扱う場合
の輸入契約など，「契約」面において，専門知識に基づく相談を行うことが必要と
なる。
かかる観点から，弁護士の各先生方におかれては，商工会・県連と一緒となっ
て，創業者への支援を充実いただきたい。

第９

創業支援に関する中小企業団体中央会の取組について
全国中小企業団体中央会

１

はじめに
中小企業団体中央会（以下「中央会」という。）は，「中小企業等協同組合法」
及び「中小企業団体の組織に関する法律」に基づいて 1955 年に設立された特別認
可法人で，今年で創立 60 周年を迎える。
47 都道府県に 1 つずつ中央会があり，その連絡機関として全国中央会がある。
主な会員は，小規模事業者等で組織される約 2 万 7 千の中小企業組合である。
中央会の主な目的は，中小企業の組織化を図り，中小企業組合を組成し，共同
事業等を通じて，中小企業の経営資源を補強し成長･発展を推進していくことにあ
る。中央会は，鋳造・鍛造等のものづくり組合，地場産地組合，工場団地組合，
卸団地組合，商店街組合，飲食店や理美容等のサービス組合など中小企業の持て
る力を組織に結集し，中小企業個々の活性化を図ってきた。
中小企業は，経済を牽引する力であり，社会の主役である。優れた技術や技能
で日本のものづくりを下支えしているのは中小企業であり，人々の生活の利便性
を確保し，地域における雇用の重要な受け皿となっている。しかしながら，中小
企業は 1986 年の 533 万社をピークに 2012 年には 385 万社まで減少している。
安倍内閣の最重要課題の 1 つである“地方創生”のためには，地域に根ざした
中小企業の活性化が不可欠である。そのために，地域の中小企業の持続的発展と
新たな中小企業の起業の両面から支援を推進する必要があることから，中央会で
は，主に中小企業のグループ創業（中小企業組合，ＬＬＰ等の多角的な連携体の
組成）とともに複数の個人が創業するために活用されている企業組合の設立推進
を行っている。そこで，本稿では，中小企業のグループによる創業形態，とりわ
け 4 名以上の個人が集まって設立できる企業組合制度について説明することとし

たい。
２ グループ創業
創業（起業）と聞くと，個人起業や株式会社の設立を連想される方も少なくな
いと思われるが，ここではグループ創業（中小企業組合，ＬＬＰ等の多角的な連
携体の組成）の主な組織形態の概要を述べたいと思う。
(1) 事業協同組合
事業協同組合は，中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して経済事業を
行うことによって，経営の近代化・合理化並びに経済的地位の改善向上を図る
ことを目的とする組合である。中小企業の組合制度の中でも代表的な存在で，
広く中小企業者に利用されている。
(2) 有限責任事業組合（ＬＬＰ）
ＬＬＰとは「Limited Liability Partnership」の略で，民法上の任意組合と
株式会社のそれぞれの長所を取り入れた組織形態として，企業同士のジョイン
トベンチャーや研究開発等に活用されている。
ＬＬＰ制度は，有限責任制・内部自治原則・構成員課税制度という 3 つの特
長がある。「有限責任制」とは，従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負
うのに対し，ＬＬＰでは出資者全員が株式会社と同じように有限責任であるこ
とを意味している。「内部自治原則」とは，出資者自ら経営を行うので，組織内
部の取り決めを自由に決めることができることを意味している。
「構成員課税制
度」とは，ＬＬＰには課税されずに，出資者に直接課税されることを意味して
いる。
(3) 合同会社（ＬＬＣ）
ＬＬＣとは「Limited Liability Company」の略で，「有限責任社員」のみで
構成され，「組織の内部自治」が認められる新たな会社形態として，ＬＬＰとと
もに創業やジョイントベンチャーなどへの活用が期待されている。
(4) 一般社団法人
非営利団体を対象とした法人制度の 1 つであり，営利を目的としない団体（人
の集まり）であれば，一般社団法人として法人化できる。「非営利」「営利を目
的としない」とは，社員（団体の構成員）に対する剰余金の分配を行わない（株
式会社の株主配当に相当することを行わない）という意味であり，収益事業を
行って利益を得ることや，役員報酬・従業員給与を支払うことなどは，営利を
目的としないことには反してはいない。
(5) 一般財団法人
一般財団法人は，事業目的に必ずしも公益性がなくても構わない。公益性が
あるとは，不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としているというこ
とである。個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということで
あれば，個人の利益を追求することも可能である。
(6) ＮＰＯ（特定非営利活動法人）
ＮＰＯとは「Nonprofit Organization」の略で，「非営利組織」となるが，意
味を正確に伝えるために「民間非営利組織」と訳されている。「非営利」とは，
利益を上げてはいけないという意味ではなく，
「利益が上がっても構成員に分配

しないで，団体の活動目的を達成するための費用に充てること」となっている。
３ 企業組合
個人事業者や勤労者などが 4 人以上集まり，それぞれの資本と労働を組合に集
約し，あたかも 1 つの企業体となって事業活動を行う組合である。他の中小企業
組合と異なり，事業者に限らず勤労者や主婦，学生も組合員として加入すること
ができ，その行う事業が限定されないことから，小規模な事業者が経営規模の適
正化を図る場合や安定した自ら働く場を確保するのに適している。
企業組合は，
“組合員が共に働く”という特色を持っており，原則として組合員
の 2 分の 1 以上が組合の事業に従事しなければならない。さらに，個人以外の組
合事業をサポートする法人等も一定の条件の下に特定組合員として加入可能であ
る。
近年は，企業組合が子育て支援や介護・福祉，街づくり，高齢者の社会参加等
の分野で活躍していることから，
「ソーシャルビジネス」としての機能が注目され
ている。企業組合の設立形態としては，通常の起業のように事業場を集中させて
事業を行う「集中型」と，個人事業主が従来営んでいた事業場を組合の事業場と
してそのまま継続して運営する「分散型」がある。
企業組合は，2014 年 3 月末現在全国で 1,877 の組合がある。ちなみに 2013 年度
の新設件数は 54 である。
本会の「企業組合実態調査」
（調査時点：2014 年 9 月 1 日，調査票回収数：612）。
を見ると，創業という観点から「企業組合の設立を主導した組合員が組合を開始
した動機」について，
「地域や社会に役立つ仕事がしたかった」が 51.0％と最も多
く，次いで「その他（季節労働者対策，任意団体の事業化，障がい者の自立等）」
が 23.5％，「会社に雇われるのではなく仕事がしたかった」が 21.7％である。
制度発足からしばらくの間，組合設立の主体は個人事業主であったが，近年非
事業者である個人に比重が移ってきている。事例を見ると，こうした傾向は，企
業組合が地域・社会貢献志向をもって創業していることによるものではないかと
思われる。
また，企業に雇用されるのではなく，資本，労働，アイデアを持ち寄って共同
で事業を行う「参加型の働き方」を担う組織として活用されている。
「企業組合を選択した理由」について見ると，「少額の資本で設立できる組織」
「議決権・選挙権が 1 人 1 票」「利益の追求より相互扶助の理念が合っている」が
上位を占めている。
４

さいごに
中央会は，従来，中小企業等協同組合法等に基づく組合の組成を推進してきた
が，近年，新たな連携体が誕生し，創業する組織体の多様化が進んでいる。地方
創生には，相互扶助組織である同法に基づいて設立される組合は地域貢献，社会
貢献という観点からもよく馴染む組織体であると考える。加えて，ＬＬＰ等の多
角的な連携体の組成・運営について，引き続き地域の現場に密着した支援をして
いくこととしている。複数の事業者の集まりのため，カルテル行為等の独禁法の
コンプライアンスや創業時をはじめガバナンス等の面で弁護士のお力をお貸し頂

きたい。
本年度創立 60 周年を迎える中央会もまた，時代の変化に対応できる連携組織の
専門支援機関として，弁護士の先生方と連携を密にして努力していく所存である。

第１０

日本政策投資銀行における創業支援
株式会社日本政策投資銀行

１

女性起業サポートセンター長

原田

文代

日本政策投資銀行（ＤＢＪ）における女性起業家支援の概要及び実績
我が国の経済を持続的成長に導くために，2013 年安倍首相はアベノミクス第三
の矢である「成長戦略」の一環として，女性の社会進出を重要課題の 1 つに掲げ
た。経済政策において，初めて女性の労働力が大々的に取り上げられたこともあ
り，この施策は海外からも大きく注目された。さらに，2015 年には「日本再興戦
略」が閣議決定，我が国最大の潜在力である「女性の力」は企業に多様な価値観
や創意工夫をもたらし，活力を与えるとの考えから，政府は企業に対し役員の女
性比率や女性の登用方針など，積極的な情報開示を求めることとなった。
「女性の力」に対する期待が高まる中，女性の新たな視点によるビジネスが我
が国の新たな市場の創出と社会の変革の原動力として期待されている。
ＤＢＪでは，こうした政府の動きに先駆け，2011 年 11 月に「女性起業サポー
トセンター（ＤＢＪ-ＷＥＣ)」を設立した。女性の起業活動を新たなアイデアや
課題解決の視点をビジネスとして実らせ，経済・社会の活性化，構造改革を促す
ことを目標に掲げ，女性による新ビジネスの成長を総合的にサポートしている。
具体的には，優れた女性起業家の発掘及び成長支援のため「ＤＢＪ：女性新ビ
ジネスプランコンペティション」を開催し，受賞者にはパッケージとして事後支
援を行っている。パッケージの 1 つは事業奨励金の支給であり，大賞受賞者には
1,000 万円，優秀賞受賞者には 500 万円を事業資金として提供している。もう 1 つ
が 1 年間のメンタリングの実施である。メンタリングは外部の経営者や有識者と
タイアップすることで，事業計画のブラッシュアップ，経営ノウハウのサポート，
またＤＢＪグループ全体としてネットワーク・取引先の紹介などを行っている。
当コンペティションは，2015 年 6 月で 4 回目を数え，応募者累計は 1,500 件を
超えた。受賞者はロールモデルとしてメディア等にも度々取り上げられているこ
とから，女性起業家にとっては，当コンペティションに参加し，受賞を果たすこ
とが大きな目標の 1 つとなりつつある。
さらに，ＤＢＪ-ＷＥＣでは，受賞者支援にとどまらず，これまでの応募者や広
く一般の方々に対してもセミナーや講演会を定期的に開催している。こうしたセ
ミナーは，ＤＢＪ-ＷＥＣ単独で開催するだけでなく，日本弁護士連合会をはじめ，
監査法人，地方銀行，自治体，地域振興機関等と連携し，多種多様なメニューで
実施している。

２

日本弁護士連合会との連携

女性起業家が抱える課題として，同じ立場にある女性起業家との交流の場がな
い，手本とすべきロールモデルがない，家事・育児・介護などとの両立が難しい
といった点を挙げる人が多い。また，経営や事業に関する知識やノウハウの不足
という点も課題として挙げられる。
言うまでもなく創業に当たっては，会社法に基づく手続，労務管理等をはじめ
とする法令遵守は重要であり，1 つの法令違反や手続ミスでブランドが大きく毀損
するばかりか，事業そのものを中断せざるを得ない事態に陥ることもある。また，
法的な対策を十分に取ってこなかったばかりに，事業の根幹となる技術やアイデ
アが盗用されたり経営権の争奪トラブルや労務管理上の問題が生じるたりするこ
とにより，事業が停滞する可能性もあるだろう。
女性起業家にとって創業時から法律専門家に相談出来る体制は，事業運営に大
変有用であるとの考えから，ＤＢＪ-ＷＥＣは 2014 年度に日本弁護士連合会と連
携し，下記プログラムで共同セミナーを開催した。
2014 年 9 月

会社設立時の法務

11 月

会社継続・維持の法務①

2015 年 1 月

会社継続・維持の法務②

3 月

事業発展の法務

当セミナーは「女性起業家のためのリーガル実践講座」と題し，スタートアッ
プ期にある女性起業家に対して，創業から事業発展までのそれぞれのステージに
おける様々な法的リスクについて事例を交えて解説し，好評を博した。
今後も，上記プログラムに加え，「知的財産権」「事業承継」等個別テーマを掘
り下げて解説するほか，個別の法律問題にも応えるべく，個別法律相談も実施す
るなど，日本弁護士連合会との連携を更に継続・強化したいと考えている。また，
今後については首都圏のみならず，地方都市での開催により，より幅広い参加者
を募ることも検討している。

第１１

岡山県信用保証協会の創業支援
岡山県信用保証協会経営支援部次長

１

井原英二

当協会の取組
中小・小規模事業者は，地域経済の活力の源泉であり，また日本経済の発展に
は欠くことのできない重要な役割を担っているが，全国的に中小・小規模事業者
は減少している。
当協会の利用者状況を見ても 1998 年の 28 千社をピークに現在まで毎年減少し
ている。
こうした中で，「日本再興戦略」「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の閣議決
定等，国を挙げて起業化を支援しているところである。

当協会もこういった状況を踏まえ，経営支援部に創業担当部署を新たに設け，
創業者に対し，創業関連資金の保証前後において次のとおり積極的な支援を行っ
ている。
①

創業関連保証の申込時の支援
次の点を留意し，創業者と面談する
・創業資金計画（資金調達計画，収支計画，資金繰り計画）に対するアド
バイス
・最適な保証制度のアドバイス
・必要許認可の取得状況の確認
・各種基本契約の確認（取引契約，賃貸契約，雇用契約等）
・所定の保証料より 0.2％割り引くことによる金融支援
② 創業関連保証利用後の支援
希望する企業に対しフォローアップ支援
・企業訪問により，安定経営に向けたアドバイスの実施
・専門性を要する課題解決のため専門家派遣を実施
※当協会独自の専門家派遣は，ミラサポや公的支援機関に登録している
専門家を企業に 3 日～5 日派遣し経営支援するもので，1 日 2 時間以上
の訪問を条件に，専門家に支払う謝金 3 万円のうち 80％（2015 年度は
100％）を当協会が費用補助するもの。
２

保証制度
当協会が行う信用保証で，創業者向けの保証制度は，岡山県の制度融資，岡山
市や倉敷市などの市の制度融資，協会独自の制度融資がある。主なものは下表の
とおりとなっている。
当協会では，下表の創業資金を御利用の方には，信用保証料を 0.2％割引してい
る。また，岡山県の「新規創業資金」を御利用の方は，県へ申請することで 2 年
分の金融機関の金利と 2 年分相当の保証料の補助を受けることができる（2016 年
3 月まで）。
なお，信用保証協会が対象とする中小企業者（創業者も含む）については，中
小企業信用保険法に定める中小企業者であることが必要である。一般的に農林漁
業や性風俗関連特殊営業等は対象外となる。

（主な創業者向け保証制度）
制度

融資制度名

融資限度
額（万円）

融資利率

割引後の信用保証料

岡山県制度

新規創業資金

1,500

1.35％以内

0.5％

岡山市制度

新事業創出資
金融資

1,000

1.58％

0.5％

創業資金融資

1,000

1.58％

所定保証料から
0.2％割引

倉敷市制度

中小企業創業
等支援資金融
資

1,000

1.85％

0.5％

協会制度

創業等関連保
証

1,500

金融機関所
定

0.5％

同

創業関連保証

1,000

金融機関所
定

0.5％

同

再挑戦支援保
証

1,000

金融機関所
定

0.5％

同

支援創業関連
保証

1,500

金融機関所
定

0.5％

同

9

３

支援機関との連携
当協会では，創業者支援のため岡山県産業振興財団，商工会議所，商工会連合
会等と連携し，定期的な金融相談会を実施している。また，各機関と連携した創
業セミナー，創業スクールを共催している。その他日本政策金融公庫，地域金融
機関との連携による創業者支援にも積極的に取り組んでいる。

４

弁護士会との連携
当協会では，2012 年 4 月に内閣府・金融庁・中小企業庁によって取りまとめら
れた「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための
政策パッケージ」 9 を受け，当協会が事務局を担い，2012 年 10 月に「岡山県中小
企業支援ネットワーク」を構築し，中小企業の経営改善・事業再生支援の環境整
備を図ってきた。
岡山弁護士会には，このネットワークの構成メンバーとして会議に参加いただ
き，連携を図ってきたところである。
経営改善・事業再生支援の場面では法務デューデリ，第二会社方式による事業
再生・特別清算，ＤＤＳ支援の際の契約，連帯保証人の表明保証など弁護士の協
力なしでは進まない事案も多々ある。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0420Enkatsu-encho.htm

一方，創業者支援については多種多様な事業についての支援が想定されるが，
当協会では金融支援が中心で，実際に創業される段階での実務の支援体制はない。
従業員の雇用契約やその業界に於ける商習慣や契約関係など細部について，個別
に弁護士の支援を必要とするケースは想定される。
今後，当協会が連携する会議所，商工会連合会等と一緒に創業者支援を担って
頂き，金融面や経営支援にもうまく展開できればいいと考えている。
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弁護士による起業・創業支援の在り方
弁護士・中小企業診断士

中澤

未生子（大阪弁護士会）

１

起業・創業支援に求められること
起業・創業は，新しい産業や雇用機会を生み出し，地域を活性化させるという
社会的な側面に加え，起業・創業にチャレンジする個人にとっては事業を通じた
自己実現の機会であるという個人的な側面がある。起業・創業を支援する場合，
直接的な支援の対象となるのは，チャレンジしようとする個人（以下「起業・創
業希望者」という。）である。そのため，第一に，起業・創業支援においては，起
業・創業希望者の想いを理解し，その想いを形にすることが求められる。起業・
創業希望者が夢を実現する道筋を支援することが必要であり，その夢を壊すよう
なことがあってはならない。
とはいえ，ただ夢を実現しようという想いだけでは事業は成り立たない。現状
を正確に把握し，事業の可能性を客観的に分析・検討し，可能な限りの準備をし
て計画的に取り組む必要がある。そのため，起業・創業支援者自身では気付くこ
とができないような，多角的な視点や専門的な知見に基づく支援が求められる。
さらに，起業・創業を実現したとしても，事業が軌道に乗るまでは不安がつき
ものであり，当初は予期しなかったような環境変化やトラブルに見舞われるリス
クもある。事業は立ち上げたら終わりではなく継続しなければならない。そのた
め，起業・創業支援においては，スタートアップ後のフォローまで含めた継続的
な支援が求められる。

２

弁護士による起業・創業支援の可能性
(1) 弁護士が起業・創業支援に取り組む意義
弁護士は，これまで起業・創業支援の担い手としては認識されているとはい
えない状況にある。その理由として，起業・創業希望者が直面する課題は経営
や事業内容に関する知識や技術，資金調達が中心であり，弁護士の従来からの
取扱分野が含まれておらず，現に弁護士もこれまで起業・創業支援に積極的に
取り組んでこなかったこと，弁護士は法的な問題が生じた時に相談する相手で
あり，起業・創業時に弁護士に相談するという発想が一般的でないこと等があ
ると考えられる。
このような現状で，弁護士が起業・創業支援に取り組むということは，これ
まで対象としてこなかった新市場に，これまで取り扱ったことのない新サービ

スを投入する新事業を立ち上げるに等しいといえる。しかも競合となる支援機
関も多く存在する。そのような中で，起業・創業支援の分野に参入するには，
起業・創業希望者が直面する課題の解決に向けて，どのような強みを生かし，
どのような価値あるサービスを提供できるのか，その結果，弁護士の使命であ
る基本的人権の擁護及び社会正義の実現にどのように貢献できるのか，弁護士
が取り組む意義を明確に打ち出すことが必要である。
(2) 弁護士による具体的な支援の可能性
弁護士が起業・創業支援の担い手となり得るかどうかは，具体的に，弁護士
が起業・創業希望者に対して，どのような価値を提供できるかにかかっている。
ここでいう価値は，弁護士から見た価値ではなく，支援を受ける起業・創業
希望者にとっての価値である。「何でもやります」というのは「何もできない」
ことを表明するに等しいため，弁護士ならではの強みを生かして提供できる価
値を，起業・創業希望者の目線に立って，具体化していく必要がある。そのた
めには，マーケティングの考え方を活用し，①「誰に」，②「何を」，③「どの
ように」という順番で考えることが有益である。
まず，起業・創業希望者といっても，具体的にどのような人たちが起業・創
業にチャレンジしようとしているのかを知り，「誰に」対して支援をしていくの
か，ターゲットを明確にする必要がある。一口に起業・創業といっても，ベン
チャー企業もあれば，個人事業者もある。また，個人事業者でも，脱サラして
全く異なる事業にチャレンジする場合もあれば，これまでの知識経験を生かし
て独立する場合もある。さらに，若年層，シニア層，女性などの創業も増えて
いる。また，有店舗の事業，無店舗のネット販売，フランチャイズ等，事業形
態も様々である。これらの人たちの求める支援はそれぞれ異なるため，はじめ
に対象を明確にすることが重要となる。
次に，対象とする起業・創業希望者に「何を」提供することができるのかを
考える必要がある。弁護士は，法律のプロフェッショナルであるため，起業・
創業に当たって確認しておくべき法的規制や開業の手続等の情報提供，創業直
後やスタートアップ期に巻き込まれやすい法的トラブルの実例を踏まえた予防
法務的観点からの法的サービスの提供が可能である。対象とする起業・創業希
望者の求める支援は様々であるため，対象とする相手の目線に立ち，事業を開
始して育てていく過程で，どのような法的問題に直面するリスクがあるのか，
どのような法的対策を講じる必要があるのかを意識して具体的な支援内容を考
えるべきである。
また，他の支援機関との比較における弁護士の強みは，法律の知識だけでな
く，常日頃から法律問題を取り扱う中で培われる問題解決能力，様々な依頼者
の相談に親身に対応するコミュニケーション力，事実を論理的に組み立てて分
かりやすく説明する論理的思考力など様々ある。このような弁護士としての強
みを生し，起業・創業希望者が直面する課題をトータルで支援することも可能
である。特に，社会に貢献する事業をしたい，社会的意義ある事業を実現した
いと考える起業・創業希望者にとっては，コンプライアンスが重要な経営課題
として位置付けられるため，基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする

弁護士からトータルで支援を受けることに高い価値を感じてもらえる可能性も
あると考える。
そして次に，対象とする起業・創業支援者に弁護士による支援の価値を感じ
てもらうために「どのように」提供するかを考えることになる。この点は，弁
護士個人の努力や工夫によるところが大きいが，弁護士会としての取組も重要
である。特に，商工会・商工会議所等の支援機関や国民生活金融公庫等の金融
機関と連携し，創業の手引き等のパンフレットを共同で作成する，創業セミナ
ーや創業塾を共催するといった共同での取組を増やし，協力関係を築くために
は，組織としての力が必要であると考える。
３

弁護士が起業・創業支援の担い手となるための課題
弁護士が，これから起業・創業支援の担い手となるためには，弁護士が起業・
創業支援に取り組むことの社会的意義や価値を伝えることに力を注ぐべきである。
そのためには，起業・創業希望者に提供できる価値を明確化し，誰に，どのよう
なサービスを，どのような方法で提供するかを考えることが重要である。
また，起業・創業支援には，法律だけでなく経営全般にわたるトータルな知識
が必要となる。特に，起業・創業希望者の多くが直面する資金調達や販売先の確
保といった課題を踏まえて支援するためには，財務・会計やマーケティングの基
礎知識は不可欠である。加えて，実際に新しい事業を立ち上げる経験（弁護士と
しての独立開業の経験や会務等で新しい企画を立ち上げる経験等）をしておくこ
とが，生きた経営を学ぶ上でも，起業・創業希望者の不安や苦労を理解するため
にも有益と考える。

第１３
１

パネルディスカッション

パネリスト紹介
・ 三宅 昇氏（公益財団法人岡山県産業振興財団理事長）
1953 年生まれ。1981 年大阪大学法学部法学科卒，同年岡山県庁入庁，2002 年
4 月岡山県商工労働部産業振興課長，2005 年 4 月岡山県産業労働部産業企画課長，
2007 年岡山県大阪事業所長，2009 年岡山県産業労働部審議監（産業立地・観光
担当），2010 年岡山県産業労働部長，2011 年岡山県総合政策局長，2013 年 3 月岡
山県退職後，同年 6 月より公益財団法人岡山県産業振興財団理事，一般社団法人
岡山県発明協会会長，2013 年 7 月公益財団法人岡山県産業振興財団理事長。
・

門野 誠治氏（株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業 中国創業支援セ
ンター所長）
1973 年岡山市生まれ。埼玉大学経済学部卒業。1997 年国民金融公庫（現株式
会社日本政策金融公庫）入庫。支店・本店勤務を経て 2015 年 4 月から現職。2006
年 4 月中小企業診断士登録。2006 年から 2008 年まで創業支援センター神戸の立
ち上げに従事し，3 年間，創業支援機関との連携を図るとともに，創業案件の相
談，審査に携わる。現職では，中国地方 5 県において公庫の創業支援に関する取

組みの周知，各創業支援機関との連携強化を手掛けている。
・

須々木 敏彦氏（岡山商工会議所 理事 中小企業・地域振興部長）
1956 年岡山市生まれ。1980 年青山学院大学経営学部経営学科卒。同年岡山商
工会議所入所。2001 年 4 月岡山商工会議所中小企業振興部専門指導センター課長，
2005 年 4 月岡山商工会議所シニアアドバイザーセンターシニアアドバイザーを 2
年間兼任，2008 年岡山商工会議所経営支援センター（連携拠点事業）コーディネ
ーターを 2 年間兼任し，創業・経営革新支援の強化を図る。2008 年 4 月岡山商工
会議所中小企業振興部次長，2009 年 8 月岡山商工会議所中小企業振興部部長，
2014 年 4 月岡山商工会議所理事中小企業・地域振興部部長。

・

平川 清高氏（株式会社シーズ代表取締役）
1968 年生まれ。1991 年岡山商科大学商学部卒，同年人材ビジネス会社に就職，
1998 年 9 月有限会社シーズ・ジャパン設立，2000 年増資により改組・株式会社
シーズに社名変更，厚生労働大臣許可の有料職業紹介事業の免許を取得，就職・
仕事探し総合支援「オカジョブ・ドットコム」サービス開始，2003 年に現在オカ
ジョブキャリアの前身となる人材紹介と求人情報を融合した「オカジョブプロ」
サービス開始，2008 年広島県と香川県の新卒向け就職支援「ヒロジョブ」「カガ
ワジョブ」サービス開始，2012 年緊急人材育成事業に採択され介護職員基礎研修
サービス開始。2013 年全国版の「アルバイト・ドットコム」サービス開始。2014
年社員教育に特化した学習システム「シーズｅラーニングシステム」サービス開
始。2015 年段階で人材採用サイト運営に留まらず，人材育成や成長支援の為の仕
組みづくりまで行う人材のワンストップサービスを展開。現在ふるさと就職応援
ネットワーク，日本人材ビジネス協議会，岡山商工会議所青年部，岡山南ロータ
リークラブ，広島県中小企業家同友会所属。

・

柿沼 太一氏（弁護士・中小企業診断士）
1973 年生まれ。1997 年京都大学法学部卒，2000 年弁護士登録（東京弁護士会），
2002 年兵庫県弁護士会に登録換え，2015 年 3 月に STORIA 法律事務所を開設し，
ベンチャー支援に携わる。2011 年から中小企業診断士登録。2004 年日弁連「日
本知的財産仲裁センター」の事業に関する委員会委員，2015 年より日弁連中小企
業法律支援センター委員。公益社団法人著作権情報センター賛助会員。

・

中澤 未生子氏（弁護士・中小企業診断士）
1974 年生まれ。1997 年同志社大学法学部法律学科卒，2001 年同志社大学院法
学研究科私法学専攻修士課程修了，2002 年弁護士登録（大阪弁護士会），久保井
総合法律事務所入所。2012 年中小企業診断士登録，同年（一社）大阪府中小企業
診断協会入会。2013 年経営革新等支援機関認定。2015 年大阪経済大学大学院経
営学研究科（コンサルティングプログラム）修士課程修了。弁護士業務に加え，
中小企業診断士として創業セミナー・創業塾の講師・相談員，補助金の審査員，
経営改善計画策定支援，事業承継支援等に携わる。

２

コーディネーター紹介
・ 横田 亮氏（弁護士）
1965 年岡山市生まれ。1991 年東京大学法学部卒，2002 年弁護士登録（岡山弁
護士会）。2012～2013 年岡山弁護士会副会長・中国地方弁護士会連合会理事。2013
年より日弁連中小企業法律支援センター委員に就任し，現在同センター事務局員。
横田合同法律事務所所長弁護士。企業法務全般を取り扱う。2003 年 7 月から 2015
年 3 月まで岡山商工会議所青年部会員として活動，現在岡山東ロータリークラブ
所属。2014 年より岡山商工会議所専門家相談員事業相談員として中小企業向けの
商事取引，労使問題，知的財産等に関わる法律相談に対応。2014 年 7 月には日弁
連主催の「中小企業関連団体との意見交換会 in 岡山」を招致し，岡山の経済団
体と弁護士会との橋渡し役を務める。
パネリストのプロフィール写真は資料 1-3 を参照されたい。
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提言

１

総論
創業支援の担い手となる個々の弁護士は，積極的に創業支援業務を取扱ってい
くべきである。また，創業者，創業企業，創業を支援している各種機関から，弁護
士が創業に必要不可欠の存在として認識してもらい，利用しやすい存在となるべき
である。

２

個々の弁護士に対する提言
これらの実現のため，個々の弁護士に対して，当分科会は，以下のとおり提言
する。
第１に，創業支援に関して研鑽を積むことである。
まず，日常的に取り扱うことが多い法令にとどまらず，支援対象企業の事業に
関する業法や商慣習等についても精通する必要がある。
また，研鑽すべき事項はこれにとどまらず，弁護士が本来取り扱う対象以外の
問題も相当数持ち込まれる可能性がある。これらについて，他士業等の協力を得
ながら，最終的な解決に導けるようにしなければならない。そのために，創業に
関する一般的な問題についても，問題の所在と最終解決に導くために，どの他士
業等に協力を得るべきか程度の知識を得ておくべきである。
第２に，弁護士の創業に関する問題の対応について，意識的に変えていくこと
である。すなわち，創業に関する相談が創業者から持ち込まれるのを待っている
のではなく，創業者が明確に認識していない段階から各種問題の存在を指摘して
いく必要がある。
第３に，個々の弁護士は，他士業や，創業を支援している諸機関とのネットワー
クを個別に構築し整備することである。
上述のとおり，適任の専門家等の助力を得ることや，当該専門家等を創業者に対
して紹介するなどの対応が求められる。逆に，創業者が弁護士以外の他士業等に対

して，本来弁護士に相談すべき内容を相談することも想定される。
３

各地の弁護士会及び日弁連に対する提言
各地の弁護士会や日弁連は，個々の弁護士が，創業支援において充実したサー
ビスの提供の実現及び弁護士が創業者や創業支援を行っている各種機関から，創
業支援において活用すべき存在との認識を得ることの実現のため，各種施策を実
行すべきである。
具体策として，第１に，弁護士が行う創業支援の内容と方法に関するマニュア
ル等のツールを作成することを提言する。これらによって，個々の弁護士に対し
ては創業支援の内容を充実させ，同時に，創業者及び創業支援団体に対して創業
段階における弁護士の役割や活用方法に対する認識を深めてもらうことを目的と
する。
第２に，個々の弁護士の創業支援業務の充実・拡充を目的とする組織を日弁連
内及び各地の弁護士会内に整備し，これらの組織を中心に活動することを提言す
る。
当該組織は， ①個々の弁護士との関係で，必要な知識・経験・スキル・他士業
や諸機関との人脈等を取得するための，調査研究・情報提供・研修会等の実施の
役割を果たす，②国，独立行政法人，地方自治体，業界団体，金融機関その他創
業・創業支援団体との関係で，創業に関連する各種情報の収集・共有・発信を行
う，③創業者や創業を支援する諸機関との関係で，創業支援において弁護士の必
要性や有益性について広報する活動を行うところに設置目的がある。
弁護士会内における位置付けについては各会の状況を踏まえ，これらに対応で
きる体制を整備する必要がある。
なお，創業支援の在り方は各地の実情に応じて大きく異なることから，特に各
地の弁護士会が積極的に活動し，地域の実情に合った形のものが整備・運用され
ることが期待される。
以

上
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数字で見る企業内弁護士の現状と弁護士業界の構造変化
弁護士

１

田中

努

はじめに
近年の法曹人口の増加に伴い，キャリアの一つとして企業内弁護士を積極的に考える
弁護士，司法修習生が増えている。また，企業においても人材の多様性の確保や企業活
動の国際化に伴う法務部門の戦力強化，社会からのコンプライアンス強化の要請の高ま
りなどに伴い，その役割を担う人材として弁護士への関心を高めている。そのため，企
業のなかで勤務する弁護士は今後も増加すると考えられる。
本稿では，そのような弁護士業界における構造変化について，統計的な数字に基づい
て紹介することにより，現状を認識し，法律事務所所属の弁護士（以下「外部弁護士」
という。
）と企業内弁護士がどのような関係を築いていくべきか考える契機としたい。

２

企業内弁護士の拡大

(1) 企業内弁護士数の推移
2001 年の時点で 66 名であった企業内弁護士は，2015 年 6 月時点では 1442 名とな
っており（図 1）
，この 15 年余りの間に実に約 22 倍に増加している。この人数を上回
る弁護士会は東京三会，大阪弁護士会，愛知県弁護士会，横浜弁護士会のみとなって
おり1，もはや企業内弁護士は弁護士業界全体としてみても一大勢力になっているとい
える。

（図1）企業内弁護士数の推移
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日本組織内弁護士協会調べ（http://jila.jp/pdf/transition.pdf)に基づき筆者にて作成
1

日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」（日本弁護士連合会ホームページ
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/membership/data/150801.pdf）によれば，
2015 年 8 月 1 日現在におけるこれらの単位会の会員数は，多い順に，東京 7469 名，第二東京
4832 名，第一東京 4576 名，大阪 4210 名，愛知県 1779 名，横浜 1490 名となっており，これら
に続く形で福岡県 1148 名となっている。

(2) 企業内弁護士が所属する企業の変化
企業内弁護士が所属する企業についても変化がみられる。2001 年 9 月当時，企業内
弁護士を多く抱える企業上位 20 社の多くは外資系企業であったのに対し，2015 年 6
月時点では外資系企業はわずか 3 社にとどまり，日系企業が上位を占めるようになっ
ている。
また，上位 10 社においては，すべて 10 人以上の企業内弁護士が所属している（表 1）
。
（表1）企業内弁護士を多く抱える上位20社
2001年9月
順位 企業名
人数
1 メリルリンチ日本証券
8
2 ゴールドマン・サックス証券
6
2 日本アイ・ビー・エム
6
2 モルガン・スタンレー証券
6
5 USBウォーバーグ証券
3
6 アルプス電気
2
6 マイクロソフト
2
6 日興ソロモン・スミス・バーニー証券
2
9 アメリカンファミリー生命保険
1
9 オートデスク
1
9 関西電力
1
1
9 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン
1
9 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券
9 KDDI
1
9 GEエジソン生命保険
1
9 GEコンシューマークレジット
1
9 GEフリートサービス
1
9 GE黄河メディカルシステム
1
9 シティバンク・エヌ・エー
1
9 住友海上火災保険ほか19社
1

順位
1
1
3
4
5
5
7
8
8
8
11
11
11
14
14
14
14
18
18
18

2015年6月
企業名
三菱商事
ヤフー
三井住友銀行
ゆうちょ銀行
野村證券
三井物産
三菱東京UFJ銀行
伊藤忠商事
SMBC日興証券
丸紅
ゴールドマン・サックス証券
みずほ証券
三菱UFJ信託銀行
KDDI
バークレイズ証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
LIXILグループ
大塚製薬
小松製作所
シャープほか4社

人数
17
17
16
15
14
14
13
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8

日本組織内弁護士協会調べ（http://jila.jp/pdf/company.pdfを基に筆者にて作成）
日興系企業は日系企業に分類

企業内弁護士の所属企業の業種にも変化がみられる。2001 年当時は企業内弁護士が
所属する企業は外資系金融機関

（表2）勤務先の業種
2013
人数 割合
メーカー（家電，自
動車，化学，医薬
品，機械等）
金融（銀行，証券，
保険等）
IT（情報通信，ネッ
トサービス等）
その他

2014
人数 割合

2015
人数 割合

が多かった。これに対し，日本組
織 内 弁 護 士 協 会 （ Japan
In-House Lawyers Association，

92 38.3%

99 36.0%

140 40.5%

59 24.6%

72 26.0%

77 22.3%

31 12.9%

34 13.0%

48 13.9%

2という。
）によれば，過去

31 12.9%

67 25.0%

81 23.4%

間に各種メーカーや IT 企業に所

日本訴組織内弁護士協会調べ（http://jila.jp/material/questionnaire.htmlを基に筆者にて作成）

以下「JILA」という。
）が会員に
対して行っているアンケート調
査（以下「JILA アンケート調査」
3 年の

属する企業内弁護士が増えてお

り，金融機関に所属する企業内弁護士の割合がやや低下している（表 2）
。
このように，企業内弁護士が所属する企業は，外資系企業から日系企業へと広がり，
業種も多様化している。
2

JILA ホームページ（http://jila.jp/material/questionnaire.html）

(3) 地理的拡大
2001 年当時，企業内弁護士が所属する弁護士会は東京，第一東京，第二東京，大阪，
広島のわずか 5 単位会に過ぎなかったが，2015 年 6 月時点では 29 の単位会にまで広
がっている（表 3）
。地方都市に本社を置く企業も弁護士の採用に意欲を示しているこ
との表れといえる。

（表3）企業内弁護士が所属する弁護士会
2001年9月
2015年6月
東京
9
東京
481 愛媛
3
第一東京
24
第一東京
362 札幌
3
第二東京
30
第二東京
350 群馬
2
大阪
2
大阪
84 岐阜県
2
広島
1
京都
37 広島
2
愛知県
25 島根県
2
横浜
18 長野県
2
日本組織内弁護士協会調べ
兵庫県
16
福島県
1
（http://jila.jp/pdf/transition.pdfを基に
岡山
11 埼玉
1
筆者にて作成）
静岡県
7 新潟県
1
三重
7 奈良
1
千葉県
7 香川県
1
福岡県
6 鹿児島
1
仙台
4 沖縄
1
富山県
4
1442
総計
３ 企業内弁護士の現状
(1) 50 期台，60 期台での採用が中心
前述のように，企業内弁護士を多く抱える企業は外資系金融機関から日系の各種企
業へと変化している。これは，日系企業における弁護士採用の意欲の表れと受け取る
ことができる。そこで，近年の企業内弁護士の採用状況や企業がどのような弁護士を
中心に採用を考えているのかみてみたい。
（表4）修習期別の企業内弁護士の増減
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
（9月）
（5月）
（3月）
（3月）
（5月）
（6月）
（6月）
（6月）
（6月）
（6月）
（6月）
（6月）
（6月）
（6月）
（6月）
人数 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減
0期合計
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0 △1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10期合計
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
2
1
3
1
1 △2
2
1
4
2
3 △1
2 △1
2
0
0 △2
20期合計
4
4
0
4
0
3 △1
3
0
3
0
3
0
5
2
5
0
7
2
4 △3
3 △1
0 △3
0
0
0
0
30期～34期
5
5
0
5
0
7
2
6 △1
2 △4
2
0
2
0
2
0
3
1
3
0
4
1
3 △1
3
0
2 △1
35期～39期
10
10
0
10
0
8 △2
8
0
8
0
10
2
11
1
10 △ 1
9 △1
12
3
11 △ 1
11
0
12
1
13
1
30期合計
15
15
0
15
0
15
0
14 △ 1
10 △ 4
12
2
13
1
12 △ 1
12
0
15
3
15
0
14 △ 1
15
1
15
0
20
20
0
22
2
20 △ 2
22
2
24
2
23 △ 1
23
0
22 △ 1
21 △ 1
23
2
23
0
22 △ 1
23
1
22 △ 1
40期～44期
15
23
8
26
3
33
7
40
7
42
2
46
4
46
0
49
3
43 △ 6
44
1
44
0
45
1
45
0
45
0
45期～49期
40期合計
35
43
8
48
5
53
5
62
9
66
4
69
3
69
0
71
2
64 △ 7
67
3
67
0
67
0
68
1
67 △ 1
50
2
4
2
4
0
8
4
8
0
11
3
12
1
12
0
11 △ 1
12
1
14
2
16
2
16
0
18
2
19
1
51
4
5
1
5
0
7
2
8
1
9
1
12
3
19
7
18 △ 1
18
0
17 △ 1
22
5
20 △ 2
23
3
22 △ 1
52
2
3
1
5
2
8
3
6 △2
9
3
13
4
14
1
15
1
16
1
20
4
22
2
24
2
25
1
24 △ 1
53
3
5
2
5
0
7
2
5 △2
4 △1
9
5
10
1
14
4
16
2
16
0
25
9
26
1
25 △ 1
28
3
54
2
2
2
0
12
10
14
2
21
7
26
5
30
4
33
3
31 △ 2
31
0
37
6
38
1
55
2
2
3
1
6
3
7
1
7
0
5 △2
8
3
14
6
19
5
26
7
34
8
32 △ 2
37
5
56
2
2
4
2
4
0
9
5
10
1
11
1
13
2
31
18
33
2
41
8
44
3
45
1
57
2
2
5
3
11
6
20
9
19 △ 1
18 △ 1
25
7
29
4
34
5
35
1
37
2
58
3
3
3
0
6
3
9
3
14
5
15
1
24
9
29
5
39
10
46
7
59
10
10
14
4
16
2
13 △ 3
18
5
27
9
37
10
40
3
42
2
50期合計
11
17
6
21
4
37
16
41
4
64
23 100
36 131
31 147
16 164
17 208
44 255
47 292
37 318
26 338
20
60
42
42
45
3
48
3
65
17
68
3
70
2
80
10
96
16
61
71
71
75
4
89
14 104
15 115
11 119
4 140
21
62
54
54
71
17
84
13 109
25 121
12 126
5
63
61
61
74
13
85
11 105
20 108
3
64
95
95 114
19 138
24 150
12
65
82
82 111
29 137
26
66
99
99 141
42
67
116 116
60期合計
42
42 116
74 177
61 286 109 425 139 575 150 773 198 1014 125
法5条※
1
1
1
0
1
0
2
1
2
0
2
0
3
1
2 △1
3
1
3
0
8
5
全体
66
80
14
89
9 110
21 123
13 146
23 188
42 266
78 354
88 428
74 587 159 770 183 953 183 1179 226 1442 147
日本組織内弁護士協会調べ（http://jila.jp/pdf/transition.pdfを基に筆者にて作成）
※弁護士法5条に基づき司法修習を経ずに弁護士登録した者

JILA が集計している統計3によれば，修習期別で企業内弁護士が最も多いのは 60 期
台であり，次いで 50 期台，40 期台，30 期台となっている。企業内弁護士全体のうち，
50 期台，60 期台だけで実に 93.75%を占めている。特に，50 期台，60 期台で特徴的
なのは，これらの世代においては，弁護士として一斉登録がなされた年以降も企業内
弁護士になる者が年々増加していることである。特に 60 期台については，前年と比較
して 10 人以上増加している年も多くある（表 4）
。このことは一度は外部弁護士とし
て法律事務所に勤務した者が企業内弁護士に転職していることを意味している。現に，
JILA アンケート調査においても，法律事務所での執務経験については，「ある」と回
答した者も「ない」と回答した者も割合はほぼ横ばいなのに対し，人数やその増え幅
は「ある」と回答した者のほうが多くなっている（表 5）
。
このように，60 期台を中
心に司法研修所新卒者とし
て企業へ就職する者，あるい
は法律事務所を経て企業へ
転職する弁護士が多い理由

（表5）法律事務所の勤務経験
2013
2014
2015
人数 割合 人数 割合 人数 割合
ある
134 55.8% 149 55.0% 189 54.6%
ない
106 44.2% 123 45.0% 157 45.4%
日本組織内弁護士協会調べ（http://jila.jp/material/questionnaire.htmlを基に筆者にて作成）

として，単に司法試験合格者の人数が多いことだけでなく，以下のような企業の採用
動向も影響していると考えられる。
日本弁護士連合会が企業に対して行ったアンケート調査（以下「日弁連アンケート
調査」という。
）によれば，弁護士を採用している 78 社の企業の今後 5 年間の採用予
定としては，部門長以上の採用を「考えている」，「やや考えている」と回答した企業
は 8 社，部門長以外の管理職では 15 社，非管理職では 49 社となっている4。また，企
業の規模別でみた場合，企業内弁護士を採用しているのは正社員数が 3000 人以上の大
規模企業が多いところ5，そのような企業においては弁護士の採用にあたって解決され
るべき問題点として，
「他の社員との関係」を挙げる傾向にある6。さらに，規模にかか
わらず，報酬（給与）を含めた「待遇」が，弁護士採用にあたっての障害になると考
える企業が多いとされている7。加えて，企業内弁護士を採用していない企業のうち弁
護士としての実務経験を「求める」と回答した企業は 55.6％，
「強く求める」と回答し
た企業は 20.0％となっている8。
これらの数字から，企業としては，非管理職から企業内でのキャリアをスタートす
ることができ，その一方で，一定の弁護士実務経験を有している弁護士を求める傾向
にあるといえる。このような弁護士は比較的若年者になると思われるが，いわゆる年
功序列や終身雇用を前提とする日系企業では，このような弁護士のほうが待遇や給与
JILA ホームページ（http://jila.jp/pdf/transition.pdf）
日本弁護士連合会情報統計室「企業における弁護士の採用状況に関するアンケート調査 調査
結果 2014 年（平成 26 年）9 月」18 頁（日本弁護士連合会ホームページ
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/publication/data/inhouse_saiyo_result2014.p
df）
5 前掲注 4 日弁連アンケート調査 3 頁
6 前掲注 4 日弁連アンケート調査 22 頁
7 前掲注 4 日弁連アンケート調査 20 頁
8 前掲注 4 日弁連アンケート調査 7 頁
3
4

面で社内の体系に乗せやすいことから他の社員との間で有意な差を設けなくて済み，
組織内のヒエラルキーに順応させやすく，他の社員との関係構築も比較的円滑にでき
ると考えられているのであろう。
(2) 企業内弁護士の企業への定着
次に，JILA アンケート調査において，過去 3 年間の企業内弁護士の年齢構成をみて
みると，いずれの年においても「30 歳～35 歳未満」の人数が最も多い。このことは，
上記で述べたように，60 期台の弁護士が多いことと相関しているといえるだろう。ま
た，
「30 歳未満」については，人数はほぼ横ばいであるものの，全体に占める割合は年々
減少している。これに対し，「30 歳～35 歳未満」及び「40 歳～45 歳未満」について
は人数及び割合の両方において，その数が増加している（表 6）
。
（表6）企業内弁護士の年齢分布
2013
2014
2015
年齢
人数 割合 人数 割合 人数 割合
30歳未満
40 16.7%
42 15.4%
47 13.6%
30歳～35歳未満
85 35.4% 100 36.8% 138 39.9%
35歳～40歳未満
56 23.3%
68 25.0%
73 21.1%
40歳～45歳未満
30 12.5%
35 12.9%
52 15.0%
45歳以上
29 12.1%
27 9.9%
36 10.4%
日本組織内弁護士協会調べ（http://jila.jp/material/questionnaire.htmlを基に筆者にて作成）

同様のアンケート調査では，
弁護士経験年数も調査している。
それによると，弁護士経験が「5
年未満」の層については，いず
れの年も人数は最も多いものの，
全体に占める割合が年々減少し
ていることがわかる。これに対

して「5 年～10 年未満」の層は全体に占める割合が年々増加している（表 7）。
まず，「30 歳～35 歳未満」の人数及び割合が多い理由としては，入社当初は 30 歳
（表7）弁護士経験年数

5年未満
5年～10年未満
10年～15年未満
15年～20年未満
20年以上

2013
2014
2015
人数 割合 人数 割合 人数 割合
149 62.1% 145 53.3% 175 50.6%
44 18.3%
72 26.5% 109 31.5%
34 14.2%
36 13.2%
37 10.7%
6 2.5%
10 3.7%
12 3.5%
7 2.9%
9 3.3%
13 3.8%
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未満であった者が一定期間企
業に在籍している間にこの年
齢層に達したこと，あるいは，
20 歳代後半で司法研修所を修
了後，2～3 年の間，法律事務所
で弁護士業務に従事した者が
企業に転職したことなどが考
えられる。また，司法試験の合

格者平均年齢が毎年 20 歳代後半であることからすると9，年齢と弁護士経験年数には
一定の相関関係があると推定されるので，弁護士経験「5 年～10 年未満」の者の割合
が増加しているのも同様の理由によるものである可能性が高い。
他方，
「40 歳～45 歳未満」の層が増えていることについても，50 期台で企業に就職
した者が一定期間企業に在籍していたことや，近年では，法務部長等の役職に弁護士
を就任させることを目的として採用する企業が増えてきているからではないかと思わ
れる。
このように，企業内弁護士は徐々にではあるが，着実に企業に定着してきていると
いえる。

法務省ホームページの司法試験結果を基に，平成 18 年から平成 26 年までの各年度の司法試験
合格者の平均年齢の平均を算出すると 28.73 歳となる
（http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00026.html）。
9

(3) 企業が弁護士に求める能力
日弁連アンケート調査10によれば，企業内弁護士に期待していた能力として，あらゆ
る役職に共通するのは「法的思考力」，「幅広い法律知識」，「専門的法律知識」，「状況
判断能力」となっており，部門長以上の管理職になるとこれらに加え，
「管理能力」や
「信頼構築能力」，「ビジネスセンス」などが求められている。また，部門長以外の管
理職や非管理職については「リスク判断能力」も求められているのが特徴的といえる
（表 8）
。そして，これらの能力については，企業から一定の好評価を得られているこ
とがわかる。
他方で，ネガティブな評価として，部門長以外の管理職や非管理職には「積極性」
や「誠実性」
，
「協調性」，
「責任感」が期待されていたところ，
「積極性」，
「誠実性」に
ついては非管理職において期待を上回る結果となっているが，それ以外の能力につい
ては部門長以外の管理職も非管理職も期待を下回る結果となっている（表 8）
。いずれ
も主観的な評価や弁護士に対する偏った見方が入り込みやすい要素であることから，
慎重に検討する必要があるが，企業内弁護士の仕事に対する姿勢や他の社員との関係
構築を考えるうえで意味のある結果と考えられる。
（表8）企業が弁護士に期待していた能力／満足している能力
部門長以上の管理職
部門長以外の管理職
非管理職
期待していた能力
満足している能力
期待していた能力
満足している能力
期待していた能力
満足している能力
回答数（①） ①÷② 回答数（①） ①÷② 回答数（①） ①÷② 回答数（①） ①÷② 回答数（①） ①÷② 回答数（①） ①÷②
法的思考力
3
60.0%
5
71.4%
10
83.3%
9
75.0%
59
90.8%
53
85.5%
幅広い法律知識
3
60.0%
4
57.1%
8
66.7%
8
66.7%
45
69.2%
36
58.1%
専門的法律知識
3
60.0%
3
42.9%
6
50.0%
6
50.0%
30
46.2%
19
30.6%
状況判断能力
2
40.0%
4
57.1%
7
58.3%
5
41.7%
31
47.7%
27
43.5%
リスク判断能力
1
20.0%
2
28.6%
7
58.3%
8
66.7%
35
53.8%
24
38.7%
管理能力
1
20.0%
3
42.9%
1
8.3%
1
8.3%
1
1.5%
1
1.6%
信頼構築能力
2
40.0%
2
28.6%
2
16.7%
1
8.3%
3
4.6%
5
8.1%
ビジネスセンス
1
20.0%
2
28.6%
2
16.7%
2
16.7%
8
12.3%
2
3.2%
積極性
1
20.0%
1
14.3%
3
25.0%
0
0.0%
13
20.0%
18
29.0%
誠実性
0
0.0%
0
0.0%
4
33.3%
2
16.7%
12
18.5%
20
32.3%
協調性
0
0.0%
0
0.0%
5
41.7%
1
8.3%
24
36.9%
18
29.0%
責任感
0
0.0%
1
14.3%
3
25.0%
1
8.3%
16
24.6%
12
19.4%
回答社数（②）
5 100.0%
7 100.0%
12 100.0%
12 100.0%
65 100.0%
62 100.0%
日本弁護士連合会情報統計室調べ（企業における弁護士の採用状況等に関するアンケート調査 調査結果
（http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/publication/data/inhouse_saiyo_result2014.pdf）5頁上段の表を基に筆者にて作成）

(4) 弁護士が企業で働く理由
①

弁護士のワークライフバランス
JILA アンケート調査によれば，現在の勤務先を選んだ理由としては，
「ワークラ
イフバランスを確保したかったから」が最も多い（表 9）
。実際，企業内弁護士の平
均的な勤務時間としては「9 時間～10 時間未満」が最も多く， 10 時間未満の者ま
でで 75.1%に達し，10 時間以上は 24.9％にとどまる（表 10）。加えて，土日祝日の
出勤が「ほとんどない」と回答した者は毎年 80％近くに達する（表 11）。
これに対し，外部弁護士の場合，労働時間が 10 時間以上になる者は男性で 50.3％，
女性で 39.2％となる11。弁護士の労働時間が長時間に及ぶことは，必ずしも大規模

前掲注 4 日弁連アンケート調査 5 頁
中村真由美「弁護士の性役割観・家事時間・労働時間」中村真由美編著『弁護士のワークライ
フバランス－ジェンダー差から見たキャリア形成と家事・育児分担』明石書店（2015 年）141 頁。
同書は，2008 年 1 月から 3 月にかけて，日本弁護士連合会，日本女性法律家協会の会員を対象と
して実施された「法律家の仕事と家庭のバランスに関する調査」及び「女性法律家の仕事と家庭
のバランスに関する調査」に基づくデータを分析したものである。そのため，JILA アンケート調
査と単純に比較できるものではないが，主に外部弁護士を対象としたものであり，その労働時間
10
11

法律事務所に限ったことではないが，大規模法律事務所の場合には長時間労働に加
え，事務所内での過酷な競争もあるとされている12。法曹の仕事を辞めたいと思っ
た理由として，
「自分の健康・ストレス」，
「仕事量」，
「家庭（育児）との両立・家庭
の問題」などが上位に挙げられるところ13，長時間労働や事務所内での競争がこれ
らの理由の一因になっているものと思われる。
（表9）現在の勤務先を選択した理由
2013
人数

2014
割合

人数

2015
割合

人数

割合

ワークライフバランスを確保し
122
50.8%
143
53.0%
183
たかったから
現場に近いところで仕事がし
109
45.4%
121
44.0%
168
たかったから
その会社で働きたかったから
97
40.4%
115
42.0%
108
その業界働きたかったから
93
38.8%
99
36.0%
101
収入を安定させたかったから
87
36.3%
91
33.0%
105
提示された報酬が高額だった
22
9.2%
22
8.0%
28
から
所属事務所から出向を命じら
7
2.9%
7
3.0%
5
れたから
ほかに就職先がなかったから
24
10.0%
29
11.0%
43
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＊複数回答のため，有効回答数に占める割合となっている。

52.9%
48.6%
31.2%
29.2%
30.3%
8.1%
1.4%
12.4%

企業においては，労働時間の管理がなされ，特に近年では各企業が「ノー残業デ
ー」を設けるなど労働時間を短縮する傾向にある。また，産前産後休業制度，育児
休業制度などの福利厚生も充実していることからすると，これらの制度を利用して
法曹の仕事を継続するうえで障害となっている「家庭（育児）との両立・家庭の問
題」を回避ないし軽減できる可能性は高い。特に女性弁護士にとっては，家事や育
児の負担が大きく14，企業の福利厚生が企業内弁護士を選択する理由になっていると
される15。近年の企業内弁護士全体に占める女性の割合は約 40％にのぼり，弁護士
全体に占める女性の割合との差は年々拡大する傾向にあることもその表れといえる
を知るうえでは有意なものと考えられる。
12 西田章「弁護士の就職と転職－弁護士ヘッドハンターが語る 25 の経験則」商事法務（2007 年）
48 頁～49 頁，伊藤渉「2 年目で肩叩き？エリート弁護士の出世競争」
（東洋経済 ONLINE「弁護
士という民族」http://toyokeizai.net/articles/-/16475）
13 松田典子「弁護士の仕事を辞めたいと思った経験の要因分析－弁護士の離職行動の男女比較」
前掲注 11 中村 118 頁
14 前掲注 11 中村 131 頁，136 頁によれば，既婚女性弁護士の 1 日の平均家事時間は 2 時間 38
分なのに対し，既婚男性弁護士の 1 日の平均家事時間は 53 分，女性弁護士の子育て負担割合は平
均 74.1％なのに対し，男性弁護士の子育て負担割合は平均 17.6％とされている。他方で，中村真
由美「弁護士の結婚と子供」前掲注 11 中村 153 頁によれば，「あなたの事務所（勤務先）には，
育児休業制度がありますか」との質問に対して，5 人以上の弁護士事務所に所属する弁護士の回
答のうち「制度はない」との回答の割合が最も高く，女性弁護士で 31％，男性弁護士で 39％と
なっている。
15 法務省「企業における法曹有資格者の活動領域の拡大に関する分科会（第 1 回）議事録」22
頁井上発言（http://www.moj.go.jp/content/000117362.pdf）

だろう（図 2）16。
（表10）平均勤務時間

8時間未満
8時間～9時間未満
9時間～10時間未満
10時間～12時間未満
12時間～14時間未満
14時間以上

2013
2014
2015
人数 割合 人数 割合 人数 割合
17 7.1%
17 6.0%
26 7.5%
69 28.8%
76 28.0% 114 32.9%
91 37.9% 101 37.0% 120 34.7%
50 20.8%
58 21.0%
56 16.2%
10 4.2%
18 7.0%
30 8.7%
3 1.3%
2 1.0%
0 0.0%
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（表11）土日祝日勤務の有無

ほとんどない
月に1～2日程度
月に3～5日程度
土日祝日もほとんど出勤して
いる

2013
2014
2015
人数 割合 人数 割合 人数 割合
191 79.6% 214 79.0% 279 80.6%
40 16.7%
42 15.0%
49 14.2%
8 3.3%
13 5.0%
16 4.6%
1

0.4%

0

0.0%

2

0.6%
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（図2）弁護士全体に占める女性の割合と企業内弁護士全体に占める女性の割合の比較
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

企業内弁護士全体に
占める女性の割合
弁護士全体に占める
女性の割合

20.0%
10.0%
0.0%

日本組織内弁護士協会調べ（http://jila.jp/pdf/analysis.pdf）及び弁護士白書2014年版を基に筆者にて作成。
なお、弁護士全体については2001年から2014年は3月、2015年は6月を基準時としているのに対し、企業内
弁護士については2001年9月、2002年5月、2003年3月、2004年3月、2005年5月、2006年から2015年は6月
を基準時としている。

②

ビジネスに近いところで仕事をすることへの魅力
次いで，企業内弁護士を選択した理由としては，
「現場に近いところで仕事がした
かったから」，「その会社で働きたかったから」，「その業界で働きたかったから」が

前掲注 1「弁護士会別会員数」によれば，2015 年 8 月 1 日現在，弁護士全体における女性の比
率は 18.2％となっている。
16

挙げられている（表 9）
。
法律事務所にいた時のクライアントとの距離感や疎外感などから，より主体的に
ビジネスに関わりたいと考えて企業内弁護士を選択する者が多いようである17。単な
るアドバイザーではなく，自分が企業を動かしていること，それが企業に法を守ら
せ，その意味で法の実現に現実に寄与していることを目の当たりにできることに喜
びややりがいを感じていると考えられる18。
また，企業内弁護士の仕事の仕方や取り扱う法律は，所属する企業や業界，企業
が弁護士に求める役割によって多種多様であり19，もはや企業内弁護士と一括りにす
ること自体が困難といえる。そのため，自分がどのような企業や業界で働きたいの
か，どのような仕事がしたいのかを考えたうえで企業内弁護士を選択している者が
多いのではないだろうか。
かつて企業内弁護士は，大規模事務所でパートナーになれない者が選択するもの
などとして消極的に考えられる傾向が強かった（現在においてもこのような考え方
は一定数存在するのかもしれない）が，社内における企業内弁護士の活躍の事例や
企業内弁護士の経験を持って法律事務所に復帰する事例が増えてきたことなどもあ
り，より積極的な選択肢になってきているといえる20。
③

企業内弁護士の収入
企業内弁護士を選択した理由には収入も無関係とはいえない。
「収入を安定させた

かったから」，「提示された報酬が高額だったから」という理由も有意な数存在する
（表 9）
。
過去 3 年間の企業内弁護士の収入（支給総額）をみてみると，いずれの年も「500
万円～750 万円未満」が最も多く，次いで「750 万円～1000 万円未満」となってお
り，これらで全体の 50%以上を占めている。500 万円未満の者も一定数いるものの，
新卒者として

（表12）企業内弁護士の年収（支給総額）
2013
2014
2015
入社した場合
年収
人数 割合 人数 割合 人数 割合
に は 初 年 度 は 250万円未満
0 0.0%
1 0.0%
0 0.0%
ボ ー ナ ス の 支 250万円～500万円未満
23 9.6%
25 9.0%
42 12.1%
70 29.2%
85 31.0% 101 29.2%
給 額 が 低 い こ 500万円～750万円未満
750万円～1000万円未満
54 22.5%
53 19.0%
89 25.7%
となどから，こ 1000万円～1250万円未満
35 14.6%
39 14.0%
34 9.8%
の 層 に 含 ま れ 1250万円～1500万円未満
19 7.9%
27 10.0%
29 8.4%
13 5.4%
11 4.0%
20 5.8%
て い る 可 能 性 1500万円～2000万円未満
2000万円～3000万円未満
12 5.0%
15 6.0%
16 4.6%
がある（表 12）。 3000万円～5000万円未満
8 3.3%
11 4.0%
8 2.3%
6 2.5%
5 2.0%
7 2.0%
これに対し， 5000万円以上

外部弁護士の収
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入についてみると，確定申告書の売上金額の平均値は 3304 万円，中央値は 2112 万
17

梅田康宏「インハウスローヤーへの道」LexisNexis （2013 年）89 頁～91 頁
本間正浩「企業内弁護士と法律事務所の弁護士」日本弁護士連合会業務改革委員会編『企業内
弁護士』商事法務（2009 年）306 頁
19 前掲注 17 梅田 24 頁～28 頁
20 前掲注 12 西田 120 頁～122 頁
18

円となっており21，外部弁護士のほうが収入は高いようにも思われる。
もっとも，近年は高額所得の外部弁護士が減少傾向にあり，所得金額で 500 万円
超 1000 万円以下の層が増加傾向にあるとされていることからすると22，外部弁護士
と企業内弁護士の収入は近づきつつあるのではないだろうか。現に，外部弁護士の
うち，勤務弁護士については，売上金額のうち給与の平均値は 618 万円，中央値は
620 万円となっている23。単純に比較をすることはできないが，前述のように企業内
弁護士は弁護士経験 10 年未満の比較的若い世代が多いところ，同じく若い世代が多
いと思われる勤務弁護士と比較した場合，給与として得られる収入に限っていえば，
その差は狭くなってきている推定される。
また，企業内弁護士の場合，年金や健康保険，退職金，留学制度や前述した福利
厚生など数字では表

（表13）弁護士会費の負担

所属先
弁護士自身

2013
2014
2015
人数 割合 人数 割合 人数 割合
197 82.1% 222 82.0% 285 82.4%
43 17.9%
50 18.0%
61 17.6%
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せない経済的利益も
ある24。80%以上の企
業内弁護士が弁護士
会費を所属企業に負

担してもらっていると回答している点も注目に値する25（表 13）。なにより，「収入
を安定させたかったから」という回答にあるように，法律事務所と比較して企業の
場合には毎月一定の給与が支払われる蓋然性が高いという点で生活設計が立てやす
いなどの安心感があるのではないかと思われる。
④

就職先確保のため？
「ほかに就職先がなかったから」という回答も毎年 1 割ほどある（表 9）
。司法試

験合格者の増大により，就職難といわれるなかで26，たまたま内定をもらった企業に
就職したという場合もあるのだろう。
もっとも，内定を得たということはその企業に関しては就職先があったというこ
とであり，ここでは，あくまでその企業以外に選択肢がなかったという相対的な意
味として受け取る必要があるのではないだろうか。また，複数回答が可能であるこ
とから，その企業以外に就職先がなかったからといって，その企業で働くことまで
ネガティブに考えているとは限らない。
ここで注意しなければならないのは，すでに述べたように，法律事務所において
一定の実務経験を経たうえで企業に転職する者が増えている現状において，企業が
司法研修所新卒者や法科大学院修了生の就職のための「受け皿」になっていると捉
「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書 2010」日本弁護士連合会『自由と正義』
vol.62（臨時増刊号）113 頁上図 28‐0‐1。もっとも，このなかには弁護士活動以外による収入
も含まれている。
22 伊藤渉「まだまだある！『弁護士は食えない』のウソ」
（東洋経済 ONLINE「続・弁護士とい
う民族」http://toyokeizai.net/articles/-/67640）
23 前掲注 21「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書 2010」114 頁表 28‐1‐1
24 前掲注 17 梅田 104～105 頁
25 弁護士会費を企業の経費として支出するのか，企業内弁護士の所得として支給するのかは企
業によって対応が分かれるところである。
26 「企業にも活躍の場 背景に法曹人口の増加」日本経済新聞 2014 年 5 月 15 日 39 面
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えるべきではないということであろう27。
４

外部弁護士と企業内弁護士の関係

(1) 企業内弁護士は外部弁護士の代替になるか？
企業内弁護士を採用していない企業の約 7 割が，採用における問題点として「顧問
弁護士で対応は十分である」あるいは採用のために解決されるべき問題点として「弁
護士に行ってもらう業務の問題」を挙げている28。他方，外部弁護士からは，企業内弁
護士が増えると外部弁護士の仕事が減るのではないかとの懸念が示されている29。
これらの背景には，企業内弁護士と外部弁護士の仕事が同質のものであるとの認識
があると思われる。しかし，企業内弁護士の業務は，検討対象となる事実を限定する
ことができないこと，ビジネス活動の一環としての意思決定に直結すること，時間的
な制約があることなどの特徴があり30，必ずしも外部弁護士の仕事と同質であるとはい
えない。そのため，企業内弁護士がいるからといって外部弁護士が不要になるという
わけではない。
(2) 訴訟代理業務について
企業内弁護士がいても外部弁護士が不要とはならない一例として，伝統的な弁護士
業務の典型である訴訟代理について検討してみたい。
JILA アンケート調査によれば，企業内弁護士が所属企業の訴訟代理人になる割合は，
3 割に満たない（表 14）。また，日弁連アンケート調査においても，企業内弁護士の担
当業務として訴訟代理人を挙げている企業は調査をした年にもよるが，約 2～3 割にと
どまっている31。
企業が，企業内弁護士を訴
訟代理人に選任する場合と
して，法律事務所経験のない
企業内弁護士に法廷での経
験を積ませるために顧問弁

（表14）勤務先の訴訟代理の有無
2013
2014
2015
人数 割合 人数 割合 人数 割合
ある
70 29.2%
72 26.0% 102 29.5%
ない
170 70.8% 200 74.0% 244 70.5%
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護士と共同受任で訴訟代理
人に選任する場合32，専門性の高い事案において社内の情報を顧問弁護士にタイムリー
に伝達するために企業内弁護士が訴訟に加わる場合などがある。その他には，例えば，
貸金業者や債権回収会社が，債務名義を取得するために訴訟を提起する場合に企業内
弁護士を訴訟代理人に選任する例がある。これは，訴訟提起の数が多いうえ，その大
部分は欠席裁判で終結することから訴状の提出のみで済むものであり，いわば社内の
梅田康宏「寄稿 企業内弁護士の展望と課題～これまでの 10 年，これからの 10 年」日本弁護
士連合会『自由と正義』vol.64（2013 年 3 月号）86 頁～87 頁は，新人弁護士の就職難対策とし
て企業による新人弁護士の採用を推進しようという発想に警鐘を鳴らしている。
28 前掲注 4 日弁連アンケート調査 12 頁
29 第二東京弁護士会「特集座談会『企業内弁護士の展望と弁護士業界の課題』
」NIBEN
Frontier2013 年 1・2 月合併号 35 頁伊東発言
30 前掲注 18 本間 292 頁～293 頁
31 前掲注 4 日弁連アンケート調査 10 頁
32 梅田康宏「紛争案件の処理」前掲注 18『企業内弁護士』28 頁～29 頁
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ルーティーンワークになっているものといえる。
企業内弁護士が訴訟代理人になることについては多くのメリットが挙げられるとこ
ろではあるものの33，上記のアンケート調査の結果からすると，実際に企業内弁護士が
訴訟代理人になる場合は限定されるのではないかと思われる。
日弁連アンケート調査の 2012 年度の結果によれば，企業内弁護士の担当業務として
は「契約審査及び管理」が 92.3％と最も多く，次いで「本社法務部門」が 78.2％，
「訴
訟の管理」，
「コンプライアンス全般」が 59.0％，
「独禁法・規制法対策」が 55.1％と
なっている。その他にも「取引先・相手方との交渉」や「株主総会対策」，
「M&A」が
40％台，「ガバナンス全般」，「知的財産戦略および管理」，「労働問題対策」が 30％台
となっている34。このように，企業内弁護士の担当業務は多岐にわたっている。加えて，
前述のように，これらの業務にあたっては時間的な制約があるものが多い。そのため，
一定のまとまった時間を要する訴訟の書面作りや裁判所への出頭は現実的に他の業務
との両立が難しいという問題がある。また，企業内弁護士のみが訴訟代理人になると，
必ずしも所属企業に対して中立的な立場を貫徹したうえで訴訟追行できないのではな
いかという懸念もある。
このように企業内弁護士の担当業務が多岐にわたることや，訴訟において客観的な
視点を維持する必要があること，加えて，これまで述べてきたように近年では法律事
務所を経ずに企業に入る（それゆえに法廷弁護の経験がない）司法研修所新卒者も増
えていることからすると，法廷弁護の豊富な経験とノウハウを持つ外部弁護士の仕事
がなくなるということは考えにくい。むしろ，訴訟代理については，今後も多くの外
部弁護士の主要な業務の一つであり続けるのではないだろうか。
(3) 訴訟代理以外の業務について
前述のように，企業内弁護士の担当業務が多岐にわたることからすると，企業内弁
護士が企業内において法律問題に気付くことによって，外部弁護士への相談件数も増
える可能性がある35。また，企業内弁護士がいるからといって，あらゆる法律問題への
対応を内製化できるわけではなく，高度に専門的な案件については引き続き外部弁護
士に相談することになるのであろう36。
もっとも，企業内弁護士がいることによって，外部弁護士のあり方に変化が生じる
部分も出てくると思われる。例えば，これまでは顧問契約を通して，いわば「長いお
付き合い」のなかで外部弁護士が顧問先である企業に対する理解を深めてきたが，企
業内弁護士がいることによって，当該企業を最もよく知る弁護士はそこに所属する企
業内弁護士ということになっていく可能性がある。そうなったときに，企業としては，
顧問契約の意義はどこにあるのか，そこに経済合理性はあるのかといったことを考え
始めるであろう37。また，企業内弁護士がいることによって，企業が外部弁護士を見る
前掲注 17 梅田 224 頁～230 頁
前掲注 4 日弁連アンケート調査 10 頁
35 西和伸「外部弁護士との関係」前掲注 18『企業内弁護士』131 頁
36 中央経済社「対談『企業内弁護士に対する法務部長の本音』
」ビジネス法務第 12 巻第 6 号 94
頁右湯本発言
37 経営法友会法務部門実態調査検討委員会編著「会社法務部【第 10 次】実態調査の分析報告」
33
34

眼が変わり，どのような案件をどのような外部弁護士に相談・依頼するのか，単に弁
護士の経歴や事務所の規模だけではなく，仕事に対するスタンスや当該企業のビジネ
スに対する理解・共感などさまざまな要素を考慮したうえで外部弁護士を選択するこ
とになり，弁護士業界全体でみた仕事の分配の仕方が変化する可能性もある38。
５

おわりに
近年の企業内弁護士の増加率は約 22％であり，仮に企業内弁護士が今後もこの水準で
増え続ければ，2020 年には約 3897 人となる。企業内弁護士の増加に伴い，法務部門の
人員は原則すべて弁護士で構成するという企業も増えてくることになるだろう。法律事
務所に相談に訪れる法務担当者が弁護士となる時代が近づいているといえる。
相談者が弁護士であることは，法律用語などについて説明しなくても共通言語として
会話ができることになるし，訴訟においては，立証のためにどのような証拠を揃えれば
よいか，見通しはどうかといったことについても共通認識を持つことができるようにな
る。また，企業内弁護士が気付いた問題点が法律事務所に持ち込まれることによって，
企業，法律事務所の双方にノウハウの蓄積がなされることになり，双方のさらなる発展，
ひいては日本の弁護士業界全体の質の向上につながっていくと考えられる。
外部弁護士と企業内弁護士が今後いかなる関係を築いていくべきか，それぞれが試行
錯誤を重ねていかなければならないのであろう。

商事法務（2010 年）132 頁~133 頁によれば，「過去 5 年間に日本の弁護士との顧問契約を解消
したことがありますか」
との質問に対して，「ある」と回答した企業は，平成 12 年調査では 22.1％，
平成 17 年調査では 26.4％，今回の調査である平成 22 年調査では 29.8％となっており，調査を経
るごとに顧問契約を解消したことがある企業の割合が高くなっており，その理由として今回の調
査では，「弁護士費用削減のため」が 1 位となっている。
38 前掲注 29 NIBEN Frontier2013 年 1・2 月合併号 36 頁梅田発言

第２

報告：米国における企業内弁護士の消長
弁護士

本間

正浩

米国において，企業内弁護士の歴史は 150 年になんなんとしているが，その道のりは平
坦であったわけではない。大きく分けて，その歴史は「黄金時代」「停滞期」「復興期」と
3 段階に分けて論じられるのが普通である。
１

「黄金時代」（19 世紀後半から 1930 年代まで）
米国において，企業内弁護士は 1800 年頃には存在せず，1850 年代においてもきわ
めてまれであった。しかし，19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて，
（すなわち米国に
おける大事業の担い手として，永続する法人としての「企業 (corporation)」という
ものの存在が象徴としての存在感を大きくしていた時代）企業内弁護士は広く普及し
た通常の弁護士業務の一部となっていく 1。
企業内弁護士業務は「垂涎の的」となる 2。大企業がフル・タイムで働く弁護士を求
め，企業内に法務部を作っていく。例えば，1885 年代，大手生命保険会社各社が企業
内弁護士をもって法務部を設立した。また，
「大鉄道会社のジェネラル・カウンセル 34
は大きな名声と莫大な給料を得るポジションとなり，その収入は法曹のうち最高かつ
最も賢明な人々を魅了し，そういう人々がジェネラル・カウンセルの地位を求めるよ
うになっていった」 5。
20 世紀に入ってもこの傾向は続き，1920 年から 30 年代は「企業内弁護士の黄金時

Lawrence M. Friedman., “A History of American Law (3d.ed)”, (Simon & Schuster, 2005)
at 395，490。
2 Sarah Hellen Duggin, “The Pivotal Role of the General Counsel in Promote Corporate
Integrity and Professional Responsibility”, 51 St. Louis U. L.J. 898 (2006-2007) at 995。
3 「ジェネラル・カウンセル(General Counsel」とは，米国企業を中心とし，近時は非米
国企業の多くでも多国籍企業において設けられている役職であり，法務部門の長である弁
護士であって，役員クラスの地位を持つことが主要な特色である。邦文による簡単なスケ
ッチとして，高柳(2002)「国際企業法務」（2002 年，商事法務）125 頁以下，拙著「ゼネ
ラル・カウンセルとしてのインハウスローヤー」，JILA(2004)「インハウスローヤーの時
代」前掲 108 頁，河村明雄「ジェネラル・カウンセル制度について－ジェネラル・カウン
セル(General Counsel)が実効性ある内部統制強化のために果たす役割の意義」日弁連弁護
士業務改革委員会編「企業内弁護士」（2002 年，商事法務）276 頁
4 英文文献においては，企業内弁護士に対する議論は往々にして「ジェネラル・カウンセ
ル」のそれとして議論され，
「ジェネラル・カウンセル」と「企業内弁護士」の語が互換的
に用いられることも少なくない。これは，組織の組成に当たり，まず「トップ」を決め，
そのトップが機能・責任を果たすための「道具立て」として組織を構成するという欧米組
織における組織論によるところが大きいと思われる。そして，法務部を構成する弁護士た
ちは，ジェネラル・カウンセルがその責任を果たすために，その権限の一部を分担してい
るという形になるのである。
同じ文脈において，「（企業内）法務部」の語と「ジェネラル・カウンセル」，「企業内弁
護士」とが互換的に用いられることもまま見られることである。米国企業では，法務部の
基幹要員は全員が弁護士であることが当然のこととなっているためである。
5 Friedman (2005) supra note 1, at 490，Duggin (2006), supra note. 2 at 995
1

代」とも称された 6。この時期，企業のジェネラル・カウンセルはもっとも給料の高い
エクゼクティブであるとされた 7。また，多くの最高経営責任者（chief executive
officer (CEO）が法務部から昇進しており，75％の CEO が弁護士の出身であったとさ
れる（2000 年の時点では 5％ほど） 8。
この時期における，企業内弁護士の成立およびその興隆については，本稿の目的の
関係からは，次の 2 点に注目するべきである。
第 1 に，Friedman を含め，入手した各種論考の記述からの印象論を出るものではな
いが，米国においては，企業内弁護士は企業において法務部署を設置するようになっ
たその時から存在していたのではないか，逆に言えば，むしろ弁護士という法律専門
家が先に存在し，後付で企業において法務部が創設されてきたのではないかという印
象を強くすることである。我が国で見られるように，法律事務所におけるプライベー
ト・プラクティス 9があり，その一方で企業法務部の業務がこれと別個に確立しており，
弁護士が後者に「進出する」という形態ではないのではないか，というのが筆者の仮
説である。もともと米国では学部レベルで法学教育が行われず，実務法曹養成を目的
としたロースクールしかなく，あるいはロースクール外で法律を学んだとしても，そ
れがほぼ弁護士の資格と結びつくことになった。そのことからすれば，企業において
法務部署を置くということになれば，いわば「当然のこと」として弁護士を採用する
（あるいはそれ以外に候補者がいない）という方向になったのではあるまいか。
第 2 に，この時期における企業内弁護士が本稿で議論しようとする現在の「企業内
弁護士」と同性質のものと言えるかは疑問なしとしないことである。むしろ，
「法律専
門家」としての弁護士ということよりも，むしろ「ロースクール教育の価値，それに
法律家としてのトレーニングとあいまった思考過程がビジネス世界において至高の価
値がある 10」と考えられたことによるという面がある。この時期においては，「[企業
内]弁護士は『ビジネスと法務双方』の面におけるアドバイザー」であり，
「[その]『専
Carl D. Liggio, Sr., “A look at the Role of Corporate Counsel: Back to the Future –Or is
the Past?” 44 Ariz. L.Rev. 621 (2002) at 621，Carl D. Liggio, Sr., “The Changing Role of
Corporate Counsel” 45 Emroy L.J. 1209 (1997) at 1201
7 その平均収入は CEO のおおむね 65％であった。Liggio (2002) supra note 6 at 621
8 Liggio (2002) supra note 6, op.cit. at 621，なお， Deborah A. De Mott , “The Discrete
Roles of General Counsel”, 74 Fordham L.Rev. (2005) 955. at 959，Liggio (1997) supra note
6 at 1202
9 以下，本稿においては，弁護士としての伝統的な業務，すなわち，法律事務所において依頼者に
法的アドバイスを提供し，また依頼者を代理する業務を「プライベート・プラクティス (private
practice)」，これに従事する弁護士を「プライベート・プラクティショナー (private practitioner)」とい
う。
日本語においては，法律事務所における弁護士業務を積極的に指す名詞が存在しない。
これは，我が国においては組織内弁護士が従前極めて少数であり，弁護士の業務は法律事
務所におけるそれがあまりにも自明のことと受け取られていたという事情の反映であろう。
したがって，いまだ我が国においてはなじみのない用語であることを承知の上で，
「プライ
ベート・プラクティス」の語を用いる次第である。
10 Liggio (1997) supra note 6 at 1202
6

門的およびビジネス上のアドバイス』は企業経営者から決定的に重要なものと受け止
められ，しばしば企業経営者から繰り返し求められた。（強調引用者）」とされる 11。
CEO の多くを弁護士が占めていたという上記の事実も，かかる文脈から理解されうる
であろう。
そして，弁護士がビジネス界に浸透していたという事実の背景には，この時期，文
科系の大学院レベルにおける高等教育機関がロースクールしかなく，したがって，企
業の経営者を目指すものであれ，文科系において高等教育を受けた者はロースクール
卒業者の中に求めるしかなかったということがあるのではないかと思われる。そのた
めに，企業内弁護士となることが企業経営者への登竜門と考えられた面も強いと考え
られる。実際，次に述べるように，ビジネススクールの勃興とともに，企業内弁護士
は停滞を迎えるのである。
２

停滞期（1940 年代－1970 年代中期）
1940 年代に入ると，企業内弁護士の地位は顕著な凋落を見せる。ジェネラル・カウ
ンセルの地位は経営陣の中でも比較的軽い地位となった。ステレオタイプ的な見方を
すれば，法律事務所においてパートナーになれなかった弁護士が就くポジションとみ
なされるに至った 12。
企業内弁護士たちの業務は，量的にも質的にも高いものとはいえず 13，会社法手続
等のルーチン業務に限定されていた 14。また，多くの取引において，企業内弁護士の
法律意見書は受け入れられず，法律意見書は外部法律事務所により発行される必要が
あった 15。
法律事務所との関係においても，企業内弁護士の役割は，経営陣と企業との間の単
なる「パイプ」役としての役割でしかなかった 16。
かかる状況の背景には，いくつかの－相関連する－要因があると議論される。
第 1 は，前項で示唆したビジネススクールの台頭である。企業内弁護士となること
が企業経営者になるための一過程であり，その背景として，文科系の高等教育機関が
ロースクールしかなかったという事情があるのであれば，まさに上級経営者となる能
力と職業規律を教育することを目的としたビジネススクールが台頭することで，人材
のシフトが起こるのは必然である。かくて「1940 年代までにマーケティングやファイ

Liggio (2002) supra note 6 at 621，Liggio (1997) supra note 6 at 1202
12 Abram Chayes and Antonia H. Chayes, “Corporate Counsel and the Elite Law Firm”, 37
Stan. L. Rev. 277 (1984-1985) at 622
13 Mary C. Daly, “The Cultural, Ethical, and Legal Challenges in Lawyering for a Global
Organization: The role of the General Counsel”, 46 Emloy L.J. 1057 (1997) at 1060
14 Chayes and Chayes (1984-85) supra note 12 at 277
15 Liggio は，ワシントン D.C の控訴裁判所がジェネラル・カウンセルの名義による主張書面の受付を
拒否したという事例を紹介している。そのジェネラル・カウンセルは弁護士会の会員であり，かつ，当該
主張書面の一部を分担起案していたのであるが。Liggio (2002) supra note 6 at 622
16 Chayes and Chayes (1984-85) supra note 12 at 277 ， Daly (1997) supra note 13 at
1059
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ナンスの背景を持った人々－MBA 取得者－がビジネス界で成功を収めるようになって
いったのである。」企業経営者はやがてビジネススクール出身者が占めるようになって
いった 17。
そして，彼らの影響力のもと，企業内弁護士たちの役割は減少し，そのポジション
は魅力を失った。経営者たちの企業内弁護士への信頼は低下し，彼らに相談すること
も少なくなっていった。収入水準も低下し，シニアな企業内弁護士ももはや企業内に
おいて最高の給料を受ける立場ではなくなった 18。
第 2 に，それでは「本業」である法律実務の方に目を向ければ，規制法や金融取引
が今日に比べ，はるかに単純であったこともあり，人員やコストを法務部門に振り分
ける必要性が経営者にとって深刻なものと感じられなくなったとされる 19。法務部そ
のものを持つ企業も決して多くはなかったとの指摘もある 20。
第 3 は，一方で，ビジネス法務分野に関する法律事務所の発展がみられるようにな
ったことである。この同時期に，高コストながらも高水準の法律アドバイスを提供す
る，俗にいう「ウォール街事務所（Wall Street Firm）」が発展し，企業法務業務を席
巻するようになっていった 21
これら法律事務所は，依頼者である企業が法務部を持つことの抑制を試みた 22。法
律事務所からは，プロフェッショナルたる弁護士として必要な「独立性」は法律事務
所にこそあり，単独の依頼者との雇用関係にある企業内弁護士にはそれがないとする
働きかけが行われ，それが功を奏したとされる。
「依頼者から独立したプロフェッショ
ナル」という観念が才能のある若い弁護士たちを法律事務所にひきつけた 23。
また，企業内弁護士はプライベート・プラクティショナーに比べてキャリア開発の
可能性が低いという認識も持たれていた。特に，一旦企業内弁護士になると，プライ
ベート・プラクティスに移動するのはきわめて困難であるとされていた 24。そのため，
「法曹界における一般的な観
優秀な弁護士が企業内弁護士を選ぶことがなくなった 25。
念は，－それはプライベート・プラクティショナーたちによって保持され，さらに拡
Liggio (1997) supra note 6 at 1202，Liggio (2002) supra note 6 at 621，Duggin (2006),
supra note 2 at 995
18 1970 年代中期までに，その給与レベルは CEO 達の約 30％の水準となったとされる。Liggio
(1997), supra note at 1202，Liggio (2002) supra note 6 at 622
19 Duggin (2006), supra note 2 at 995，Liggio (2002) supra note 6 at 623
20 Liggio (2002) supra note 6 at 622。フォーチュン 1000 社の中で社内に法務スタッフのいない会
社が 25％を超えたという。（一方で，そのほとんど全てが 2000 年代初頭（当該論考発表時期））の段階
で法務スタッフを有している。）法務スタッフを抱えている会社であっても，2000 年代初頭ほどの発展を
みていなかった。また，フォーチュン 1000 社以外の会社では，法務スタッフのいない会社割合がさらに
高かった。Ibid.
21 Duggin (2006) supra note 6 at 996，De Mott (2005) supra note 8 at 960
22 Liggio (2002) supra note 6 at 623
23 De Mott (2005), supra note 8 at 959，Robert L. Nelson, “Partners with Power: The
Social Transformation of the Large Law Firm (U. California Press,1988) at 56
24 Liggio (1997) supra note 6 at 1203
25 Nelson (1988) supra note 23 at 56
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大されてきたところのものであるが－法律事務所において成功しなかった者が，依頼
者からの依頼を確保し続けるためのその法律事務所の施策として，その依頼者に「送
り込まれる」というものであった。」 26
かくて，企業内弁護士は「依頼者からの独立性に乏しく，ルーチン・ワークの泥沼
にはまり，そして実務家として能力が低い」とみなされ 27，また，その収入も低下し
た。このことで，
「企業内弁護士の一般的な質は低下していった。外部弁護士たちは企
業内弁護士の社会を蔑みをもって遇した。法曹界の同僚の高度の敬意を得，最高水準
の専門的な能力と判断力を持つ企業内弁護士が多くはなかったとは言えない，しかし，
それらは極めて例外であると考えられていた 28。」そして，企業内弁護士は「目先の利
益のためにそのプロフェッショナルとしての魂を売り渡したとまで批判された 29。」ま
さに，企業内弁護士は「二級市民」視されていたのである 30。
３

「復興期（ルネサンス）」（1970 年代後期）
1970 年台に入り，企業内弁護士は再び興隆を見せ始める。多くの大企業において，
ジェネラル・カウンセルの地位は向上し，企業のヒエラルキーのトップあるいはこれ
に準じたものとなった。ジェネラル・カウンセルと CEO との給与差も改善し，1920 年
代から 1930 年代への水準へ回帰した。プライベート・プラクティショナーの収入をも
上回るようにすらなった。外部弁護士の管理についてもより強い権限を享受するよう
になった。企業内における法務部の人員規模は拡大し，広い範囲の業務を内部でこな
すようになった。そして，キャリア・パスとしても，企業内弁護士はその魅力を取り
戻し，一流法律事務所のパートナーやその他の優れた弁護士たちが目指すものへと変
化した 31。
かかる傾向の変化については，いくつかの要因が議論されている。
(1) 企業にとっての法的サポートの必要性の増大
企業内弁護士の興隆については，
「ビジネス側が継続的で，かつ，常時対応即座の
対応を期待でき，かつ，当該企業の事業とそれを取り巻く法的状況を知悉している
者からの法的サポートに対する必要性を経験したこと」が，重要な要因として挙げ
られる 32。

Liggio (1997) supra note 6 at 1203
Jeffrey S. Slovak, “Ethics of Corporate Lawyers: A Sociological Approach”, 1981 Am. B.
Found. Res. J. 753 (1981) at 772，Geoffrey C. Hazard, “Ethical Dilemmas of Corporate
Counsel”, 46 Emloy L.J. 1011 (1997) at 1011-1012
28 Liggio (1997) supra note 6 at 1203
29 Robert Eli Rosen, “The Inside Counsel Movement, Professional Judgment and
Organizational Representation”, 64 Ind. L.J. 479 (1988-1989) at 479
30 Slovak (1981) supra note 27 at 772。この時期における企業内弁護士の生活をユーモアとペー
ソスをもって語ったものとして，Walker B. Davis, “Reflections of a Kept Lawyer”, 53 A.B.A.J.
349 (1967)
31 De Mott (2005) supra note 8 at 960
32
Hazard (1997) supra 27 at 1012， Duggin (2006) supra note 2 at 996, 998
26
27

①

その背景として，まず数えられるのは，企業を巡る規制環境が劇的に強化され，
これらに対する対応が必須のものとなったことである。多数の規制機関が多く出
現し，ビジネスの活動に広く介入し，幅広い観点から規制の網をかぶせてくるよ
うになった。このような規制活動の迷路を分析し，対応するために，企業は常時
対応可能で，かつ能力のある弁護士を必要とするようになったのである 33。
これらの新しい規制に対応するにあたり，企業内弁護士の意義が認識されるよ
うになった。このような新しい規制に対応に関して，企業内弁護士とプライベー
ト・プラクティショナーとの間で能力に差はないと考えられるようになったとさ
れ，分野によっては，むしろ企業内弁護士の方がプライベート・プラクティショ
ナーに先行して専門性を身につけていくようになっていった 34。
そのような現象を招いた理由・背景としては，問題になる規制が業態や企業ご
との特有の事情と関連する場合が多く，したがって，当該規制に直面する機会が
企業内弁護士の方が頻繁であり，その企業内弁護士としては否応なくそれに対応
せざるをない状況があったことが背景にあると思われる。

②

もう一つ，1960 年代後期から 1970 年代にかけて企業を巡る訴訟が激増したこ
とも要因と考えられている 35。雇用問題から製造物責任までその範囲は広範囲に
及んだ 36。加えて，企業もまた，法的手続をビジネス手段の一つとして訴訟を利
用するようになった 37。

(2) 企業内法務へのシフト
法務サポートに対する企業のニーズが劇的に増大したとしても，その需要に対し
て，供給を法律事務所に求めるのではなく，企業内法務に業務がシフトすることに
なったのはなぜか。これについては，次のような説明がなされる。
①

つとに指摘されるのは，－皮肉なことであるが－法務サポートの需要の高まり
のゆえに 38，法律事務所へ支払う弁護士報酬も激増し，企業経営者にとって耐え
難いものと感じられるようになったことである。
CEO や最高財務責任者(chief financial officer (CFO))の多くが法律事務所は

Liggio (1997) supra note 6 at 1204
企業の米国環境保護庁(United States Environmental Protection Agency, EPA)に対する対
応は，1970 年代から 1980 年代にかけてのもっとも鮮明な例とされる。この分野においては，法律事務
所の立ち上がりが遅れたのに対して，各企業法務部が先んじることになった。そのため，企業内法務部
で専門性を身につけた弁護士を法律事務所が採用するという傾向が生じたのである。このようなことで，
これまでは法律事務所から企業への一方通行だった人材の移動が，双方通行になっていった。
Liggio (1997) supra note 6 at 1205
35 Liggio (1997) supra note 6 at 1203
36 前述したビジネス活動への規制の強化が企業に種々の義務を負担させ，それが企業に対して責任
追求の訴訟を提起することを容易ならしめた。Sarah Helene Duggin, “Internal Corporate
Investigations: Legal Ethics, Professionalism and the Employee Interview”, Col.Bus. L.Rev.
859 ，Duggin (2003) supra note 2 at881-883
37 Liggio (1997) supra note 6 at 1203，Liggio (2002) supra note 6 at 624
38 De Mott (2005) supra note 8 at 960
33
34

過剰な請求をしていると感じるようになり，それが法律事務所への不信につなが
っていた。それがまた，自企業内へ弁護士を抱え込む傾向への触媒となっていっ
た 39。
②

これに伴い，企業法務部の規模も大きくなり，企業内弁護士の人口も増加した。
1970 年から 1980 年まで，そして 1980 年から 1991 年の間に，企業内弁護士はそ
れぞれ 40％および 33％増加したとの調査がある。別の調査によると，1962 年か
ら 1982 年の間に，企業内弁護士の人口は 4 倍に増加したとされる 40。「企業内業
務は[著者注：1989 年からさかのぼって]過去 20 年間において，法曹界において
もっとも成長した分野であった。弁護士のうち企業内弁護士の占める割合は 1951
年に 5.5％であったのに対して，1980 年には 12.9％になった。」 41
企業法務部の規模拡大の一つの意義は，定型的・ルーチン的で高度な専門性を
必ずしも要しない業務を企業内弁護士たちが引き受けることとなったことにある。
そのような業務に高い報酬を支払って法律事務所に依頼する必要はなく，内製化
した方がコスト的に有利なことは明らかである 42。
それにとどまらず，企業内法務部の取扱業務の幅も拡大した。従来，企業法務
部の取扱分野と考えられてきたのは日常ビジネス業務，会社法手続関係，労働法
関係，財産法等であったのが，より複雑な独占禁止法，税法，証券法，特許，企
業買収，さらには訴訟までも内部で取り扱うようになった 43。
また，新しい規制分野について，法律事務所よりもむしろ企業法務部の方が対
応が進んだことについては前述した。そのことで，外注して法律事務所に経験を
積ませる（しかも報酬を支払って）よりも，内部で対応した方が効率が良いと考
える傾向も生まれた 44。

③

単に業務の範囲・規模が拡大しただけではない。その業務の質も大きく変化し
た。
見逃してはならないことは，企業内外において，企業内弁護士の影響力が大き
く伸長したことである。
ア

多くの大企業において，ジェネラル・カウンセルの権威が向上し，また，責
任範囲も拡張された。その地位は，企業経営のヒエラルヒーの最上部あるいは
それに準じたものとされた 45。
この点で重要な指摘として，「多くの企業経営者たちが，弁護士をビジネス
の早い段階から関与させることの有用さに－時に気が進まないながらも－気

Liggio (1997) supra note 6 at 1204-1205
Daly (1997) supra note 12 at 1059
41 Nelson (1988) supra note 23 at 57
42 Daly (1997) supra note 13 at 1060，Liggio (1997) supra note 6 at 1205
43 De Mott (2005) supra note 8 at 960， Liggio (1997) supra note 6 at 1205，Chayes and
Chayes (1984-85) supra note 12 at 277
44 Liggio (1997) supra note 6 at 1205
45 Duggin (2006) supra note 2 at 1023，De Mott (2005) supra note 8 at 960，Chayes and
Chayes (1984-85) supra note 12 at 277
39
40

づき始めた」ことが挙げられる 46。企業内弁護士は「企業におけるチームのメ
ンバーとして認められ」，長期的なビジネス計画の最初の段階から関与するこ
とを求められるようになった。そこで企業内弁護士はその計画において発生し
うる法務リスクを分析し，それが合法的に進めうること，そしてその法務リス
クが許容範囲のものであることを確認する役割を担うようになった 47。
しかし，それだけではジェネラル・カウンセルが経営陣の一員としての役割
が顕著に伸長していったことを説明するには十分とは言えない。上記は基本的
に法的分析とアドバイスであって，その機能を果たすのに，必ずしも経営陣の
一翼を占める必要はないであろう 48。
しかし，ここで企業内弁護士に期待されるようになった役割は，「当該企業
とそのビジネスについての深い知識をもち，法律に加えてビジネス面も十分に
考慮に入れて総合的な検討を行うことであり，それがゆえに，企業の経営上の
高次元の戦略的な意思決定に関与することになっていったのである。 49」そこ
では，企業のビジネス上の成功を積極的に推し進めていくことが期待されるよ
うになった 50。ジェネラル・カウンセルは法律面だけではなく，ビジネスも含
めたアドバイスを行う立場になっていった 51。
そのために，ジェネラル・カウンセル，そしてその指揮下にある法務部・企
業内弁護士としては，企業行動の活動の早い段階から関与することが正当化さ
れ，さらにそれがその責任になっていく。かくて，ジェネラル・カウンセルお
よびその他の企業内弁護士の業務の形態も，質問されるのを待つ受け身の立場
から，より能動的なものに変化することが期待されるに至った 52。
このように，企業法務部が能動的・積極的に企業活動の初期の段階から関与
することの当然の帰結として，企業内における法務リスク管理その他法務対応
の責任が法務部に帰するようになり，その鏡の裏側として，その権限が法務部
に付与されるようになった。法務部門の長として，ジェネラル・カウンセルが
会社に影響を与えうる全ての法務問題について，責任を負うこととなった。企
業組織に不可分に組み込まれた存在として，企業内法務部は，ジェネラル・カ
ウンセルの指揮の下，企業が成功するための中枢の一つとして，機能するとみ
なされるに至ったのである 53。

Duggin (2006) supra note 2 at 998
Susanna M. Kim, “Dual Identities and Dueling Obligations: Preserving
Independence in Corporate Representations, 68 Tenn. L.Rev. 179 at 206 (2001) at 202
48 De Mott (2005) note 8 at 960，Kim (2001) note 47 at 203
49 De Mott (2005) note 8 at 960，Daly (1997) supra note 13 at 1060-1061，Sally R. Weaver,
“Ethical Dilemmas of Corporate Counsel: A Structural and Contextual Analysis”, 46 Emloy
L.J. 1023 (1997) at 1027
50 Chayes and Chayes (1984-85) supra note 12 at 281
51 Duggin (2006) supra 2 at 1001
52 Chayes and Chayes (1984-85) supra note 12 at 281，De Mott (2005) note 8 at 960
53 Kim (2001) supra note 47 at 201
46
47

イ

注意するべきことは，このことが外部法律事務所との関係において，力関係
の大きな変移を引き起こしたことである。企業の法務管理の責任と権限が法務
部に一元化された結果，かつてのように，少数の法律事務所が一企業を丸抱え
してその法務全般の面倒を見るということはなくなった。法律事務所は必要に
応じて，多数の法律事務所の中から案件ごとに選択・依頼される存在となった
のである 54。ジェネラル・カウンセルは外部事務所に仕事を依頼するかの判断
において強い裁量権をもつこととなり 55，より積極的に外部事務所の業務の執
「ジェネラル・カウンセルは実務法曹
行状況を管理するようになっていった 56。
である。（中略）自らがプロフェッショナルとしての能力を有しており，外部
弁護士が注力していたまさにその分野に対して同様の検討をおこなう。かくし
て，戦略的な意思決定の場面，時には戦術面においても，自ら判断を行う」57。
法律事務所は，むしろ企業法務部の職責を執行する機関の一翼という位置づけ
を色濃く持つことになる 58。法律事務所と企業内弁護士の力関係は，大きく後
者寄りにシフトしたといえる。

(3) キャリアとしての企業内弁護士の魅力の復権
もう一つ，見逃すことのできない要因は，企業内弁護士が魅力あるキャリアとし
て，弁護士を引き付けるようになったことである。
①

よく指摘されるのが，法律事務所との比較における職務環境の良さである。
企業内弁護士にはタイムシートもなく，依頼者確保のための営業をする必要も
なく，執務時間もより柔軟である 59。より働きやすい，あるいはより良い「ワー
ク・ライフ・バランス」を享受できる職場として，企業内業務は魅力を有したの
である。
特に，若く聡明で優れた法律サービスの提供能力がありながら，営業能力に欠
ける者が，（営業能力ではなく，）その法的サービスの質によって評価される場と
して，企業内弁護士のキャリアを選ぶ者が現れたと指摘される 60。能力はあって
も，そのような営業に「やりがい」を見いだせない者も，またその列に加わった
のは想像に難くない。

Milton C. Regan Jr. “Corporate Norms and Contemporary Law Practice”, 70 Geo. Wash.
L.Rev. 931 (2002) at 934，Duggin (2006) supra note 2 at 999，Liggio (2002) supra note 4 at
629
55 ビジネス部門が法務部門にまず相談しないで，あるいはこれを通さないで外部法律事務所に依頼
することはまれである，Chayes and Chayes (1984-85) supra note 10 at 290
56 De Mott (2005) supra 8 at 960，
57 Chayes and Chayes (1984-85) supra note 12 at 298
58 Ibid.
59 Duggin (2006) supra note 2 at 998， 「大規模法律事務所は成長したものの，そこでの業務環
境は，普通の弁護士にとって企業内法務部と変わらない，往々にして悪いものであった」Geoffrey C.
Hazard Jr., “Lawyer for Lawyers”: Emerging Role of Law Firm Legal Counsel”, 53 U. Kan.
L..Rev. 795 (2005) at 1012，
60 Liggio (2002) supra note 6 at 628
54

また，はっきりとした現象として現れたのが，女性の進出である。企業内にお
けるシニアな弁護士のうち女性が占める割合は，法律事務所のパートナー中のそ
れを決定的に上回っていると観察されている 61。
また，企業内で他のビジネス部門と協働することにより，企業内弁護士は仕事
のやり方についての最新のプロセスや技法を駆使することが期待され，また要求
される。伝統的な法律事務所では学びえないことも多く，これもまた，企業内で
仕事をすることの魅力の一つとして数え上げることができる。
②

待遇の面においても向上が見られた。
1980 年代初頭から，CEO の報酬に対するジェネラル・カウンセルの報酬の割合
は着実に増加し続けた。いくつかの業種では，その割合は 1920 年代から 30 年代,
「企業内弁護士の黄金期」の水準にも匹敵するものとなった 62。多くのジェネラ
ル・カウンセルの収入は，主要法律事務所のパートナーのそれに匹敵するものと
なった 63。その他の企業内弁護士に対する給与額も上昇し，プライベート・プラ
クティショナーとの収入格差は縮まっていった 64。これらに加えて，企業内弁護
士の場合，ストック・オプション等の形式による利潤分配，社会保険その他の福
利厚生など，法律事務所では享受できない各種の非金銭的収入やベネフィットを
得ることができた 65。

③

しかし，本質的で，かつ本稿の主題に照らして最も重要な因子は，前述したこ
とであるが，ジェネラル・カウンセル，そして企業内弁護士の業務の性質が変化
し，企業の行動に対して影響力を大きく持ち得ることになったこと，特に，法律
事務所との関係において，力関係が大きくシフトしたことにあろう。
企業内弁護士が未発達の段階であれば，プライベート・プラクショショナーが
力を持ち得た。
「弁護士と依頼者の関係の伝統的なモデルにおいては，依頼者がそ
の意思－ゴールを定め，政策判断を行う－を示し，それを執行するために弁護士
がその専門的技能を発揮した。しかし，それは非常に広範な弁護士側の裁量権を
秘めたものであった。取るべき選択肢の特定と検討において，弁護士は重要な，
往々にして決定的な役割を果たした。顕著な専門的要素を含む決定は，明示的で
あれ，あるいは黙示的であれ，専門家[であるプライベート・プラクショショナー]
に委ねられていたのである。 66」
しかし，前述のように，企業内法務部と法律事務所の力関係が変化し，案件の
管理およびその帰趨について後者が決定的な役割を果たすようになったとき，意
欲と野心のある多くの弁護士たちが，企業内にあって企業の行動に影響をもたら
す可能性を持つことが，よりやりがいのある途と考えたのである 67。

61
62
63
64
65
66
67

Idid.
Liggio (1997) supra note 6 at 1206
Liggio (2002) supra note 6 at 628，De Mott (2005) supra note 8 at 963
Liggio (2002) supra note 6 at 627
De Mott (2005) supra note 8, at 963，Liggio (1997) supra note 6 at 1206
Chayes and Chayes (1984-85) supra note 12 at 298
Duggin (2006) supra 2. at 999，Chayes and Chayes (1984-85) supra note 12 at 298，

なお，ここで見る力関係のシフトは，自然にそうなっていたというだけではな
く，企業内弁護士側において，意図的な動きがあったことは留意するべきであろ
う。アメリカ企業内弁護士協会の設立(後述)にあたり，その動機の一つは「[創設
者たちは，]法務部と法律事務所の長く意識されてきた力関係の『不適切な配分（強
調引用者）』，－すなわち，企業内弁護士が依頼しているにも関わらず，自分が法
律事務所に対して監督や管理がほとんどできないこと－修正しようと決意してい
たのである。 68」
④

そのほかにも，企業内弁護士業務はプライベート・プラクティスとはそのあり
方について異なった面を持つ。
扱う個別法領域の「専門化」ということで考えたとしても，企業内弁護士業務
とプライベート・プラクティスではその様相を異にする面がある。企業内法務部
では法律事務所における業務では使用しないような業務方法，プロセス，ツール
を用いることもある。
このようなことから，弁護士業務の専門家が進んでいく状況の中で，単一の依
頼者に対して業務を提供することそれ自体が「一つの専門化のありかた」という
認識も芽生えてきた 69。
以上のことから，企業内弁護士はきわめて魅力の高い業務とみなされるように
なり，一流法律事務所のパートナーや高級官僚，検察官，そして裁判官までもが
企業内弁護士の列に参加したのである 70。

⑤

最後に付け加えるべきことは，以上のような過程の中で，企業内弁護士がその
自意識を発現させ，高揚するようになってきたことである 71。
企業内弁護士業務が「一つの専門化」である意識の芽生えについては前述した
が，企業内弁護士がその存在意義を肯定的に捉えるようになり，そのアイデンテ
ィティを自覚し，これを高唱するようになった。
企業内弁護士の「正統化」のシンボルともいうべき事象が，アメリカ企業内弁
護士協会(American Corporate Counsel Association, ACCA)の発足である 72。1982
年に設立された ACCA は，当時根強く残っていた，法曹界における企業内弁護士に
対する「二級市民」扱いを払拭し，企業内弁護士の地位を高め，これを一つの確
固とした「プロフェッショナル」たる存在とすることを目的の一つとしていた 73。
ACCA は当初わずか 50 人の会員で始まった。それがわずか 5 年の間に 2,300 社

Liggio (1997) supra note 2 at 1209
68 Daly (1997) supra note 13. at 1063
69 Hazard (1997) supra note 27 at 1012
70 Duggin (2006) supra note 2. at 999
71 Hazard (1997) supra note 27 at 1012
72 ACC 自身による設立経緯の説明として，http://www.acc.com/aboutacc/history/。自身が創設者
の一人である Carl Liggio の述懐として，Liggio (1997) supra note 2 at 1211，なお，Daly (1997)
supra note 11 at 1064，Duggin (2006) supra note 2 at 999
73 Daly (1997) supra note 13 at 1063

に勤める 8,000 人の会員を擁するようになった 74。
「ACCA は全米において，企業内弁護士が関心をもつ幅広いトピックについて研
究会を開催している。その影響力は会員内に留まらない。企業内弁護士業界の専
門的意見として，ACCA は常時重要な問題について，意見を公にしている。それは
法律事務所の報酬請求実務から，企業内弁護士とその企業内関係者とのコミュニ
ケーションについての州法上の資格要件の問題について及ぶ。ABA のような法曹
界における様々の強力な団体，連邦および州の司法当局，資格審査当局が ACCA
の意見に注意深く耳を傾ける。もっとも，それが常に実現するものでもないが。75」
４

まとめとして
以上，米国における企業内弁護士の盛衰を概観した。企業内弁護士の歴史は約 1 世
紀半さかのぼり，一時の停滞期を経て，1980 年代に復興するに至っている。復興の要
因については，現在につながるものとして，やや詳しく検討した。
本項を締めくくるにあたり，次の 2 つのことを改めて指摘しておきたい。
第 1 に，復興の要因として列挙したものの時系列的あるいは論理的な因果関係につ
いては，それぞれの要因が互いに因となり果となって，いわばスパイラル的に事態を
進展させたと考えられる。
第 2 は，弁護士たちを企業内弁護士業務に引き付け－あるいは引き離す－結果を生
み出した因子である。その歴史の検討の中で浮かび上がるのは，極めて重要であると
議論されている要素は，企業内弁護士が会社の意思決定，究極的には経営に対する影
響力であろう。
「企業内弁護士の黄金時代」においては，企業内弁護士になることは企
業経営者になることの登竜門と考えられた。しかし，ビジネススクールの台頭で，企
業経営者になろうとする者はそちらに流れてしまい，企業内弁護士は弁護士の中でも
「二級市民」と化してしまった。しかし，1980 年代，企業内弁護士の「復興期」にあ
たり，企業内弁護士の地位は再び向上し，－「黄金時代」とはその様相を異にする形
であったが－企業の行動に対する影響力が向上し，再び能力のある弁護士を引き付け
ることとなったのである。

2003 年，ACCA は Association of Corporate Counsel (ACC)と改称し，全世界を包含す
る団体となった。現在，85 か国に 3 万 5 千人以上の会員を擁する。
http://www.acc.com/membership/faqs.cfm
75 Daly (1997) supra note 13 at 1063
74
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若手企業内弁護士の悩みと外部弁護士 1
弁護士

1

藤本和也

１

はじめに
本稿は「若手企業内弁護士の悩みと外部弁護士」をテーマとしている。若手企業内
弁護士は様々な悩みを有している。
若手企業内弁護士は大きく分けて二つの悩みを有している。一つは，弁護士として
の経験が少ないが故に直面する悩みである。この悩みは，外部事務所において弁護士
としての職務を開始した若手弁護士が有する悩みと重なるところが多いのかもしれな
い。もう一つは，企業という組織に雇用され，指揮命令系統に組み込まれた中で弁護
士として活動するが故に直面する悩みである。この悩みは，外部事務所における弁護
士が直面することが恐らくない類いの悩みである。
若手企業内弁護士が有する悩みが外部弁護士にどのような影響を及ぼすのか。悩み
の克服に外部弁護士はどのように関わっていくことが出来るのか。これらについて検
討を加えるのが本稿の課題である。

２

「若手」企業内弁護士 2
(1) 本稿で想定する「若手」企業内弁護士
若手企業内弁護士の悩みを検討する上で，まず，どのような存在を「若手」企業
内弁護士と想定しているのかを明確にしておきたい。
弁護士会内においては，例えば，登録後５年未満の弁護士を「若手」と位置づけ
ていると思われる場合がある。しかし，司法試験の合格年齢，司法修習を修了する
年齢，弁護士登録を行う年齢は人によって様々であり得る。そのため，修習期が若
くても年齢は高い場合も考えられる。司法試験合格までに企業における勤務経験を
有している場合もあれば，企業において管理職に就任した経験があり企業内の力学
に馴染んだ者もいるだろう。これらの者が司法研修所修了直後に企業内弁護士にな
る際には，弁護士としての経験年数は少ないものの司法試験合格までの経験等が評
価されることにより，弁護士登録後５年未満であっても，入社後間もなく，企業に
おいて法務部門長や法務部門の管理職など企業内における一定のポジションを獲得
したケースも存在するところである。これらの者は，たしかに弁護士としては「若
手」であるが，
「企業人」として一定の評価を得ており，企業内における発言力も一
定程度有していることが考えられる。
本稿において筆者が念頭に置く「若手」企業内弁護士は，そのような存在ではな

従来，我が国の弁護士の多くは法律事務所に所属し，弁護士としての職務を行ってきた。
本稿では，このような弁護士を，企業内からみて外部法律事務所に所属する弁護士という意
味で，以下「外部弁護士」ということにする。
2
企業内弁護士は弁護士である以上，企業内弁護士を名乗るためには弁護士登録が必要である。
司法試験に合格した後に，修習を経ることなく企業に入った者（これらの者は一定の要件を
充足すれば後に弁護士登録を行うことができる。），および，修習を終え企業に入ったが弁護士
登録を行っていない者（これらの者は欠格事由がない限り弁護士登録をすることが可能であ
る。）は弁護士ではない以上，企業内「弁護士」ではない。

い。本稿において念頭に置くのは，
「弁護士」としても「企業人」としても経験の少
ない企業内弁護士である。若手企業内弁護士は，
「弁護士」としての自己の在り方に
ついて悩みを抱き，かつ，
「企業人」としての自分の在り方についても悩みを抱いて
いる。「弁護士」としての経験値が少なく，「企業人」としても企業のヒエラルキー
の比較的下位に位置づけられる企業内弁護士を，
「 若手」企業内弁護士と想定したい。
その最も典型的な例は，大学卒業後，企業等に就職した経験がないまま司法試験に
合格し，合格後直ちに司法修習生となり，司法研修所修了後直ちに企業内弁護士と
なった者である 3。
(2) 企業内弁護士の役割
若手企業内弁護士が有する悩みを理解するためには，企業における企業内弁護士
3

若手企業内弁護士について論ずるにあたって，どのような者を「企業内弁護士」として想定
しているのかについても，念のため論じておきたい。
我が国において「企業内弁護士」と呼ばれる存在は，近年，急激な増加を見せている。しか
し，
「企業内弁護士」とはどのような存在なのか，または，
「企業内弁護士」とはどのような存
在であるべきなのか，という問いに対して明確に回答することは難しい。「企業内弁護士」は
企業内においてどのような役割を果たす存在であるのかという問いについては，「企業内弁護
士」自身も回答に思い悩むところであり，外部弁護士のうち企業に勤務した経験を有しない場
合であれば，尚更，回答に思い悩むところであろう。
ここで，企業内弁護士を，「企業の従業員や役員などとして企業内において弁護士としての
職務を遂行する弁護士」と広く定義してみよう。このような定義に基づいた場合，企業内弁護
士の勤務形態としてどのようなものが考えられるのであろうか。企業内弁護士の勤務形態とし
ては，パートタイムとフルタイムが考えられる。パートタイムの勤務形態としては，例えば，
外部の法律事務所から週に数日，企業内の法務部門において勤務するというケースが考えられ
る。また，外部の法律事務所から一日数時間，企業内の法務部門において勤務するというケー
スも考えられる。一方，フルタイムの勤務形態としては，外部の法律事務所から１ないし２年，
企業内の法務部門に出向という形態で勤務するというケースもあり得る（このケースでは，出
向してきた弁護士は１ないし２年が経過すると所属法律事務所に復帰することになる。）。これ
らに対して，企業のみに所属する形態（外部の法律事務所からの出向のように復帰先を有しな
い形態）で勤務するケースがある。そのなかでも，契約社員として勤務するケースもあれば，
多くの従業員と同じく期限の定めのない従業員として勤務するケースもある。
各企業が置かれた状況は様々であることから，弁護士が企業内において職務を行ううえで，
その能力を最大限に発揮するために最も望ましい勤務形態というものが存在する訳ではない。
弁護士が企業内において職務を行ううえで如何なる勤務形態を採用すべきなのかは，企業内に
おいて弁護士が職務を行うこと求める企業側の事情や企業内において職務を行おうとする弁
護士側の事情といった様々な要素を総合して決せられることになる。企業を取り巻く状況（業
種・規模・親会社なのか子会社なのか，ホールディング会社なのか等），企業が法務部門や企
業内弁護士に何を期待しているのか（企業内の状況，企業が法務部門をどこまで重視する姿勢
を見せているのか等），企業内弁護士のポジション（法務部門の最高責任者たる役員，法務部
門長，法務部門管理職，法務部門非管理職のみならず，経営企画部門や営業企画部者といった
部門におけるポジションも考え得る。），企業内で職務を行う弁護士のセンスや能力，経験値と
いった種々の事情を総合して，最適な企業内弁護士の勤務形態が導かれることになるのだろう。
もっとも，我が国における企業内弁護士の多くは，出向のように戻る組織を有する形態では
なく，自らが職務を行う企業のみに所属し，かつ，フルタイムで企業内において職務を行って
いるものと思われる。本稿では，さしあたり，出向のように戻る組織を有することなく企業に
雇用され，当該企業のためにフルタイムで職務を行う弁護士を「企業内弁護士」と想定して議
論を進めることとしたい。

の役割がどのようなものなのかについて理解しておく必要があるだろう。
企業内弁護士は弁護士として，どのようにすれば唯一の依頼者である所属企業の
正当な利益を適切な方法を用いて最大化することができるのかを考えて職務を行な
っている（はずである）。時に，「企業はすべからく悪事を働くものであり，その一
員として企業に手を貸す企業内弁護士は，悪事に荷担する弁護士である」との誤解
を耳にすることがある。しかしながら，それは，
「刑事弁護人は悪人の擁護をするも
のであり，悪人に手を貸す刑事弁護人は，悪事に荷担する弁護士である」と誤解す
るのと同じことである。企業内弁護士は，企業の言いなりとなって違法行為や脱法
行為を指南するわけではない。企業内弁護士は，所属企業が社会の中で受け入れら
れ，社会のルールの枠内で発展していくために，所属企業にとって何が真の利益と
なるのかを自らの職責として考え提案する役割を担っているのである。企業内弁護
士は黒（違法）を白（適法）に変える権限や権利を有しているわけではない。仮に
企業内部で企業内弁護士がそのように言ったところで，企業が不正行為や違法行為
を行ったという事実を変えることはできない。どのように言い繕ったとしても，不
正行為や違法行為を行う企業は，法律的／社会的制裁を受け，最悪の場合，市場か
ら退場させられることになる（従業員やその家族，株主や取引先，消費者等々，様々
な者に衝撃と悲しみを与えることになる。）。
企業が社会のルールの枠内で適切に正当な利益を確保し最大化することができる
ようにするため，企業が抱える法的リスクをコントロールすることが企業内弁護士
の主要な任務である。所属企業が法令等を遵守し，不祥事を未然に防ぐことも，当
然のことながら法的リスクのコントロールの範疇である。所属企業が不祥事を起こ
した場合，所属企業の評価は失墜し存続の危機に直面する。所属企業が存続出来な
い事態となれば，数多くの従業員とその家族は路頭に迷うことになるが，同じく従
業員である企業内弁護士とその家族も路頭に迷うことになる。このような事態を防
ぐという観点からも，企業内弁護士は不祥事の防止に関心を持たざるを得ない。仮
に，企業内弁護士が不祥事に荷担したならば，そのような企業内弁護士はバッヂと
給料を失うことにもなる。この点，不祥事に荷担した外部弁護士はバッヂと報酬を
失うことにもなり，企業内弁護士の場合と何ら変わりはない。
３

若手企業内弁護士の悩み
(1) 若手企業内弁護士を取り巻く状況
若手企業内弁護士が所属企業において活躍するためには，自らの判断を企業内に
おいて尊重して貰うことが必須である。自らの判断を企業内において尊重して貰う
ためには，若手企業内弁護士が「弁護士」として，かつ，
「企業人」として一目置か
れる存在となる必要がある。
企業内には様々な人材が存在する。特定分野について豊富かつ詳細な法的知識を
有する弁護士資格のない法務担当者が存在する場合もある。若手企業内弁護士は，
そのような知識豊富な法務担当者から「弁護士」としての力を認められない限り，
一目置かれることはない。また，企業内には，人間関係に揉まれつつ様々な苦労を
経て評価を獲得してきた「企業人」が溢れている。それらの者から「弁護士」とし
て評価を受けることは勿論，
「企業人」としての力を認められない限り，若手企業内

弁護士が企業内において一目置かれる存在になることはできない。
我が国の企業において，企業内弁護士はまだまだ「異質」の存在である。若手弁
護士が組織の一員として企業に入り，「異質」の存在としての眼差しを受けながら，
徐々に「弁護士」としても「企業人」としても信頼を獲得し，
「我が社の企業内弁護
士」として一目置かれる存在となるためには，多くの困難が存在する。企業担当者
が企業内弁護士に接する際，企業内弁護士はあくまでも「内部の上司・同僚・部下」
である。しかし，それは悪いことではない。もし，若手企業内弁護士の社内におけ
る位置づけが「先生」に留まったとすれば，若手企業内弁護士が活躍していくこと
は難しい。企業内弁護士もその他の従業員も，同じく企業の目的を達成するため企
業内において異なる役割を担うチームの一員であり，いずれの企業活動において必
要な役割を担っている。弁護士が能力的に担当することができない業務は山のよう
にある。そのような中で，若手企業内弁護士は従業員達と信頼関係を築き，そして
一目置かれなければ，企業内において活躍することは出来ない。企業内弁護士が機
能するためのハードルは思ったより高い。
(2) 「弁護士」としての経験が不足していることによる悩み
若手企業内弁護士は，二つの悩みを抱えている。一つは，
「弁護士」としての経験
が不足していることによる悩みであり，もうひとつは，
「企業人」として経験が不足
していることによる悩みである。
「弁護士」としての経験が不足していることによる
悩みとして，主に二つが考えられる。
① 企業内法務に関する知識と経験の不足による悩み
一つは，企業内法務に関する知識と経験の不足による悩みである。
若手企業内弁護士は「弁護士」として職務を行った経験が少ない（もしくは全
くない。）。それ故，自らが担当すべき企業内法務に関する法的およびビジネスに
関する知識は浅く，企業内法務に必要とされる弁護士としての経験は不足してい
る。故に，企業内法務において自らが行う判断に自信が持てない分野が確実に存
在することになる。そのような分野について企業内における相談者のニーズを満
たすアドバイスを行うこと難しい。また，本人の自信の有無にかかわらず，いき
なり契約書等の成果物を適切に作成できる訳ではないだろうし，関係法令に従っ
た適切な判断を行うことが難しい場合も多いであろう。そのような状況において
も，若手企業内弁護士は企業内において「弁護士」としての判断を求められる立
場にあり，
「弁護士」による成果物を示さなければならない立場にある。先輩企業
内弁護士がいる場合には弁護士としての経験不足につきフォローが期待できる。
しかしながら，困難が顕在化しやすいのは特に若手企業内弁護士が所属企業初
の企業内弁護士である場合である。若手企業内弁護士は企業内で一刻も早く信頼
を獲得したいが，法的判断等において不適切な回答をした場合，当該若手企業内
弁護士の「弁護士」としての信用が失墜してしまう 4。不適切な回答を行ってしま
ったことにより「期待はずれ」との評価を受けてしまった若手企業内弁護士に対
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若手企業内弁護士が初の企業内「弁護士」として高い期待を受けている場合，中途半端な成
果物を提出したり，不適切な法的判断を行ってしまうと，「期待はずれ」との評価を受けると
になる。

しては，重要案件が回される機会が乏しくなりがちである。そうなってしまうと，
企業内弁護士としての良い経験を積む機会を失うことになる。
若手企業内弁護士は，自らの信用が失墜する恐怖感のなかで判断を示さなけれ
ばならない立場に置かれることになる。にもかかわらず，若手企業内弁護士は人
脈に乏しく，誰に相談すればよいのか分からないのである。
② 訴訟実務を中心とした能力の不足による悩み
もう一つは，外部弁護士が法律事務所において身につける訴訟実務を中心とし
た能力の不足による悩みである。
法律事務所に入った同期の弁護士達は着々と訴訟案件をこなし，訴訟実務を中
心とした法廷弁護活動のスキルを身につけていく。しかし，若手企業内弁護士は，
所属企業の案件について訴訟代理人になる機会が乏しい（もしくは，全くない）。
代理人として訴訟追行を行う機会に乏しい若手企業内弁護士は，訴訟実務を中心
とした法廷弁護活動のスキルを身につけることが難しい。
民事刑事の個人事件を受任することが可能であれば，訴訟実務を中心とした能
力を磨くことができるのかもしれないが 5，個人事件を受任することが許された企
業内弁護士は少ない。
「いったい，どのようにすれば訴訟のスキルを身につけることが出来るのだろ
うか？」，「訴訟ができないにもかかわらず，弁護士と名乗ってもよいのだろう
か？」，「訴訟ができない以上，もう自分は外部事務所でやっていくことはできな
いのであろうか？」などという若手企業内弁護士の悩みは尽きない。
③ 「企業人」としての経験が不足していることによる悩み
そして，「企業人」としての経験が不足していることによる悩みとは，すなわ
ち「会社員としてどのように振る舞えばよいのか分からない」という悩みである。
若手企業内弁護士は，自らの働きが周囲の従業員や上司から評価され信頼を獲
得する必要がある。そうすることができなければ，企業内における自らの発言力
が増加することはない。企業内において信頼を獲得するためには，
「弁護士」とし
ての評価を得るだけではなく「企業人」としての評価も得る必要がある。
「 企業人」
としての評価基準は様々である。ただ，企業活動は数多くの従業員が各々の役割
を全うすることによってはじめて成り立つのであり，他者を動かしていく力（他
者に働きかけ，役割を与え，役割を全うしてもらうためのマネジメント力）は，
企業人として必須となる。
「企業人」が有するべき力に関しては，様々な書物にお
いて論じられている。しかしながら，それらを所属組織の中で実践することは，
実は難しい。その他の若手従業員と同じく，若手企業内弁護士は「企業人」とし
てどうあるべきか，悩まざるを得ないのである。
さて，若手企業内弁護士が「企業人」として評価を受けることができなければ，
企業において昇進することが困難となる。いうまでもなく，企業内における発言
5

もっとも，個人事件の受任が可能である場合であっても，指導を期待できる先輩弁護士が職
場にいないという状況については，即独弁護士と余り変わりがないのかもしれない。個人事件
を行う企業内弁護士は，当然のことながら，弁護士としての能力不足により依頼者に迷惑をか
けることは許されないのであるから，誤った弁護活動を予防すべく相談や指導を受ける先輩の
外部弁護士を確保しておくことが必須であると思われる。

力は，その地位の高低に左右される。また，若手企業内弁護士の中には，法科大
学院に通うための奨学金や司法修習に際しての貸与金の返済を行わねばならない
者も多いと思われるが，内資の企業の多くは役職と給与が連動していることが多
いため，企業内において昇進しない限り給料の増加も見込めない。
若手企業内弁護士は，自らの「企業人」としての存在価値を企業内において認
めて貰う必要がある。しかしながら，どのようにすれば「企業人」としての評価
を得ることが出来るのか，五里霧中である。はたして，若手企業内弁護士は，ど
うすれば「企業人」として評価を得ることが出来るのだろうか。
④ 若手企業内弁護士の悩み克服に向けて
若手企業内弁護士の悩みは，最終的には若手企業内弁護士が自らの努力とセン
スで解決するものである。
例えば，「弁護士」としての経験不足については，自ら積極的に文献を読み，
各法分野についての知識と理解を深める必要がある。研究会に参加する等して理
解を深めることも有益であろう。また，訴訟に関する経験不足については，自分
が訴訟代理人として訴訟追行を行う機会を何とかして作るしかない。所属企業の
訴訟に代理人として関与できる状況を如何にして作るかである。
「企業人」として
の経験不足については，まずは，各部門の担当者や責任者と積極的にコミュニケ
ーションをとり，他者に働きかけていく場数を増やすことであろう。そのなかで
信頼関係を構築する体験の積み重ねが大切である。他者に対する積極性が必要と
なる。自らの立場に疑問を持たない者に悩みはない。悩みを有していたとしても，
解決のための努力をしない者が悩みから解放されることはない。
とはいえ，自らの立場に疑問を持ち，悩みを有し，悩みを解決しようと努力し
たとしても，それらが解決可能であるのか否か，解決に向けた方向性は正しいの
か否か，若手企業内弁護士には分からないことが多い。思えば，誰しも，かつて
は「若手」弁護士であった。新人の頃は誰しも未熟であるが故の過ちを犯しがち
である。そのような新人を，数多くの先輩弁護士が，厳しくそして優しく導いて
くれたのではなかっただろうか。法律事務所に所属する若手弁護士には，相談す
る先輩が存在する。しかし，若手企業内弁護士，とりわけ司法研修所修了直後に
初の企業内弁護士となった者は，相談先が乏しい。若手企業内弁護士が困ったと
きに相談することができる先輩弁護士は，誰なのであろうか。若手企業内弁護士
が前向きに，積極的に，懸命に「弁護士」であろうとするその時，外部弁護士は
何か手を差し伸べることが出来るのだろうか。
４

若手企業内弁護士にとっての外部弁護士
(1) 外部弁護士の意義
若手企業内弁護士にとっての外部弁護士の意義として，例えば以下のような事項
が考えられる。①企業内における自らの仕事を外部弁護士として支えてくれる存在
であること，②自らが分からないことや判断できないことについて適切に方向性を
与えてくれる存在であること，③法務部門の課題を解決するために適切な外部委託
先として機能してくれる存在であること，などである。
外部弁護士が，①司法研修所修了直後にはじめての企業内弁護士として企業に入

った者のよき相談者となってくれたり，②若手企業内弁護士を指導し育てるという
観点から接したり，③若手企業内弁護士が上司に十分に意見を伝えられない場合に，
外部弁護士の立場から若手企業内弁護士が上司に言いにくいことを伝える，などの
役割を果たしてくれる外部弁護士は，若手企業内弁護士にとって必要不可欠な存在
になると思われる。
逆に，若手企業内弁護士が困惑する事態を外部弁護士が招くこともある。例えば，
①企業の現実に適合するように，一方で，法的問題を回避するように，若手企業内
弁護士が苦労して社内調整を行い，法務部門や企業の方針を打ち出したにも関わら
ず，そのような社内調整を無視して，企業の現実を軽視した硬直的な回答や助言を
行うケースが考えられる 6。また，②業界に関する特殊性に関する知識や業界に関す
る法分野についての専門性が十分でないにもかかわらず，十分なリサーチや事実確
認等を行わず，要領を得ない回答をするケースも考えられる 7。この他，③外部弁護
士が，若手企業内弁護士の実力・経験不足等を企業の関係者の前で不必要に強調す
るなどのケースも考えられる。いずれのケースについても，若手企業内弁護士の社
内における評価や立場を悪化させることにつながりかねない行為であり，若手企業
内弁護士は困惑せざるを得ないだろう。若手企業内弁護士は，このような外部弁護
士から距離を置くことになると思われる。
(2) 外部弁護士の必要性
特に，司法研修所修了直後に初の企業内弁護士として企業に入った若手企業内弁
護士は，信頼できる相談相手が乏しい。
若手企業内弁護士は守秘義務を負っていることから，所属企業に生じた問題点を
安易に外部弁護士に相談することが出来ない。そのため，若手企業内弁護士は相談
先が限定されている。企業の顧問弁護士等が良き相談相手となれば，守秘義務を気
にせず相談が可能となる。気軽に雑談も含めて相談に乗ってくれる外部弁護士は，
若手企業内弁護士にとって心強い存在となるであろう。若手企業内弁護士が相談で
きる外部弁護士の存在は貴重である。よき相談相手としての役割を，顧問弁護士や
業務委託先の弁護士が担うことはできないであろうか。また，若手企業内弁護士は，
弁護士として未熟であるが故に自らの判断に不安を抱いている。若手企業内弁護士
が起案した社内法律相談の回答書や契約書の内容について，外部弁護士が指導する
6

このようなケースは，若手企業内弁護士の立場を踏まえ，事前に十分な意思疎通を行うこと
で回避できると思われる。
なお，法的リスクを減少させつつビジネスを進めるためには様々な方法が考えられる。ビジ
ネスの法的枠組み自体を後から変更するという厄介な方法もあれば，ビジネスの枠組み自体は
維持しつつ担当者を入れ替えることにより対処するという比較的容易な方法も考えられる。ビ
ジネスにおいて法的リスクをコントロール方法は一つではない。企業内弁護士は，市場の動向
や当局の規制レベル，社内態勢，担当する従業員の能力等，所属企業を取り巻く様々な事情を
踏まえて，法的リスクのコントロールを試みる。しかし，そのような調整が必要であることを
理解せず，外部弁護士が「唯一の正解」を頑なに回答する場合，企業内弁護士は困惑せざるを
得ないのである。
7
このようなケースは，企業内弁護士を超える専門性を有する外部弁護士が同じ地域に比較的
多く存在する場合には発生しにくいと思われるが，企業内弁護士を超える専門性を有する外部
弁護士が同じ地域に存在しない場合には，起こりがちであると思われる。

機会を設けることはできないであろうか。そして，外部弁護士は，若手企業内弁護
士が訴訟を担当することは不要と考えている上司に対して，自らが受任した訴訟案
件につき企業内弁護士も代理人として加え，起案を担当する機会を与えるよう説得
することや証人尋問を担当する機会を与えるよう説得することはできないであろう
か。
若手企業内弁護士が企業内において信頼を獲得し一目置かれる存在となれば，ゆ
くゆくは外部弁護士の選定・管理を担うことになるだろう。若手企業内弁護士が法
務部門長やジェネラル・カウンセル（社内における法務担当の最高責任者）の立場
になれば，その可能性は一層顕著となるだろう。外部弁護士が若手企業内弁護士の
信頼を獲得することができれば，外部弁護士は企業にとって，これまで以上に必要
不可欠な存在となるはずである。
ただ，若手企業内弁護士と外部弁護士が新たな協働関係を構築するための前提と
して，外部弁護士は企業が必要とする専門性を身につけねばならない。企業が必要
とする専門性を身につけるためには，例えば，当該企業が属する業界で問題となっ
ている事例や最新動向等の研究を若手企業内弁護士と共同で行い，共に研鑽するこ
とが考えられる。外部弁護士は若手企業内弁護士とともに研究を行い，専門性を高
めつつ，同時に若手企業内弁護士を支援する役割を担うことができるだろう。
５

若手企業内弁護士の導入と外部弁護士を取り巻く状況の変化
若手企業内弁護士が企業に導入された場合，従来の外部弁護士の立場がどのように
変化するのかを検討しておきたい。
従来，外部弁護士に相談するのは「弁護士ではない一般の担当者」であったかもし
れない。そのため，外部弁護士による「仕事の質」は十分に評価されなかった可能性
がある。弁護士の職人芸ともいえる専門性のある配慮の行き届いたアドバイスを行っ
たにもかかわらず，その絶妙さが理解されなかったのである。しかし，若手企業内弁
護士が導入された場合，従来の「弁護士ではない一般の担当者」は新たに「弁護士で
ある担当者」に交替することになる。そうすると，外部弁護士の「仕事の質」が正当
に評価される可能性が飛躍的に増大するのである。当該企業が属する業界における法
的問題を扱うために必要とされる知識や訴訟経験の有無，当該企業が必要とするレベ
ルの法的専門性の有無，相談に対するレスポンスの早さなど，外部弁護士としての「仕
事の質」が企業内「弁護士」によって適切に評価されることになるのである。より高
く評価されて然るべきであった外部弁護士の仕事については，企業内弁護士が高品質
であることに気付くのである。質の高い仕事をする外部弁護士への相談は，徐々に増
加することになるであろう。
例えば，訴訟についてはどうであろうか。従来は，結果のみで評価され，献身的な
訴訟追行過程が十分に評価されてこなかったとしても，企業内弁護士を通じて，
「外部
弁護士の訴訟追行の質」の積極的な評価が可能となるのである。もちろん，外部弁護
士の「訴訟追行の質」を判断するためには，企業内弁護士自身に法廷弁護の力が備わ
っているのかによることになる。若手企業内弁護士には訴訟代理人となった経験が全
くないか経験が乏しい者も少なくない。ただし，これらの企業内弁護士も司法修習を
経ていることを考えれば，少なくとも外部弁護士の「訴訟追行の質」は「司法修習を

経た者」により一層適切に評価されることになるのである。また，若手企業内弁護士
が企業内において評価され，信頼を獲得し，社内における法務部門および企業内弁護
士の重要性が認識されていくならば，企業が法務部門に与える予算は増加し，相談件
数の増加や契約書作成依頼の増加等の形で外部弁護士に対する依頼の増加をもたらす
可能性がある。若手企業内弁護士の導入および若手企業内弁護士の企業内における発
言力の増加は，外部弁護士に対して将来の需要増をもたらす契機となり得るものであ
る 8。
このように，若手企業内弁護士の導入により，企業と外部弁護士の関係に大きな構
造の変化が生じることになるのである。
６

8

若手企業内弁護士が担う業務と外部弁護士
企業内弁護士は所属部門，役職，個別に与えられた役割により異なる。例えば，法
務部門の内部においても，事業部門，国内・海外（更には各々の地域毎），訴訟案件と
それ以外の企業法務，法律分野（契約関係・カスタマー関係・事業者関係等），商品等
の別で異なる役割を担うことがある。また，企業内弁護士を法務部門以外に配置して
その部門に関する法的リスクのコントロールを行うこともある。ともあれ，一般的に
企業内弁護士が担う業務としては，いわゆる「企業法務」を思い浮かべると分かりや
すい 9。
企業内において法的リスクを発見するための制度化された端緒としては，主に「法
律・法務相談」と「契約審査」が挙げられるであろう。いずれも，ほとんどの企業内
弁護士が担当する業務であろう。また，企業内法務部門単独では判断が難しい事項，
事務負荷が大きすぎるため企業内法務部門単独では処理できない事項，企業内法務部
門において判断が可能であるが外部弁護士に相談のうえ見解を得たというプロセスが
必要と判断される事項については，外部弁護士の存在が必要不可欠であり，企業内弁
護士は外部弁護士とともに案件の処理にあたることになる。そこで，企業内弁護士が

ただし現状では，とりわけ中小企業において法務部門のみならず専属の法務担当者を設置し
ていない企業が多いと言えるだろう（例えば，岡山経済同友会において開催されたシンポジウ
ムの報告書である「平成２６年度第５回企業法務・会計研修会報告書『企業内弁護士が与える
影響とは？』～組織内弁護士の研究～」４頁参照。岡山経済同友会会員企業３９９社に対して
行ったアンケート結果（回答数１７６社，回収率４４．１％）によれば，法務専門部署を有す
る企業は７．０％であり，法務専門部署を有しないが法務専任担当者を置いている企業をあわ
せても，全体の９．３％であった。なお，法務専門部署を有さず他部門と法務の兼任担当者を
置いている企業は，全体の２３．８％，法務担当者が全く存在しない企業は全体の６６．９％
である。）。企業内法務の重要性については未だ十分に理解されているとはいえないだろう。そ
して，企業内弁護士の必要性やメリット，および，外部弁護士の必要性やメリットについても，
未だ十分に理解されていないと言えよう。
9
法務部門が担当する業務のうち多いものとして以下の項目が挙げられる。順位は以下のとお
りとなっている（「会社法務部【第１０次】実態調査の分析報告」別冊 NBL／No.135（商事法務）
４３頁参照）。
契約関係（国内），法律相談関係（国内），訴訟等管理関係，契約関係（国際），内部統制／
コンプライアンス，株式・総会関係，取締役会関係，知的財産関係，債権管理・担保管理関係，
子会社・関連会社関係（国内及び国際），文書業務関係（国内），M&A 関連，トレード・シーク
レット，個人情報関連，投資・合弁事業関係，その他（国内），社債等

担当する業務として「外部弁護士への相談」が重要な役割となる。なお，外部弁護士
の見解に誤りがあるケースも考えられることから，外部弁護士の見解の当否を判断し，
当該弁護士の見解の採否を見極めるのも企業内弁護士の役割となる。なお，外部弁護
士に対して適切な相談を行うためには，相談する案件について企業内弁護士自身が法
的判断を行ったうえで一定の法的見解を有していることが重要である。その他，
「訴訟
管理」，「コンプライアンス」，「規制法対応」，「取引先・相手方との交渉」，「株主総会
対応」，「M&A 対応」，「コーポレートガバナンス」，「知的財産」，「労務」等が企業内弁
護士の役割として考えられるところである。
さて，若手企業内弁護士がどのような業務を担うことになるのかは，当該若手企業
内弁護士が置かれた状況により千差万別である 10。企業内弁護士は６０期代が多く，
本稿でいうところの若手企業内弁護士が多いと思われる。上記項目が関係する案件の
重要性により若手企業内弁護士の案件への関与の仕方は異なってくると思われるが，
どのような案件を担当するにせよ，既に先輩企業内弁護士が活躍している場合には，
先輩企業内弁護士によるＯＪＴを受けつつ業務を担うことが可能となる。若手企業内
弁護士は先輩企業内弁護士とともに法律相談を受け，回答を起案することが考えられ
る。また，契約審査については，契約書案を検討し，問題点を抽出し，修正プランを
考え，最終的に先輩企業内弁護士による確認を受けることが考えられる。いずれにせ
よ，先輩企業内弁護士が存在する場合には，判断を誤る危険性は減少すると思われる。
一方，司法研修所修了直後にはじめての企業内弁護士として企業に入った場合には，
「法律・法務相談」，「契約審査」，「外部弁護士への相談・選定・管理」，「社内教育～
従業員の指導～」，「企業の危機への対応（不祥事発生時のマスコミ対応に関するアド
バイス，当局の監督・検査への対応（特に金融検査），組織内調査対応，ADR 対応（特
に金融 ADR），訴訟・調停対応等），
「会議体の事務局機能」，
「株主総会の事務局機能」，
「組織再編・M＆A への対応」など，あらゆる案件を担わざるを得ない可能性もある。
10

「会社法務部【第１０次】実態調査の分析報告」別冊 NBL／No.135（商事法務）115 頁によ

れば，社内弁護士を法務部門の業務でどのように活用しているかについて，以下の順序で活用
がなされているようである。
1.

専門的見地からのメモランダムや契約書などのドラフト・起案

2.

社内の法務教育の講師（法務部門内外を問わず）

3.

コンプライアンス関係の指導・助言

4.

顧問弁護士や外部弁護士からの意見書・鑑定書や各種アドバイスに関するチェック機

能
5.

法曹界人脈を活用した情報収集・ロビイング活動やネットワーク構築

6.

簡易裁判所以外での訴訟時の代理人

7.

弁護士守秘特権の利用

8.

外部弁護士の管理

9.

簡易裁判所での訴訟時の代理人

10.

調停時の代理人

11.

その他

このような業務を，経験が無い若手企業内弁護士が単独で担うことは不可能である。
単独で判断を行う場合，判断を誤る危険性が高い。
司法研修所修了直後にはじめての企業内弁護士として企業に入った場合，若手企業
内弁護士にとって相談できる外部弁護士の存在は極めて大きなものとなる。外部弁護
士と若手企業内弁護士が信頼関係を築くことが出来た場合，若手企業内弁護士は企業
において信頼を置かれるとともに，外部弁護士は企業にとって不可欠の存在となるで
あろう。
７

若手企業内弁護士が導入されると外部弁護士は不要となるのか
若手企業内弁護士が導入された場合，外部弁護士が不要になるのではないかとの不
安を耳にすることが多い。
「企業内弁護士が導入された場合，顧問先企業から顧問契約
を解約されてしまうのではないか。」，
「 頻繁に相談を受けている企業から相談が来なく
なってしまうのではないか。」，
「企業内弁護士が導入され，企業内弁護士が機能した場
合，事務所の収入はどうなってしまうのであろうか。」といった不安である。これらは
企業内弁護士が導入される場合に，外部弁護士が抱く懸念の一例だといえるだろう。
企業内法務に関する一定の案件については，このような懸念が当たっている。若手
企業内弁護士が機能すると外部弁護士が不要になる業務は存在しているのかもしれな
い。例えば，弁護士であれば誰でも分かる法律相談案件である。企業によっては，弁
護士であれば（司法試験合格者であれば）誰でも知っている法的知識についても，顧
問となっている外部事務所に「丸投げ」している場合がある。この場合，企業の担当
者が相談を行うと，教科書の該当部分のコピーとともに教科書に記載されたとおりの
回答がなされるということになる。このような案件について顧問料やタイムチャージ
を支払って相談が成り立つのは，企業担当者と外部弁護士の情報格差が著しいからで
ある。若手企業内弁護士はこのような相談に対して迅速に回答を行うことができるの
であって，外部弁護士に相談する動機は減少することになるだろう。また，ルーチン
ワーク的な判断と処理を伴う業務についても，企業によりけりではあるが，若手企業
内弁護士が内製化を行うことにより外部弁護士の業務は減少する可能性があるといえ
るだろう。さらに，一度，法的枠組みを整理してしまえば内部処理が可能となる分野
についても，顧問となっている外部事務所に「丸投げ」している場合がある。このよ
うな案件であっても，企業担当者が「何も分からない」という状況であれば，毎回，
外部弁護士の指示を仰ぐことになる。このケースも，企業担当者と外部弁護士の情報
格差を前提にして依頼が成り立っているということになる。しかしながら，若手企業
内弁護士が案件の背景となる法的スキームと規範の適用を一度理解してしまえば，そ
の後は淡々と判断と適用を行っていけば足りる案件は存在する。これらの案件に関す
る業務は，若手企業内弁護士が機能したならば外部弁護士が不要になるのかもしれな
い。
これらに対して，上記懸念が当たらない案件が存在する。企業内弁護士が機能した
としても外部弁護士が依然とされる業務は数多く存在している。例えば，訴訟業務に
ついてみると，とりわけ法律事務所を経ることなく司法修習修了後直ちに企業に入っ
た若手企業内弁護士は，そもそも代理人として法廷に立ったことのない者も存在する。
また，代理人として訴訟を追行するためにはかなりの時間と労力が必要とされる。そ

のような場合，企業は企業内弁護士を訴訟代理人とすることを避け，外部弁護士に訴
訟追行を依頼するであろう。また，企業内弁護士の専門性を外部弁護士の専門性が上
回っている場合には，外部弁護士への依頼を行うことになるだろう。逆に外部弁護士
の専門性を企業内弁護士の専門性が上回っていた場合，企業内弁護士は当該専門分野
について外部弁護士に相談を行う必要を感じないかもしれないが，そのような場合で
あっても，企業として外部弁護士から「補強する見解」あるいは「権威ある見解」を
取得する必要がある場合には外部弁護士に相談を行うことになるだろう。量的に企業
内弁護士ではこなすことができず多数の弁護士の力を借りなければならない業務につ
いても外部弁護士は必須である。企業内弁護士が企業内で信頼を得てその活動範囲を
拡大させれば，企業内弁護士によって新たに発見される法的問題もまた増加すること
は，経験的な事実である。このような場合，外部弁護士が上記のように若手企業内弁
護士で代替しえない業務を提供することができれば，企業内弁護士が入社して外部弁
護士への依頼が減るどころか，かえって相当に増大することもまま見られるところで
ある。
なお，ルーチンワーク的な業務が内製化される可能性について指摘したところであ
るが，企業の中には，外注できる業務は外注し，企業内弁護士は企業内弁護士でなけ
ればできない業務に専念させる企業も存在している。若手企業内弁護士が適切に成長
し，所属企業のビジネスを強力にサポートすることができるようになれば，社内の重
要案件の契約交渉，取締役会対応，コンプライアンス・リスクマネジメント案件対応，
法務戦略を含めた社内戦略策定への協力，約款・社内規定の策定・改定，子会社管理
（子会社の取締役・監査役となる場合もある），ロビイング，有報チェック等，若手企
業内弁護士が力を発揮しうる職務は尽きない。その場合，若手企業内弁護士は企業内
弁護士でなければできない業務で多忙となる。企業内弁護士と外部弁護士は役割分担
を行いながら，各自が担うべき業務を遂行するのである。若手企業内弁護士がルーチ
ンワーク的な業務から飛躍し企業内における重要案件に関与するようになれば，社内
における法務部門と企業内弁護士の力は増加し，外部弁護士に対するニーズは，自ず
と生じるのである。
８

おわりに
若手企業内弁護士は悩みを抱いている。
外部弁護士の助力により若手企業内弁護士が悩みを克服することができたならば，
外部弁護士は若手企業内弁護士の信頼を獲得することになるだろう。その際，外部弁
護士は企業にとって必要不可欠の存在となるはずである。
若手企業内弁護士と外部弁護士が新たな協働関係を構築することにより，両者はと
もに発展していくだろう。弁護士が活躍する場はより広がっていくに違いない。
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第１
１

問題意識と問題提起
はじめに（目的）
法律事務職員（以下「事務職員」という。）は，弁護士業務（法律事務所経営）にお

いて，必要不可欠な人的資源のはずである。しかし，いまだ，多くの法律事務所にお
いて事務職員の有効活用はなされていない。それはなぜなのか。弁護士が，事務職員
の活用方法について無知なのか。有能な事務職員の養成方法が分からないのか。そも
そも有能な事務職員など存在しないのか。存在したとしても，経費の増大等を恐れる
余り，採用や積極活用を断念しているのか。それとも，事務職員に対して多くの期待
をしていないのか。それは，事務職員の有効活用など不要と判断しているがゆえのこ
となのか。有効活用の意義を見出せないでいるだけなのか。人材に恵まれていないだ
けなのか。理由は，様々であろう。しかし，事務職員の有効活用によって，単に「業
務の質」を高めるだけでなく，
「業務の拡大」を実現している事務所が少なからず存在
していることも，紛れのない事実である。
そこで，今回の弁護士業務改革シンポジウム第３分科会としては，より多くの弁護
士が，事務職員の有効活用のメリットとメソッドを認識・習得され，事務所経営の安
定と発展を実現していただきたいと考え，その参考となる実例を紹介しつつ，実践方
法を提供しようとするものである。
２

昨今の背景事情
いわゆる「司法改革」と称する一連の制度変更等により，弁護士を取り巻く環境が
変化している。市民の目線でこの司法改革の到達点を検証し，伸ばすべき点は発展さ
せ，見直すべき点は大胆に見直されることを期待するが，当分科会は，現在の弁護士
を取り巻く環境を前提として，弁護士（会）自身で実現できることから取組みを始め，
弁護士業務を活性化させ，市民に対して，良質な法的サービスを提供する基盤の拡充・
再構築を目指すべきであると考える。
若手を中心とした多くの弁護士が，今，経済的な不安から，本来，事務職員の積極
活用によって享受できるはずのメリットを，断念・放棄せざるを得ない状況にある。
事務職員を単なる事務所経営上の経費増加としか考えられず，事務職員の活用により，
事務所を発展させるという視点と意欲を持てない状況にある。これは，単なる弁護士
業界内部の問題にとどまらず，市民に対する法的サービスの劣化という重大な問題に
行き着く，不幸な事態である。
当分科会は，事務職員の活用に関して悩んでいる弁護士に対し，事務職員活用の意
義を認識してもらうと共に，その具体的方法を提供し，事務職員活用による事務所の
活性化について提言していきたいと考えている。

３

事務職員の有効活用に関する視点と構成要素
有能な事務職員を養成し確保するためには，大別して二つの観点から考える必要が
あろう。
一つは，中長期的な観点であり，事務職員という職業を魅力的なものにする工夫で

ある。具体的には，弁護士及び事務職員の双方から見た「雇用の流動性の確保」と「事
務職員の働き方の多様性の確保」である。もう一つは，短期的（喫緊）な観点である。
それは，事務職員活用によるメリットを多くの弁護士が実感することであり，また，
事務職員の能力向上に関する諸施策の構築と実施である。当分科会では，専ら，早期
に達成すべき問題である後者について取り上げるものであるが，より根源的な問題で
ある前者についても，付言しておきたい。
(1) 事務職員の資格化
事務職員という職業を魅力化することは，有能な事務職員を育成・確保するため
に不可欠な視点である。単なる待遇改善ではなく，言わば，事務職員の「職業」の
確立が必要と考える。すなわち，法律事務所に就職したばかりの職員又は相対的に
単純な労務に服している職員も，弁護士を実質的にサポートしてくれる有能な職員
も，全て同じ「事務職員」というのは良いことなのであろうか。医師を補佐する看
護師や裁判官を補佐する書記官と比較して，弁護士を補佐する事務職員という職業
は魅力的なものであろうか。評価は人それぞれであろうが，前二者と事務職員の決
定的な違いは，国家的な資格又はこれに準ずる地位の確保の有無である。看護師を
例にとれば，現に仕えている医師が加齢又は何らかの事情で廃業する事態が迫って
いても慌てることなく，現在の上司である当該医師を最後まで補佐することができ
る環境にある。それは，看護師が国家資格に基づく職業であり，その能力担保は国
家によりなされており，かつ，市民に看護師という職業の有用性は周知・評価され
ているからである。したがって，看護師は当該医院の廃業の後の就職先に対する不
安は，
（事務職員との比較で言えば）深刻ではない。よって，一生の仕事としての看
護師を目指す者が確保され，かつ，有能な人材が集まる可能性が担保されている。
これは国家資格の例であるが，民間の資格（能力認定制度）であっても，同様の機
能を有する例はある。ＴＯＥＦＬ又はＴＯＥＩＣがそれであり，秘書検定や，かつ
ての珠算検定制度もそうであろう。公益財団法人講道館による段位や華道家元池坊
による教授認定は，職業に直結しないまでもその能力について市民から一定の信頼
を得ている。ところで，日弁連による現在の能力認定制度は何が欠けているのであ
ろうか。どのように発展させて行けば良いのであろうか。そもそも，日弁連によっ
て，改善・改革を実現することは無理なのであろうか。日弁連の守備範囲ではなく，
「国家（政府）」に頼る必要があるのであろうか。
有能な事務職員を職業的に確立させることは，事務職員や弁護士といった業界内
部の問題にとどまらず，良質な法的サービスの享受の有無に晒される市民にとって
も重大な問題である。
事務職員制度に関して（国家）資格化を議論するとき，必ず繰り返される論点が
ある。
「非弁」に当たるのではないかということである。しかし，我々は，弁護士に
よる法律事務独占という狭隘な視野に立つことなく，市民への法的サービスの充実
という視点から考え直すべきであろう。現在，議論され始めている事務職員の資格
化問題は，弁護士資格と対立するものではなく，あくまで，弁護士の指導監督の下
に活動する補助職としての「能力担保と地位そして権限」論である。

(2) 事務職員の働き方
以上は，事務職員という職業を魅力化するための方法である「雇用の流動性の確
保」であるが，もう一つの観点である「事務職員の働き方の多様性の確保」に関し
て参考になるのは，米国における「フリーランス」のパラリーガルであろう。詳細
は，必要に応じてシンポジウム当日に報告し，又は資料を配付するが，ここでは，
あえて，日本版の「フリーランス」制度を構想してみたい。ちなみに，米国におけ
るパラリーガルの形態は，「エンプロイー（被雇用者）」，「フリーランス」及び「イ
ンディペンデント（非弁活動）」に大別されている。
さて，日本版フリーランスの一形態として，以下のものが考えられる。すなわち，
「弁護士を顧客として法律事務を提供する事業」である。個人事業として行うか会
社組織等で行うかはともかく，弁護士又は弁護士法人を顧客とし，事案単位で法律
事務業務を委任又は請負類似の無名契約により，受任又は受注して当該事案に関し，
弁護士（弁護士法人）をサポートする業態（ビジネスモデル）である。事業者（事
務職員）は，弁護士が同時に複数の顧客から事件を受任するのと同様に，同時に複
数の法律事務所から別個の事案の補佐業務を依頼・発注され，当該業務が終了する
までの間，一定の報酬の下に，顧客である弁護士（弁護士法人）に対し事務職員（パ
ラリーガル）としての業務を提供する。顧客は，法的問題を抱えた当事者である市
民や企業等ではなく，弁護士（弁護士法人）である。当該弁護士（弁護士法人）の
実質的な指揮監督下において業務を遂行するものであり，依頼者である市民や企業
等に対する責任は全て当該弁護士（弁護士法人）が負担する。もちろん，
「非弁」に
当たらないことが前提となっている。配慮すべきは，別個の法律事務所からの事案
を処理することによる守秘義務・利益相反の問題であるが，これは伝統的な被雇用
者たる事務職員においてもあり得る問題であろう。特に，弁護士が複数在籍する法
律事務所の事務職員においては，日常茶飯事である。ここで重要なのは，単なる派
遣事務職員との相違である。派遣は，雇用主から見た場合，雇用調整手段との側面
が強くなりがちであるが，実質的に就業専念義務に服する意味では，上記エンプロ
イー（被雇用者）の一種に過ぎない。ここで想定するフリーランスは，独立事業主
であるということである。
ところで，このような業務の発達は，弁護士，事務職員及び市民にとってどのよ
うな変革をもたらし得るのであろうか。
まず，弁護士にとっては，賃金等が高額化する「有能な」事務職員を常時雇用す
ることの負担から解放され，必要に応じ，当該事案に適した能力のある事務職員と
契約することにより，当該弁護士の顧客に対する法的サービスの質を向上させるこ
とができよう。例えば，経済的基盤が脆弱な若手弁護士であっても，有能な事務職
員のサポートを必要とする事案に遭遇する機会はあるはずである。その機会におい
て，当該弁護士が遺憾なくその実力を発揮することは，顧客層の信頼を得て，更な
るビジネスチャンスを確保する可能性がある。しかし，そのチャンスに備えて，日
常，高賃金の有能な事務職員を雇用し続けることは困難であり，フリーランスはこ
の需要に応えうる。
次に，事務職員にとっては，培ってきた法律事務のスキルを，定年・失職等によ

る事情によって埋没させることなく，複数の法律事務所からの要請により発揮・提
供することができる。国家資格等による能力担保（雇用の流動性）が実現していな
くても，こうした働き方（フリーランス）を確立することにより，有能な事務職員
となることを目指す者が増加する契機となり，他方，職業としての事務職員であり
続けることについての不安が軽減されよう。伝統的な被雇用者としての事務職員像
が今後も主流であろうが，事務職員として生きていく方法が多様化することは歓迎
すべきことである。ちなみに，フリーランス制度は，事務職員が就業先（弁護士等）
を選択することに繋がるはずであるが，我々弁護士はそれでも魅力的な雇用主であ
り続けたいものである。
最後に，市民・企業等の法律事務所の顧客にとっては，多数の事務職員を雇用し
ていない小規模法律事務所に対しても，安心して事件を依頼する素地が醸成される。
何らかの事情で多くの事務職員を雇用していない事務所に対しても，顧客層はその
ことのみで躊躇することなく事件を委ねることができ，顧客層にとっては弁護士に
対する選択の余地が広がることになろう。
以上は，あくまで日本版フリーランスについての一試論であるが，アメリカにお
けるフリーランスパラリーガルの実情を参考にしつつも，日本に適した業務形態に
ついて，更なる検討が必要であろう。
４

本論（第３分科会の具体的内容）
～当分科会でシンポジウム当日に，紹介，議論，検討及び提言すること～
諸々の事情によって，少なからぬ法律事務所において，事務職員の能力の有効活用
ができていないのが現状である。その理由が，事務所の財務基盤の脆弱さからのもの
であった場合，おそらく，当該法律事務所は，いわゆる「負のスパイラル」に陥る危
険性が高い。
事務職員の賃金等の固定経費を節約し，目先の負担回避は達成できても，失うもの
は甚大であると懸念する。本来，事務職員に担当してもらうべき業務を弁護士自ら処
理せざるを得なくなり，弁護士本来の業務に割ける時間が減少する。具体的な弁護士
業務のクオリティーの確保に不安が生じるばかりか，潜在需要に対応するための専門
分野等に関する学習等の余裕もなくなり，ひいては，顧客獲得に繋がり得る社会貢献
活動や「お付き合い」等の営業活動すらままならなくなりはしないか。
当分科会は，このような「負のスパイラル」から脱却し，事務職員の有効活用によ
る弁護士業務の質的向上と拡大を図ることを目的としている。ここでは，伝統的な被
用者としての事務職員の活用を主たるテーマとする。
まず，現在の弁護士と事務職員の置かれている状況について実勢報告を行い，事務
職員を雇用する有用性について再認識する機会を提供する。次に，有能な事務職員の
活用による業務を改革し，業務内容の拡大について試みている実例を紹介したい。そ
して，事務職員の能力とはどのようなものがあるのか，どのようなことができるのか
を実例を交えて，紹介・検討する。さらに，非弁問題に配慮した上で，どこまで事務
職員を活用できるのかについて検討する予定である。様々な参考になる事例報告のほ
か，パネルディスカッションがメインとなるが，当分科会では，これらの問題につい

て精力的に取り組んでいる弁護士や見識のある事務職員のほか，この問題についてラ
イフワークの一つとして位置づけておられる研究者，そして，法律事務所経営という
観点から１００以上の法律事務所の経営指導に当たられているコンサルタントから，
事務職員の積極活用についてその知見を披瀝していただく予定である。
当分科会で取り上げる事務職員の有効活用による『業務拡大』については，二つの
側面があることを指摘しておきたい。一つは「既存業務の質的向上」の側面であり，
もう一つは「新規業務への進出」である。言うまでもなく，事務職員の活用による業
務の質的向上は，弁護士が時間的な余裕を享受することにより，業務の拡大にエネル
ギーを傾注する基盤の確保となる。事務職員の活用による新規業務への進出は，正に，
社会のニーズに応えるための法律事務所の変貌に関する試みである。市民や企業等は，
弁護士は法廷活動等の伝統的業務のみを行う業態であると誤解しがちである。企業を
例にとれば，伝統的弁護士に期待するものは，原状回復的なネガティブなものになり
がちであり，企業の発展というポジティブな側面で弁護士を積極活用している例は，
いまだ少数ではなかろうか。弁護士はより広い分野に進出し，社会に貢献すべきでは
なかろうか。そのためには，司法試験で試される類いの知見とその延長線上の研鑽だ
けに甘んずることなく，社会が真に求めるニーズに即した知見と研鑽を重ねたいもの
である。過去を捨てる必要はないものの，過去にしがみつくことは避けたいものであ
る。司法試験に代表されるような狭義の法的素養だけでなく，新たな分野に対する勉
強に取り組み続けなければならない。そのことを担保する大きなインフラとして，事
務職員を位置付け，その養成と確保にエネルギーを使うべきであると考える。
あえて繰り返すが，社会からの評価として，弁護士は法廷活動に代表される伝統的
な業務のみを行う業種であると，狭く理解されがちである。しかし，これは，我々弁
護士が自己研鑽と広報活動を怠ってきたからに他ならず，社会（市民や企業等）が前
記誤解をするのも無理はない側面がある。弁護士は，法律のスペシャリストであるか
もしれないが，それ以上に，狭い意味での法律業務から更に広い分野において，社会
的病理現象の予防や解決・企業活動の積極的支援等のスペシャリストとしての資質を
備えたいものである。
そのために，弁護士業務の基盤固めとなり得る事務職員の活用方法について，従前
の慣行を墨守することなく，広い視野に立って，根本から検討する時期に来ているの
ではなかろうか。
最後に，事務職員の活用と言っても，当該事務職員が然るべき能力を身につけてい
なければ，机上の空論となる。そこで，事務職員の能力向上のための諸施策が必要と
なるが，現在，日弁連が築き上げた「事務職員能力認定制度」について，我々自身，
決して満足しているわけではない。大胆かつ地に足のついた改革が必要であると考え
ている。伝統的業務であれ，新規業務であれ，社会のニーズに応えられるスキルを法
律事務所は備えていなければならず，弁護士だけでなく事務職員自身も当該スキルを
習得しておく必要があるのである。これからの法律事務所に期待される，そして，こ
れからの法律事務所が提供するべき「広い意味での法的サービス業務」を提供・展開
するための，能力を，事務職員に身につけてもらう必要があるといえよう。そのため
に有益かつ実現可能な『事務職員能力認定制度の改革』に関連して，当分科会として

の提言をしたいと考えている。具体的には，まず，事務職員の能力向上に関する研修
について，より有意義なものに改革することである。次に，一定の実務能力を具有す
ると判定できる事務職員に対する能力認定制度に基づく試験は既に存在するが，さら
に，事務職員にとってやりがいのある能力認定制度にレベルアップすべく，模索・構
築することである。詳細については，当分科会でのシンポジウム当日における発表（提
案・決意）に期待されたい。
５

小活
当分科会の目的は，事務職員の活用による弁護士業務の質的向上と業務の拡大につい
て，真摯に検討・議論し，実現可能な方策について提言することにある。
そのためには，まず，弁護士と事務職員の置かれている状況について正確な情報を提
供し，当分科会への参加者に正確な理解を共有してもらうことが出発点である。
次に，事務職員の有効活用について，全国から収集した資料を基に，実例報告を行う。
弁護士が，即座に取り入れたり，参考にしてもらえたら幸甚である。
さらに，弁護士と事務職員だけによる独善的かつ狭隘な議論となることを避けるべく，
利用者目線からの検討をする予定である。このために，第三者的立場にある研究者から
の意見を頂戴する予定である。また，法律事務所の発展に寄与することを使命とする経
営コンサルタントからの率直な意見も反映できるよう準備をしてきた。
事務職員の活用方法とその留意点も含めて，弁護士，事務職員，研究者及びコンサル
タントが忌憚のない意見を交換するパネルディスカッションを予定している。
さらに，アメリカにおけるパラリーガルの実情調査を踏まえて，事務職員の多様な働

き方（フリーランス）についても検討することも可能であろう。時間等が許せば，事務
職員の資格化問題については従前から議論のあるところであるが，決してタブー視せず
（その功罪について目を背けず），検討したいものである。ただし，性急な結論を求める
のではなく，今後の議論の「きっかけ」になれば幸いであると考える。
喫緊な重要問題は，今，我々の目の前にいる事務職員のレベルアップについての具体
的方策の検討・提言である。そのためには，日弁連が作り上げてきた「能力認定制度に
基づく研修及び試験」について，その果たした役割及び現状の問題点について，謙虚か
つ真摯に向き合いたいと考える。そして，将来の展望について目を向け，具体的な改革
案についても踏み込んで行きたいと考えている。
当分科会の特徴は，単なる分析・検討や抽象的な期待の表明ではなく，日弁連自身が
具体的に取り得る諸施策について，地に足のついた提言を行うことにある。分科会メン
バーだけの狭隘な議論になることをできる限り回避し，広く意見を求め，今後の取組み
に活かすため，本シンポジウムに参加するものである。
多くのシンポジウムにおいて，その時がゴールのように思われがちな例があるが，我々
は，新たなスタートの端緒にしたいと考えている。

第２

事務職員の実勢
村上･加藤･野口法律事務所
事務職員

我謝

賢司

日本の法律事務所で働く事務職員の人数や年齢構成，勤続年数など基礎となる情報は，
各地域の弁護士会がそれぞれ把握しているわけではなく，また，全国的にも統一した形で
集約している組織はない。そのため，事務職員の実勢を明らかにするのはなかなか難しい
課題であるが，今回，事務職員が加入している労働組合の全国的連絡組織である全国法律
関連労働組合連絡協議会（以下「全法労協」という。）が毎年実施している「要求と実態調
査アンケート」の過去 7 年間の回答者属性データを集計・分析して，事務職員の実勢を明
らかにしようと試みた。
このアンケートの回答者数は，少ない年でも 1,300 人以上（多い年は 1,700 人を超えて
いる。）おり，労働組合に加入している事務職員から 3～4 割，加入していない事務職員か
らも 6～7 割の回答を得ている。よって，現在，最も信頼できるデータであると考えられ
るので活用させていただいた。
また，事務職員の実勢を明らかにしていく上で欠かせないのは，弁護士の人数や法律事
務所の規模など，法律事務所の人的構成を把握することである。こうした弁護士の実勢に
ついては，毎年，日弁連から弁護士白書が発行されているので，ここでは『弁護士白書 2014
年版』から引用させていただいた。
１

法律事務所の人的構成
(1) 弁護士数の推移
弁護士数は 2004 年に 2 万人を超え（2 万 224 人），日弁連による事務職員能力認
定制度研修がスタートした 2008 年は 2 万 5,041 人であった。弁護士数はその後も
増加を続け，現在（2014 年 3 月 31 日時点）では 3 万 5,045 人である。

（日本弁護士連合会「弁護士白書 2014 年度版」）

(2) 修習期別弁護士数
弁護士の修習期別に見ると，いわゆる「若手」と呼ばれる 60 期(2007 年)から 66
期(2013 年)の弁護士は 1 万 3,564 人であり，全弁護士 3 万 5,045 人の 38.7%を占め
ている。

(3) 弁護士の年齢構成

（日本弁護士連合会「弁護士白書 2014 年度版」）

弁護士の年齢構成は，30 代が最も多く 1 万 2,029 人(全体の 34.3%)で，次いで 40
代が 6,945 人(全体の 19.8%），その次が 60 代で 4,563 人(全体の 13.0%)，その次が
50 代で 4,092 人(全体の 11.6%)である。20 代は 2,968 人(全体の 8.4％)である。

（日本弁護士連合会「弁護士白書 2014 年度版」）

(4) 事務所の規模別に見た所属弁護士数
現在（2014 年 3 月 31 日時点），1 人事務所に所属する弁護士の割合は 25.03%，
2 人事務所は 15.37%，3～5 人事務所は 24.52%，6～10 人事務所は 13.53%，11～
20 人事務所は 8.15%となっている。
右表は下表の「事務所の規模別に見た所属弁護士数の推移」から，2009 年と 2014
年の人数を取り出して全体の弁護士人数に占める割合を示したものである。
これによると，1 人事務所の割合が
減少傾向であり，反対に 2 人以上の共
同事務所の割合が増加傾向であると言
える。

1人事務所
2人事務所
3～5人事務所
6～10人事務所
11～20人事務所
上記以外
合計

2009年
7821
3800
5999
3805
1982
3523
26930

29.04%
14.11%
22.28%
14.13%
7.36%
13.08%
100.00%

2014年
8772
5386
8593
4741
2857
4696
35045

25.03%
15.37%
24.52%
13.53%
8.15%
13.40%
100.00%

（日本弁護士連合会「弁護士白書 2014 年度版」）

(5) 日本の法律事務所で働く事務職員数
日本の法律事務所で働く事務職員の総人数に関する統計データはないが，以下の
調査結果を踏まえると，現在の事務職員数は弁護士数（3 万 5,045 人）とほぼ同数
か，もしくは弁護士数より若干上回る程度ではないかと考えられている。
①

弁護士向けアンケート調査（2011 年実施）
2011 年に実施された第 17 回弁護士業務改革シンポジウムの弁護士向けアンケ
ートによると，一事務所当たりの弁護士数は，1 名から 6 名までが全体の 82.1%
を占めており，事務職

1事務所における弁護士の人数

員数も，1 名から 6 名
までが全体の 77.2%を
占めている。このよう
な結果から，一事務所
における事務職員数は，
弁護士の人数と同等か
プラス 1 程度ではない
かと分析されている。

1事務所当たりの事務職員の人数

弁護士1名の事務所

84

27.4%

事務職員1名

32

10.4%

弁護士2名の事務所

60

19.5%

事務職員2名

71

23.1%

弁護士3名の事務所

40

13.0%

事務職員3名

53

17.3%

弁護士4名の事務所

34

11.1%

82.1% 事務職員4名

36

11.7%

弁護士5名の事務所

19

6.2%

事務職員5名

23

7.5%

弁護士6名の事務所

15

4.9%

事務職員6名

22

7.2%

弁護士7名の事務所

9

2.9%

事務職員7名

16

5.2%

弁護士8名の事務所

3

1.0%

事務職員8名

6

2.0%

弁護士9名の事務所

6

2.0%

事務職員9名

10

3.3%

弁護士10名の事務所

10

3.3%

事務職員10名

5

1.6%

27

8.8%

その他

307

100.0%

その他
回答総数

回答総数

33

10.7%

307

100.0%

77.2%

（日弁連第 17 回弁護士業務改革シンポジウム第 3 分科会「弁護士向けアンケート」2011 年を基に作成）

②

全国弁護士業務改革委員会委員長会議に向けたアンケート調査（2015 年実施）
全国弁護士業務改革委員会委員長会議に向けて実施された法律事務職員に関

するアンケート調査によると「事務職員数は弁護士の何倍程度存在するか」とい
う問いに対し，
「1.0 倍前後」と回答した弁護士会が多数であった（地域によって
差があるが，最小が 0.8 倍で最大が 3.0 倍であった。平均値は 1.38 倍である。）。
２

数字で見る事務職員の姿
(1) 性別
事務職員の性別（過去 7 年間の平均値）は，男性が 13.3%，女性が 86.3%であり，
男女比率にすると「1:6.5」である。2009 年から 2015 年にかけて男女比率に大幅な
変動はない。
2009（H21）年

2010（H22）年

2011（H23）年

2012（H24）年

2013（H25）年

2014（H26）年

2015（H27）年

男性

200

12.6%

208

11.9%

290

16.9%

225

13.6%

178

13.0%

165

12.5%

171

12.4%

13.3%

女性

1378

86.8%

1528

87.8%

1427

83.0%

1422

86.0%

1177

86.2%

1153

87.2%

1202

87.0%

86.3%

10

0.6%

5

0.3%

3

0.2%

7

0.4%

11

0.8%

4

0.3%

9

0.7%

0.5%

1382 100.0%

100.0%

No Answer
回答総数

男性
女性

1588 100.0%

1741 100.0%

13.3%

1720 100.0%

1654 100.0%

1366 100.0%

1322 100.0%

平均値

(平均値）
86.3%

（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015 年を基に作成）

(2) 勤務形態
事務職員の勤務形態（過去 7 年間の平均値）は，正規職員が 87.5%，パート・ア
ルバイトが 8.1%である。これも，2010 年から 2015 年にかけて大幅な変動はない。
2009（H21）年
正規職員

2010（H22）年

2014（H26）年

2013（H25）年

2015（H27）年

平均値

87.2%

1507

87.6%

1440

87.1%

1199

87.8%

1169

88.4%

1202

87.0%

155

8.9%

155

9.0%

139

8.4%

105

7.7%

84

6.4%

116

8.4%

8.1%

7

0.4%

5

0.3%

4

0.2%

5

0.4%

2

0.2%

3

0.2%

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

39

3.0%

24

1.7%

0.8%

38

2.2%

50

2.9%

56

3.4%

45

3.3%

12

0.9%

23

1.7%

2.4%

（該当データなし）

有期雇用職員
その他
No Answer
回答総数

2012（H24）年

1518

パート・アルバイト
派遣職員

2011（H23）年

87.5%

23

1.3%

3

0.2%

15

0.9%

12

0.9%

16

1.2%

14

1.0%

0.9%

1741

100.0%

1720

100.0%

1654

100.0%

1366

100.0%

1322

100.0%

1382

100.0%

100.0%

正規職員

87.5%

パート・アルバイト

8.1%

（平均値）

（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015 年を基に作成）

(3) 年齢構成
事務職員の年齢構成であるが，過去 7 年間の平均値によると以下の表のとおり，
30～35 歳の割合が 22.2%(1 位)と最も多く，次いで 35～40 歳の 17.3%(2 位)，その
次が 25～30 歳の 15.0%(3 位)，その次が 40～45 歳の 14.4%(4 位)，その次が 45～
50 歳の 10.5%(5 位)の順である。
平均値と 2015 年を比較してみると，

平均値

2015（H27）年

1 位，2 位，5 位，6 位は同じであるが，

1位

30～35歳 22.2% 30～35歳 19.3%

2015 年の 3 位は 40～45 歳，4 位が 25

2位

35～40歳 17.3% 35～40歳 18.6%

～30 歳となっている。

3位

25～30歳 15.0% 40～45歳 17.1%

4位

40～45歳 14.4% 25～30歳 11.0%

5位

45～50歳 10.5% 45～40歳 10.9%

6位

50～55歳

また，次頁の表から言えることである
が，35 歳未満の事務職員の割合は年々減
少傾向であるが，反対に 35 歳以上の事
務職員の割合は微増傾向である。例えば，

8.3% 50～55歳 10.5%

2009 年に 25～30 歳は 21.2%であったが 2015 年は 11.0%になり，30～35 歳は 2009
年が 23.7%であったが 2015 年は 19.3%になった。反対に，35～40 歳は 2009 年が
15.4%であったが 2015 年は 18.6%になり，40～45 歳は 2009 年が 11.8％であった
が 2015 年は 17.1％になった。
このように，事務職員の年齢は 35 歳未満が減少傾向で，35 歳以上が微増傾向で
あるので，全体として事務職員の年齢は上昇傾向であると言える。

○歳以上～○歳未満 2009（H21）年

2010（H22）年

2011（H23）年

2012（H24）年

2013（H25）年

2014（H26）年

2015（H27）年

平均値

20歳未満

0

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

20～25歳

64

4.0%

73

4.2%

74

4.3%

70

4.2%

52

3.8%

41

3.1%

43

3.1%

3.8%

25～30歳

337

21.2%

326

18.7%

295

17.2%

228

13.8%

169

12.4%

141

10.7%

152

11.0%

15.0%

30～35歳

376

23.7%

400

23.0%

383

22.3%

387

23.4%

312

22.8%

273

20.7%

267

19.3%

22.2%

35～40歳

244

15.4%

307

17.6%

306

17.8%

282

17.0%

225

16.5%

244

18.5%

257

18.6%

17.3%

40～45歳

188

11.8%

206

11.8%

212

12.3%

238

14.4%

228

16.7%

223

16.9%

237

17.1%

14.4%

45～50歳

156

9.8%

166

9.5%

178

10.3%

174

10.5%

151

11.1%

149

11.3%

150

10.9%

10.5%

50～55歳

106

6.7%

132

7.6%

138

8.0%

137

8.3%

114

8.3%

111

8.4%

145

10.5%

8.3%

55～60歳

64

4.0%

70

4.0%

74

4.3%

75

4.5%

67

4.9%

67

5.1%

74

5.4%

4.6%

60歳以上

39

2.5%

45

2.6%

56

3.3%

54

3.3%

41

3.0%

63

4.8%

51

3.7%

3.3%

No Answer

14

0.9%

13

0.7%

4

0.2%

8

0.5%

6

0.4%

10

0.8%

6

0.4%

0.6%

1588

100.0%

1741

100.0%

1720

100.0%

1654

100.0%

1366

100.0%

1322

100.0%

1382

100.0%

100.0%

回答総数

20歳未満

0.0%

（平均値）

20～25歳

3.8%

25～30歳

15.0%

30～35歳

22.2%

35～40歳

17.3%

40～45歳

14.4%

45～50歳

10.5%

50～55歳

8.3%

55～60歳

4.6%

60歳以上

3.3％

（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015
（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015年を基に作成）
年を基に作成）

(4) 勤続年数
事務職員の勤続年数であるが，過去 7 年間の平均値によると，勤続 5 年未満の事
務職員数は全体の 38.0%，5 年以上 15 年未満は 38.8%，15 年以上は 20.3%となっ
ている。
○年以上～○年未満 2009（H21）年

2010（H22）年

2011（H23）年

2012（H24）年

2013（H25）年

2014（H26）年

0年 ～ 1年

196

11.3%

211

12.3%

175

10.6%

185

13.5%

102

7.7%

207

15.0%

11.7%

1年 ～ 3年

186

10.7%

170

9.9%

152

9.2%

106

7.8%

174

13.2%

160

11.6%

10.4%

3年 ～ 5年

278

16.0%

307

17.8%

317

19.2%

225

16.5%

177

13.4%

173

12.5%

15.9%

5年 ～ 10年

432

24.8%

441

25.6%

409

24.7%

337

24.7%

334

25.3%

304

22.0%

24.5%
14.3%

10年 ～ 15年

2015（H27）年

平均値

227

13.0%

220

12.8%

223

13.5%

214

15.7%

221

16.7%

198

14.3%

15年 ～ 20年

139

8.0%

131

7.6%

114

6.9%

95

7.0%

97

7.3%

89

6.4%

7.2%

20年 ～ 25年

100

5.7%

93

5.4%

91

5.5%

80

5.9%

66

5.0%

71

5.1%

5.4%

25年 ～

110

6.3%

122

7.1%

128

7.7%

107

7.8%

120

9.1%

109

7.9%

7.7%

73

4.2%

25

1.5%

45

2.7%

17

1.2%

31

2.3%

71

5.1%

2.8%

1741

100.0%

1720

100.0%

1654

100.0%

1366

100.0%

1322

100.0%

1382

100.0%

100.0%

No Answer
回答総数

（該当データなし）

0～1年

11.7%

1～3年

（平均値）

10.4%

3～5年

15.9%

5～10年

24.5%

10～15年

14.3%

15～20年
20～25年
25～

7.2%
5.4%
7.7%

（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015 年を基に作成）

特徴であるが，5 年以上 10 年未満の割合は 24.5%であるが，その次の 10 年以上
15 年未満の割合は 14.3%であるので，差し引き 10.2%減少している。また，年ごと
に見ても，同様に 10%程度減少しているので，10 年以上 15 年未満の期間は，何ら
かの理由で離職する割合が多いのではないかと考えられる。
他方，勤続 15 年以上の事務職員は全体の 20%程度で，法律律事務所又はこの業界
に定着している事務職員であると言える。
(5) 賃金
①

月額賃金（通勤手当を除く総支給額）
事務職員の月額賃金であるが，過去 7 年間の平均値によると，20～25 万円が
27.9%(1 位)，15～20 万円が 26.9%(2 位)，25～30 万円が 14.4%(3 位)となってい
る。この 1 位から 3 位を合計すると 69.2%であるので，約 7 割の事務職員の月額
賃金は 15～30 万円の範囲である。

○万以上～○万未満 2009（H21）年
5万未満

2010（H22）年

2011（H23）年

2012（H24）年

2013（H25）年

2014（H26）年

2015（H27）年

平均値

7

0.4%

4

0.2%

8

0.5%

6

0.4%

3

0.2%

4

0.3%

3

0.2%

0.3%

10万

37

2.3%

61

3.5%

49

2.8%

48

2.9%

42

3.1%

44

3.3%

56

4.1%

3.1%

10万 ～ 15万

106

6.7%

120

6.9%

125

7.3%

105

6.3%

162

11.9%

102

7.7%

146

10.6%

8.2%

15万 ～ 20万

452

28.5%

466

26.8%

468

27.2%

446

27.0%

337

24.7%

354

26.8%

378

27.4%

26.9%

20万 ～ 25万

475

29.9%

516

29.6%

503

29.2%

478

28.9%

346

25.3%

365

27.6%

343

24.8%

27.9%

25万 ～ 30万

216

13.6%

246

14.1%

240

14.0%

259

15.7%

204

14.9%

198

15.0%

187

13.5%

14.4%

30万 ～ 35万

143

9.0%

144

8.3%

141

8.2%

145

8.8%

108

7.9%

110

8.3%

122

8.8%

8.5%

35万 ～ 40万

57

3.6%

67

3.8%

67

3.9%

79

4.8%

81

5.9%

60

4.5%

69

5.0%

4.5%

40万 ～ 45万

46

2.9%

46

2.6%

53

3.1%

43

2.6%

46

3.4%

16

1.2%

15

1.1%

2.4%

45万 ～ 50万

18

1.1%

22

1.3%

13

0.8%

17

1.0%

13

1.0%

36

2.7%

40

2.9%

1.5%

50万以上

11

0.7%

18

1.0%

15

0.9%

13

0.8%

7

0.5%

6

0.5%

8

0.6%

0.7%

5万 ～

No Answer
回答総数

5万未満
5万 ～

20

1.3%

31

1.8%

38

2.2%

15

0.9%

17

1.2%

27

2.0%

15

1.1%

1.5%

1588

100.0%

1741

100.0%

1720

100.0%

1654

100.0%

1366

100.0%

1322

100.0%

1382

100.0%

100.0%

0.3%

（平均値）

10万

3.1%

10万 ～ 15万

8.2%

15万 ～ 20万
20万 ～

25万

25万 ～

30万

30万 ～

35万

35万 ～

40万

40万 ～

45万

45万 ～

50万

50万以上

26.9%
27.9%
14.4%
8.5%
4.5%
2.4%
1.5%
0.7%

（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015 年を基に作成）

②

年収（通勤手当を除く総支給額）
事務職員の年収であるが，過去 7 年間の平均値によると，300～350 万円が
15.9%(1 位)，250～300 万円が 14.5%(2 位)，350～400 万円が 11.0%(3 位)，200
～250 万円が 10.9%(4 位)，400～450 万円が 9.4%(5 位)となっている。この 1 位
から 5 位を合計すると 61.7%であるので，約 6 割の事務職員の年収は 200～450
万円の範囲である。

○万以上～○万未満 2009（H21）年
100万未満

47

100万 ～ 125万

49

2010（H22）年

2011（H23）年

60

3.4%

52

3.0%

45

2.7%

54

4.0%

46

3.5%

70

5.1%

40

2.3%

30

1.7%

31

1.9%

37

2.7%

29

2.2%

34

2.5%

36

2.1%

39

2.3%

33

2.0%

23

1.7%

22

1.7%

32

2.3%

29

1.7%

29

1.7%

27

1.6%

35

2.6%

26

2.0%

23

1.7%

63

3.6%

66

3.8%

70

4.2%

60

4.4%

54

4.1%

67

4.8%

84

4.8%

74

4.3%

84

5.1%

96

7.0%

71

5.4%

81

5.9%

87

5.0%

107

6.2%

101

6.1%

81

5.9%

70

5.3%

75

5.4%

3.3%
3.4%

125万 ～ 150万
150万 ～ 175万

91

6.3%

175万 ～ 200万
200万 ～ 225万

144

10.0%

225万 ～ 250万
250万 ～ 275万

199

13.8%

275万 ～ 300万

2012（H24）年

2013（H25）年

2014（H26）年

2015（H27）年

平均値

84

4.8%

106

6.2%

108

6.5%

74

5.4%

73

5.5%

81

5.9%

151

8.7%

136

7.9%

128

7.7%

136

10.0%

142

10.7%

112

8.1%

3.6%
4.1%

6.1%

10.9%

14.5%

300万 ～ 350万

308

21.4%

276

15.9%

277

16.1%

275

16.6%

177

13.0%

189

14.3%

199

14.4%

15.9%

350万 ～ 400万

160

11.1%

219

12.6%

208

12.1%

180

10.9%

142

10.4%

134

10.1%

135

9.8%

11.0%

400万 ～ 450万

130

9.0%

180

10.3%

173

10.1%

149

9.0%

122

8.9%

126

9.5%

127

9.2%

9.4%

450万 ～ 500万

70

4.9%

91

5.2%

108

6.3%

97

5.9%

69

5.1%

90

6.8%

58

4.2%

5.5%

500万 ～ 550万

58

4.0%

87

5.0%

73

4.2%

85

5.1%

74

5.4%

59

4.5%

59

4.3%

4.7%

550万 ～ 600万

29

2.0%

49

2.8%

56

3.3%

36

2.2%

31

2.3%

35

2.6%

62

4.5%

2.8%

600万 ～ 650万

23

1.6%

47

2.7%

45

2.6%

51

3.1%

40

2.9%

36

2.7%

34

2.5%

2.6%

650万 ～ 700万

22

1.5%

26

1.5%

26

1.5%

24

1.5%

21

1.5%

17

1.3%

27

2.0%

1.5%

700万 ～ 800万

16

1.1%

43

2.5%

33

1.9%

39

2.4%

30

2.2%

24

1.8%

24

1.7%

1.9%

800万 ～ 900万

10

0.7%

18

1.0%

13

0.8%

14

0.8%

8

0.6%

12

0.9%

13

0.9%

0.8%

900万 ～ 1000万
1000万以上
No Answer
回答総数

9

0.6%

6

0.3%

3

0.2%

10

0.6%

7

0.5%

5

0.4%

5

0.4%

0.4%

3

0.2%

3

0.2%

3

0.2%

3

0.2%

1

0.1%

0

0.0%

2

0.1%

0.1%

72

5.0%

62

3.6%

63

3.7%

64

3.9%

48

3.5%

62

4.7%

62

4.5%

4.1%

1440

100.0%

1741

100.0%

1720

100.0%

1654

100.0%

1366

100.0%

1322

100.0%

1382

100.0%

100.0%

100万未満

3.6%

100万 ～ 150万

4.1%

150万 ～ 200万

（平均値）
6.1%

200万 ～ 250万

10.9%

250万 ～ 300万

14.5%

300万 ～ 350万

15.9%

350万 ～ 400万

11.0%

400万 ～ 450万

9.4%

450万 ～ 500万

5.5%

500万 ～ 550万

4.7%

550万 ～ 600万

2.8%

600万 ～ 650万

2.6%

650万 ～ 700万

1.5%

700万 ～ 800万
800万 ～ 900万

1.9%
0.8%

900万 ～ 1000万 0.4%
1000万以上

0.1%

（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015 年を基に作成）

以下の表は年収について「300 万円未満」
「300～500 万円」
「500 万円以上」の
3 つに分類したものであるが，300 万円未満の割合は年々増加傾向であり，反対
に 300～500 万円と 500 万円以上の割合は減少傾向である。これは近年における
弁護士の経済状態の悪化と直結していると考えられる。
2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

平均値

300万未満

36.8%

36.4%

37.1%

37.8%

43.7%

40.4%

41.7%

39.2%

300万 ～ 500万

46.4%

44.0%

44.6%

42.4%

37.4%

40.7%

37.6%

41.8%

500万以上

11.7%

16.0%

14.7%

15.9%

15.5%

14.2%

16.4%

14.8%

（全法労協「要求と実態調査アンケート」2009～2015 年を基に作成）

３

事務職員に対する弁護士会の取組み
(1) 日弁連事務職員能力認定制度研修
受講者・受験者・合格者の年度別推移

第1回・2008年度
第2回・2009年度
第3回・2010年度
第4回・2011年度
受講者 受験者 合格者 合格率 受講者 受験者 合格者 合格率 受講者 受験者 合格者 合格率 受講者 受験者 合格者 合格率
札幌
90
60
41
68%
30
21
14
67%
25
21
13
62%
23
14
7
50%
北
函館
2
2
2 100%
8
4
2
50%
1
2
1
50%
1
1
1 100%
海
旭川
25
16
9
56%
15
8
5
63%
8
6
2
33%
10
4
2
50%
道
釧路
9
5
4
80%
5
5
2
40%
2
3
1
33%
1
1
0
0%
仙台
64
54
46
85%
33
29
21
72%
14
14
7
50%
11
11
8
73%
福島県
9
5
2
40%
5
4
1
25%
4
6
4
67%
5
1
1 100%
3
3
3 100%
1
0
0
0%
2
1
0
0%
2
3
1
33%
東 山形県
27
22
10
45%
14
14
5
36%
7
8
1
13%
7
4
2
50%
北 岩手
秋田
19
15
10
67%
5
2
1
50%
1
1
1 100%
5
3
2
67%
青森県
39
36
25
69%
11
13
7
54%
16
17
13
76%
4
4
3
75%
東京
340
283
187
66%
175
165
84
51%
116
112
49
44%
96
69
36
52%
第一東京
137
106
69
65%
55
44
24
55%
53
37
16
43%
33
25
12
48%
第二東京
165
125
89
71%
82
66
38
58%
49
42
19
45%
47
30
21
70%
横浜
106
88
62
70%
43
39
23
59%
27
24
14
58%
21
15
9
60%
埼玉
116
89
71
80%
34
32
10
31%
31
29
17
59%
36
27
16
59%
千葉県
53
45
36
80%
21
11
4
36%
20
19
11
58%
14
10
9
90%
関
茨城県
52
43
25
58%
26
24
8
33%
8
10
4
40%
6
3
2
67%
東
栃木県
14
8
6
75%
15
10
6
60%
6
5
1
20%
8
7
4
57%
群馬
45
36
23
64%
30
21
11
52%
12
9
5
56%
14
14
8
57%
静岡県
59
48
32
67%
45
31
16
52%
27
21
17
81%
4
5
2
40%
山梨県
13
12
9
75%
9
10
5
50%
4
5
4
80%
5
4
3
75%
長野県
44
32
28
88%
8
5
3
60%
3
2
2 100%
4
2
1
50%
新潟県
75
66
50
76%
17
16
8
50%
9
9
2
22%
7
6
3
50%
愛知県
163
137
115
84%
70
59
41
69%
39
37
28
76%
27
24
21
88%
三重
17
14
10
71%
10
3
1
33%
4
3
2
67%
11
7
4
57%
30
25
19
76%
16
13
6
46%
6
9
4
44%
7
5
4
80%
中 岐阜県
26
21
14
67%
21
19
12
63%
6
8
6
75%
6
6
6 100%
部 福井
金沢
29
23
15
65%
14
14
7
50%
9
9
3
33%
9
8
7
88%
富山県
12
8
5
63%
2
3
2
67%
1
0
0
0%
6
5
1
0%
大阪
95
119
85
71%
43
79
54
68%
42
81
61
75%
21
59
44
75%
京都
74
63
55
87%
30
28
20
71%
29
25
20
80%
23
19
14
74%
118
98
79
81%
71
60
34
57%
45
48
29
60%
26
25
19
76%
近 兵庫県
44
35
32
91%
10
11
9
82%
6
3
3 100%
1
1
0
0%
畿 奈良
滋賀
10
9
7
78%
5
2
1
50%
1
1
0
0%
6
1
1 100%
和歌山
21
12
9
75%
8
7
4
57%
12
10
5
50%
4
3
3 100%
広島
6
4
2
50%
27
13
6
46%
10
12
2
17%
13
14
8
57%
山口県
19
8
7
88%
11
10
7
70%
1
1
1 100%
2
2
2 100%
中
岡山
49
39
31
79%
33
28
17
61%
10
10
5
50%
10
9
7
78%
国
鳥取県
20
16
10
63%
22
20
10
50%
4
7
4
57%
7
5
2
40%
島根県
12
11
9
82%
0
0
0
0%
1
1
0
0%
1
2
1
50%
香川県
29
23
15
65%
7
9
3
33%
10
10
5
50%
6
2
1
50%
13
12
8
67%
5
2
2 100%
4
4
2
50%
0
0
0
0%
四 徳島
2
2
1
50%
4
4
3
75%
4
3
3 100%
2
1
1 100%
国 高知
愛媛
12
8
8 100%
2
1
0
0%
1
0
0
0%
3
2
0
0%
福岡県
114
92
65
71%
70
70
53
76%
44
37
25
68%
29
23
16
70%
佐賀県
12
10
8
80%
8
7
6
86%
7
5
2
40%
2
1
0
0%
長崎県
52
37
24
65%
18
14
7
50%
11
14
5
36%
11
12
8
67%
22
9
7
78%
13
14
4
29%
15
11
3
27%
8
7
6
86%
九 大分県
39
32
21
66%
27
26
13
50%
16
16
13
81%
15
9
3
33%
州 熊本県
鹿児島県
55
37
31
84%
22
17
9
53%
18
15
8
53%
14
14
11
79%
宮崎県
30
27
19
70%
23
22
14
64%
12
9
4
44%
12
12
8
67%
沖縄
9
7
5
71%
21
14
8
57%
19
18
10
56%
10
7
4
57%
前年度受験資格
34
12
35%
56
27
48%
その他
合計
2640 2137 1555
73% 1300 1143
651
57%
832
844
469
56%
656
604
382
63%
弁護士会

・前年度受験資格とは，過去に受験資格を取得して能力認定試験を受験した者の他に，東京弁護士会の中級講
座研修もしくは大阪弁護士会の中級コース研修を受講して受験資格を取得した者を指す。
・受講資格要件の緩和など制度変更により，第 7 回・2014 年度の受講者数は，基本研修及び応用研修の申込
者数（DVD 個人研修・参考書籍購入のみも含む。）を受講者数とした。
・第 7 回・2014 年度の「その他」とは，研修受講をせず試験のみの受験者，研修テキストのみ購入された方，
2014.11 末の集合研修申込終了後に受講申込をされた方を指す。

第5回・2012年度
弁護士会

第7回・2014年度

第6回・2013年度

累計値（第1回から第7回の合計）

受講者 受験者 合格者 合格率 受講者 受験者 合格者 合格率 受講者 受験者 合格者 合格率 受講者 受験者 合格者 合格率

札幌
北
函館
海
道 旭川
釧路
仙台
福島県
東 山形県
北 岩手
秋田
青森県
東京
第一東京
第二東京
横浜
埼玉
千葉県
関
茨城県
東
栃木県
群馬
静岡県
山梨県
長野県
新潟県
愛知県
三重
中 岐阜県
部 福井
金沢
富山県
大阪
京都
近 兵庫県
畿 奈良
滋賀
和歌山
広島
山口県
中
岡山
国
鳥取県
島根県
香川県
四 徳島
国 高知
愛媛
福岡県
佐賀県
長崎県
九 大分県
州 熊本県
鹿児島県
宮崎県
沖縄
前年度受験資格
その他
合計

20
2
2
3
14
1
0
2
6
1
48
33
30
17
16
11
7
7
3
9
3
0
2
19
2
7
6
9
1
21
17
19
4
2
4
13
3
9
7
0
2
0
4
3
11
1
6
5
6
10
4
1

16
2
3
2
13
0
0
4
5
1
53
19
26
13
13
6
4
5
4
8
3
0
3
17
3
5
6
10
1
51
13
14
4
0
3
15
3
5
4
0
2
0
4
2
11
2
4
5
7
5
4
2
52

10
2
3
0
8
0
0
4
0
1
33
6
13
8
8
4
2
3
2
7
3
0
2
15
3
4
5
7
0
37
7
8
1
0
3
10
3
5
2
0
0
0
2
1
7
0
2
4
5
4
2
1
24

63%
100%
100%
0%
62%
0%
0%
100%
0%
100%
62%
32%
50%
62%
62%
67%
50%
60%
50%
88%
100%
0%
67%
88%
100%
80%
83%
70%
0%
73%
54%
57%
25%
0%
100%
67%
100%
100%
50%
0%
0%
0%
50%
50%
64%
0%
50%
80%
71%
80%
50%
50%
46%

21
0
3
3
5
0
0
3
2
1
53
31
31
12
20
11
7
4
4
16
0
1
7
20
2
6
5
3
0
10
10
17
1
5
1
14
5
1
3
1
0
0
0
1
10
1
3
7
6
5
6
1

14
0
0
3
5
0
0
0
2
1
32
20
16
8
14
4
4
3
2
12
0
1
4
17
2
2
4
2
0
6
9
12
1
4
0
9
3
1
3
1
0
0
0
0
9
1
3
7
4
4
6
1
122

11
0
0
1
4
0
0
0
1
0
15
11
8
5
12
2
2
2
1
9
0
1
1
14
2
2
3
2
0
4
8
6
1
3
0
3
2
1
3
1
0
0
0
0
6
1
1
7
2
2
3
1
63

79%
0%
0%
33%
80%
0%
0%
0%
50%
0%
47%
55%
50%
63%
86%
50%
50%
67%
50%
75%
0%
100%
25%
82%
100%
100%
75%
100%
0%
67%
89%
50%
100%
75%
0%
33%
67%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
67%
100%
33%
100%
50%
50%
50%
100%
52%

37
0
9
4
18
6
2
6
3
1
62
29
39
23
27
17
12
7
4
25
7
6
23
33
3
9
0
3
7
10
10
31
14
4
7
15
8
18
6
0
15
1
1
4
25
3
11
4
21
17
7
1

433

457

281

61%

379

378

227

60%

655

9
0
1
1
8
0
0
2
2
0
33
13
21
10
15
8
6
5
1
9
5
1
12
14
3
3
0
3
1
3
7
18
7
0
1
7
3
12
5
0
7
0
1
0
12
2
4
4
11
8
5
1
32
133
469

5
0
0
1
2
0
0
2
1
0
19
10
7
4
9
4
0
1
1
5
1
0
4
7
2
1
0
2
1
2
3
11
3
0
1
4
3
5
1
0
2
0
1
0
5
1
1
4
5
3
2
0
13
49
208

56%
0%
0%
100%
25%
0%
0%
100%
50%
0%
58%
77%
33%
40%
60%
50%
0%
20%
100%
56%
20%
0%
33%
50%
67%
33%
0%
67%
100%
67%
43%
61%
43%
0%
100%
57%
100%
42%
20%
0%
29%
0%
100%
0%
42%
50%
25%
100%
45%
38%
40%
0%
41%
37%
44%

246
14
72
27
159
30
10
66
41
73
890
371
443
249
280
147
118
61
112
185
41
66
140
371
49
81
70
76
29
242
193
327
80
33
57
98
49
130
69
15
69
23
17
26
303
34
112
74
130
141
94
62

6895

155
11
38
20
134
16
7
54
30
72
747
264
326
197
219
103
94
43
87
134
39
43
116
305
35
62
64
69
18
398
164
275
62
17
36
74
30
104
60
15
53
18
15
13
254
28
88
57
105
100
85
50
296
133
6032

101
8
21
9
96
8
4
24
16
49
423
148
195
125
143
70
43
23
51
88
25
35
70
241
24
40
46
43
9
287
127
186
49
12
25
35
25
71
32
11
26
12
11
9
177
18
48
35
62
68
52
29
139
49
3773

65%
73%
55%
45%
72%
50%
57%
44%
53%
68%
57%
56%
60%
63%
65%
68%
46%
53%
59%
66%
64%
81%
60%
79%
69%
65%
72%
62%
50%
72%
77%
68%
79%
71%
69%
47%
83%
68%
53%
73%
49%
67%
73%
69%
70%
64%
55%
61%
59%
68%
61%
58%
47%
37%
63%

弁護士数
（正会員）
2015.8.1

全合格者数 全受講者
÷弁護士数 ÷弁護士数

735
51
69
73
433
188
94
103
77
117
7469
4576
4832
1490
756
724
258
206
273
434
117
235
262
1779
177
186
101
166
111
4210
703
848
167
140
140
540
157
368
69
78
170
91
88
160
1148
99
154
150
258
190
130
247

14%
16%
30%
12%
22%
4%
4%
23%
21%
42%
6%
3%
4%
8%
19%
10%
17%
11%
19%
20%
21%
15%
27%
14%
14%
22%
46%
26%
8%
7%
18%
22%
29%
9%
18%
6%
16%
19%
46%
14%
15%
13%
13%
6%
15%
18%
31%
23%
24%
36%
40%
12%

33%
27%
104%
37%
16%
11%
64%
53%
62%
12%
8%
9%
17%
37%
20%
46%
30%
41%
43%
35%
28%
53%
21%
28%
44%
69%
46%
26%
6%
27%
39%
48%
24%
41%
18%
31%
35%
100%
19%
41%
25%
19%
16%
26%
34%
73%
49%
50%
74%
72%
25%

36397

10%

19%

37%

・前年度受験資格とは，過去に受験資格を取得して能力認定試験を受験した者の他に，東京弁護士会の中級講
座研修もしくは大阪弁護士会の中級コース研修を受講して受験資格を取得した者を指す。
・受講資格要件の緩和など制度変更により，第 7 回・2014 年度の受講者数は，基本研修及び応用研修の申込
者数（DVD 個人研修・参考書籍購入のみも含む。）を受講者数とした。
・第 7 回・2014 年度の「その他」とは，研修受講をせず試験のみの受験者，研修テキストのみ購入された方，
2014.11 末の集合研修申込終了後に受講申込をされた方を指す。

(2) 年度別推移の特徴
①

2008 年度から 2014 年度までの 7 年間で，延べ 6,895 人が能力認定制度研修を
受講し，そのうち，6,032 人が受験をして，3,773 人が合格している。受講者の
うち受験した比率は 87.4%(6,032 人÷6,895 人)で，合格率は 63%(3,773 人÷6,032
人)である。

②

2015 年 8 月 1 日時点での弁護士数（日弁連正会員）は 3 万 6,397 人である。

この弁護士数に対する合格者の比率は 10%，受講者の比率は 19%である。
日本の法律事務所で勤務している事務職員数が弁護士数と同数である 3 万
6,397 人と仮定すると，合格者，受講者とも事務職員全体に占める割合は，まだ
一部にとどまっていると言える（事務職員の中には一定数の離職者がいるので，
受講者や合格者が必ずしも現役で業務に従事しているとは限らないが，ひとまず，
現役で働いていると見なして試算した。）。
③

合格者が現在も現役で働いているという前提であるが，弁護士数に対する合格
者の比率が 30％以上の弁護士会は 52 会中 7 会（13%）ある。
［旭川 30%，青森県 42%，福井 46%，鳥取県 46％，長崎県 31%，鹿児島 36%，
宮崎県 40%］

④

また，受講者が現在も現役で働いているという前提であるが，弁護士数に対す
る受講者比率が 30%以上の弁護士会は 52 会中 30 会（58%）ある。
［札幌 33%，旭川 104%，釧路 37%，仙台 37%，岩手 64%，秋田 53%，青森県
62%，埼玉 37%，茨城県 46%，栃木県 30％，群馬 41%，静岡県 43%，山梨県 35%，
新潟県 53%，岐阜県 44%，福井 69%，金沢 46%，兵庫県 39%，奈良 48%，和歌
山 41%，山口県 31%，岡山 35%，鳥取県 100%，香川県 41%，佐賀県 34%，長
崎県 73%，大分県 49%，熊本県 50%，鹿児島県 74%，宮崎県 72%］

(3) 弁護士会の取組み（アンケート調査結果の概要）
2015 年 2 月に全国弁護士業務改革委員会委員長会議が実施されたが，その会議
に向けて弁護士会にアンケート調査が実施されたので，その概要を報告する。
①

事務職員の登録制度，身分証明書
Ｑ1

貴会では，貴会に所属する弁護士の事務所で勤務する事務職員の氏名等

を把握する制度（登録制度等）を採っていますか。
Ａ1

回答総数 50

「採っている」19

(38%)

「採っていない」31

(62%）

・身分証明書作成にあたり，採用届等の書類提出を求めている。ただし，身
分証明書を求めない職員については把握困難である。（札幌）
・採用届出の提出，身分証明書の発行（釧路）
・会長による承認（山形県）
・会員による採用届出書等の提出による。（秋田）
・会員が新たに事務職員を採用しようとする場合，事務職員採用許可願を提
出して貰い，常議員会で承認の可否を審議している。（青森県）
・法律事務職員の届出に関する規則（山梨県）
・採用するときには採用弁護士から氏名・生年月日・住所・写真添付の採用
届出書，退職時には退職届出書を会長宛に提出して貰い名簿に登録する。
本会の事務員名簿に登載のない者に法律事務を行わせてはならないことを
会規で定めている。名簿はデータで管理し，雇用期間も把握できるように
している。（長野県）
・届出制度がある。（新潟県）
・事務職員採用届出書を弁護士会に提出させている。（福井）
・会員の親族以外の採用につき届出制。（富山県）

・会員事務員規定（会規第 6 号）がある。把握している法律事務職員の人数
は，身分証明書の交付を受けている人数。（京都）
・会則による。常議員会による採用認可制度並びに書面による解雇報告制度
をとっているが，全ての職員が把握できているわけではない。（和歌山）
・事務職員身分証明書の発行（岡山）
・事務員届出制度はあるが，届出が義務でないことから，制度自体が浸透し
ておらず，正確な出入りは把握できていない。（香川県）
・届け出をして常議委員会にて承認。（佐賀県）
・届出制（法律事務職員の届出に関する規則がある。）（長崎県）
・（正社員の場合）常議委員会において事務職員採用の際の承認。（熊本県）

②

Ｑ2

貴会では，事務職員の身分証明書を作成する制度を採っていますか。

Ａ2

回答総数 50

「採っている」46

(92%)

「採っていない」4

(8%）

事務職員の表彰制度
Ｑ3

貴会では，事務職員を表彰する制度を採っていますか。

Ａ3

回答総数 49

「採っている」 4

(8%)

「採っていない」45

(92%）

・勤続年数 10 年毎に，会員の申し出により，表彰状と記念品を授与する。
記念品の費用の半分は会員が負担。（秋田）
・法律事務所事務員勤続表彰規則に基づき，規程の年数に達した事務職員に
対し，永年勤続表彰を行っている。（青森県）
・勤続 10 年の表彰（沖縄）
③

事務職員の研修制度
Ｑ4

貴会では，事務職員に対する貴会独自の研修を実施していますか。

Ａ4

回答総数 50 「実施している」23

Ｑ5

貴会では，日弁連が実施している事務職員能力認定制度に基づく研修会

(46%) 「実施していない」27

(54%）

（以下「日弁連研修」という。）を実施していますか。
Ａ5

回答総数 49 「実施している」43

(88%)

「実施していない」6

(12%）

Ｑ6（前問Ｑ5 で「はい」と答えた方のみお答え下さい。）貴会で日弁連研修を
実施している場合，それは貴会が事務職員に対して独自に実施している研修
とどのような関係にあると位置づけられていますか。
Ａ6

回答総数 41

・日弁連研修をメインとし，会の独自研修は補完的なもの

3

・会の独自研修をメインとし，日弁連研修は受講希望者がいるので実施

2

・日弁連研修のみを実施

24

・日弁連研修と会の独自研修は関係性がない

10

・その他

2

第３

法律事務職員の業務に関する実態調査の概要
大阪大学大学院法学研究科
教授

１

仁

木

恒

夫

調査の概要
本調査は，わが国の全国の法律事務職員の業務の実情について定量的データに基づ
いて経験的に明らかにしようとするものである。調査の概要は次のとおりである。
(1) 目的
以下で取り上げる第一次調査では，法律事務職員が日常業務においてどのような
作業を担当しており，弁護士とどのような情報伝達を行っており，依頼者との接触
はどの程度あるのかを把握することを主な目的とする。
(2) 調査設計及び回収状況
本調査は調査票に基づく定量的調査（第一次調査）とインタビューによる定性的
調査（第二次調査）とから構成されるが，以下では主に第一次調査の結果の一部を
紹介する。調査対象者である法律事務職員の選出は，日本弁護士連合会会員名簿か
ら無作為に抽出した弁護士の勤務する法律事務所の事務局宛てに調査協力の依頼を
送付して行った。日本弁護士連合会会員名簿（2015 年 1 月 27 日現在）から弁護士
会の会員数の割合で按分して総数 1,820 人（弁護士人口の 5%）を抽出した。なお，
抽出の際，企業内弁護士，外国法事務弁護士，自治体内弁護士などを排除はしてい
ない。
所属事務所が重複する会員は，1 人を残して取り除き，その人数分を名簿の残り
から補充した。法律事務所単位で調査を行ったのである。ただし，東京三会及び大
阪は大規模法律事務所が集中しており，補充作業においても多くの重複事務所が発
生することが予想され，この作業に限界があるため，重複事務所を取り除いたあと
の補充を行わなかった。東京三会及び大阪の重複分の人数 179 名は，再び所属会員
数が 200 名以下の弁護士会から按分して抽出した。これらの弁護士会は，本調査に
おいて重要性が高い地域であるにもかかわらず，最初の抽出段階での標本数が少な
く回収の困難が予想されたからである。なお，最初の調査名簿に基づく調査票は 1
月 24 日付（1,641 通），地方会へ補完的に実施する調査名簿に基づく調査票は 2 月
7 日付（179 通）で実施した。
正規の調査対象者 1,820 名のうち，14 名分の調査票が住所不明又は宛名不完全で
配達不能で戻ってきた。残りの 1,806 名のうち，調査を完了した調査対象者は 480
名（2015 年 7 月 15 日時点）であり，回収率は 25.8%であった。内訳は，1 月 24
日付調査票が 422 名，2 月 7 日付調査票が 58 名であった。うち，第二次調査（イ
ンタビュー調査）への応諾者は合計 87 名（回収票の 18.5%）あった。
なお，本調査は，科学研究費補助金研究課題番号 80284470 の研究成果の一部で
ある。

２

回答者の全般的特徴
本調査の回答者の全般的特徴として，雇用主である弁護士の執務環境，事務職員の
性別・年齢・経験年数の分布，勤務事務所の所在地，日弁連事務職員能力認定試験合
格の有無，勤務事務所の所属弁護士人数，勤務事務所の所属事務職員人数を概観する。
(1) 弁護士の執務環境
本調査では，弁護士の執務環境による選別は行わずに調査票を送付している。そ
の結果，白紙の回答票も含めて本調査には該当しないとする回答が一定数回収され
た。そうした調査票は質問項目の分析では非該当として処理されたが，それらの回
答票の多くには執務環境についての情報が記されていたため，それらも含めて弁護
士の執務環境についてアフターコーディングを行った（図 1）。不明の回答（4 件）
を除くと，法律事務職員を雇用する法律事務所が 94.2%（439 件），弁護士のみで執
務を行っている法律事務所が 2.8%（13 件），企業が 2.6%（12 件），公的組織が 0.4%
（2 件）であった。なお，法律事務職員を雇用する法律事務所のなかには法テラス
法律事務所も含まれている 1。また，弁護士のみで
執務を行っている法律事務所には，高齢で実働が
ほとんどないという回答とキャリアがまだ若いが
事務職員を雇用していないという回答とが含まれ
ている。
図 1 弁護士の執務環境
(2) 事務職員の性別・年齢・経験年数の分布
回答者の性別，年齢の分布は図のとおりである
（図 2）。まず，性別の分布については，女性は
88.2%（380 件）であり，男性は 11.8%（51 件）
であった。従来から法律事務職員は女性が多いと
言われてきたが，本調査の結果もこうした知見と
符合するものになっている。
図２

性別

次に年齢の分布については（図 3），30 歳代前半から 40 歳代前半の占める割合が
多いことが見てとれる（54.3%）。他方で 25 歳以下が極端に少ないことが分かる
（3.3%）。
続いて，経験年数の分布については，3 年ごとに区分をしている（図 4） 2。3 年
1

弁護士補助職としての事務職員の業務の実態を把握するという本調査の目的から，法テ
ラスに勤務する事務職員を，一般の法律事務所で勤務する事務職員と同様に本調査の対象
として扱っている。ただし，法律事務職員の活動も，その地位に規定されるとも考えられ，
今後の調査研究においては，一定の配慮が必要になるものと思われる。
2 弁護士補助職認定制度が設立された当初，日本で多数を占める弁護士単独の法律事務所
において，やはり事務職員一人が事務所内の業務をこなせる水準に達するのに 2 年が目安
であり，その水準の能力を獲得していることを担保する制度であるとされていた。他方で，

以下が多く，それに続く 4～6 年，7～9 年，10～12 年がほぼ同じ割合である。

図3

図4

年齢

経験年数

年齢分布によると，少なくとも 2015 年段階では，
「法律事務職員は女性の結婚ま
での一時的な仕事」という旧来からの言説とは異なる現実があるのではないかとい
うことが推測される。また，経験年数分布によれば，3 年目を超えた時期に，一定
の法律事務職員が離職するのではないかということが推測される。法律事務職員の
仕事は 2～3 年で一応は業務全般について修得するといわれるが，その時点で法律
事務実務への適合性が図られ，自発的にかどうかはともかくこの職業を離れる者が
いるのではないかと思われるのである。
(3) 法律事務所の所在地
本調査の回答者の職場の所在地の分布につい
ては，左図のとおりである。図 5 にみられるよ
うに，高裁不所在地が最も多く 42.7%（181 件）
であり，東京の 32.1%（136 件），大阪・名古屋
の 13.8%（65 件），高裁所在地の 8.9%（42 件）
と続いている。
図5

事務所所在地

(4) 事務職員の認定の有無
回答者の中で日弁連事務職員能力認定制度を知っている事務職員，また，認定を
受けている（能力認定試験に合格している）事務職員の割合は次のとおりである。
日弁連事務職員能力認定制度を知っている回答者は 85.3%（370 件）で，この制度
が法律事務職員の間に広く知られていることが分かる（図 6－1）。他方，認定を受
けている回答者は 24.5%（106 件）と大きく減少する（図 6－2）。能力認定制度を
知ってはいるが，認定は受けていない層がかなり存在することを窺わせる。ただし，
未認定者 3の中には，認定に関心をもっている事務職員，能力認定試験は受けていな
いが研修には参加した事務職員なども存在することが推測され，事務職員の能力認
定制度に対する姿勢は幅広いものが含まれていると思われる。
インタビューにおいて，認定試験は，職歴 2 年目では難易度が高いという意見も少なくな
い。こうしたことから，事務職員として独り立ちできるようになる経験年数を差し当たり
3 年に設定して，それ以降を等間隔で分割した。
3 以下，日弁連弁護士補助職認定を受けている事務職員（能力認定試験に合格している）を「認
定者」，受けていない事務職員を「未認定者」と表記する。

図 6－1

図 6－2

認定を知っているか

認定を受けているか

(5) 事務所の所属弁護士数
事務職員が執務する法律事務所の所属弁護士人数の分布は以下のとおりである。
調査の結果は，
『弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書 2010』
（以下「日
弁連調査」という。）と平仄をそろえて，1 名，2 名，3～5 名，6～9 名，10～19 名，
19 名以上の 7 つのカテゴリに分割した。このうち，3～5 名の弁護士が所属する事
務所が最も多い 33.2%（143 件）である。単独開
業弁護士の事務所の 21.6%（93 件），2 人の事務
所 20.4%（88 件）がそれに続く（図 7）。その合
計は 75.2%になる。
概括的にいえば，日本の弁護士は 1～5 人の小
規模事務所で執務をしていることを表しているが，
日弁連調査と比べて単独事務所の割合がかなり少
ない。
図7

所属弁護士数

(6) 事務所の所属事務職員数
事務所の所属事務職員数の分布は以下のとおりである。調査の結果は，事務所の
所属弁護士数と同様に，1 名，2 名，3～5 名，6～9 名，10～19 名，19 名以上の 7
つのカテゴリに分割した。弁護士の所属人数に比べて事務職員が 1 人又は 2 人の事
務所の割合が若干多いが，事務職員の人数が 3～5 人の事務所が 31.1%（134 件）
でもっとも多く，事務職員 1 人が 25.8%（111
件），そして 2 人事務所の 24.4%（105 件）が
続いている点は，事務所の弁護士人数と同様
である。もっとも，事務職員の人的な職場環
境を考える場合，所属弁護士数と所属事務職
員数との組み合わせで考えることがより実態
をつかむのには望ましいであろう。
図8
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所属事務職員人数

法律事務職員の業務活動
ここでは，本調査の回答者の日常業務について概観する。まず，18 の特定の業務と
その他として 19 の選択肢を設定した。この 19 の選択肢それぞれに，どのくらいの割

合の回答者が担当しているかをみる。ここでは，日弁連事務職員能力認定制度の認定
者と未認定者との違いにも言及する。次に，弁護士と事務職員との情報伝達の仕方に
ついてみる。最後に，事務職員が依頼者とどの程度の頻度で接触があるのかを確認す
る。
(1) 法律事務職員の業務の概要
法律事務職員の業務について，まず全体の特徴を見てみよう（図 9）。「来客の接
遇」94.7%，
「電話の応対」97.9%，
「郵便物の収受」95.8%，
「資料等のコピー」96.3%，
「裁判所との連絡等」93.7%，「登記簿等の謄本申請」93.5%と，これらの業務は非
常に高い割合を示している。他方で，「訴状の起案」21.1%，「保全申立書の起案」
19.0%，
「強制執行申立書の起案」37.4%，
「その他裁判関係書面の作成」19.5%，
「強
制執行の立会い」19.2%，
「依頼者への報告書作成」34.1%などは，いずれも 5 割を
下回っている。前者の作業は大半の法律事務職員に共通する一般的業務と考えてよ
いであろう。それに対して，後者の作業は必ずしも典型的な法律事務職員の業務と
は言えない。なお，
「その他裁判関係書面の作成」の自由記述には，準備書面，証拠
説明書，陳述書，家事調停申立書，成年後見申立書，成年後見報告書などがみられ
る。

図9

法律事務職員の業務内容

さらに，業務の内容を未認定者と認定者とで比較してみると，この典型的とは言
えない作業において違いがみられる 4。すなわち，未認定者では，
「 訴状の起案」18.8%，
「保全申立書の起案」15.4%，「強制執行申立書の起案」31.5%，「その他裁判関係
書面の作成」16.0%，
「強制執行の立会い」10.0%，
「依頼者への報告書作成」28.7%
であるのに対して，認定者では，
「訴状の起案」28.6%，
「保全申立書の起案」29.5%，
「強制執行申立書の起案」56.2%，「その他裁判関係書面の作成」30.5%，「強制執
行の立会い」33.3%，「依頼者への報告書作成」51.4%なのである。

4

紙面の都合上，グラフの掲載は控える。

(2) 弁護士と法律事務職員との連絡
業務遂行過程で，弁護士と法律事務職員がどのように情報伝達を行っているのか
については，
「弁護士からの指示の受け方」と「法律事務職員からの報告の仕方」を
質問した。図 10 はグラフの横軸が「弁護士からの指示の受け方」，そのなかでの「法
律事務職員からの報告の仕方」を色分けして積み上げている。ともに「口頭」，「書
面・メール」，
「両者の併用」を聞いているが，
「両者の併用」が「弁護士からの指示
の受け方」でも 54.3%，「法律事務職員からの報告の仕方」でも 64.7%と多くを占
めている。他方で，特に「弁護士からの指示の受け方」では「口頭」が 31.1%と相
当数あり，そのなかで更に「法律事務職員
からの報告の仕方」が「口頭」であるとす
る回答が目立つ。すなわち，弁護士及び法
律事務職員の双方が主に口頭で情報伝達を
おこなっていると理解している回答者が一
定数いることがみてとれるのである。

図 10

弁護士と事務職員の連絡方法

(3) 依頼者との接触頻度
法律事務職員が依頼者と接触する頻度はどうか（図 11）。
「頻繁」39.5%（171 件），
「時々」43.9%（190 件），「ほとんどない」14.1%（61 件），「まったくない」1.6%
（7 件）という結果であった。図 9 の「法律事務職員の業務内容」で，多くの法律
事務職員が「来客の接遇（94.7%）」「電話
の応対（97.9%）」に携わっていることが確
認されている。このことからすれば，多く
の法律事務職員が依頼者と接触しているこ
とを意識しているものと窺わせる結果が出
たのは不思議ではないだろう。ただし，本
調査では，事務職員の依頼者との接触の密
度について明らかにするものではないこと
図 11
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依頼者との接触頻度

は留意する必要がある。

認定者の分布状況
最後に，未認定者と対比しつつ認定者に焦点を当てて，その特徴をみてみる。認定
者の地域的な分布状況，認定者が所属する法律事務所の規模，認定者の経験年数をみ
る。

(1) 認定法律事務職員の地域的分布
認定者はどの地域に多いのだろうか。図 12 のように，
「東京」
「大阪・名古屋」
「高
裁所在地」「高裁不所在地」でみてみると，「高裁不所在地」が，認定者全体のなか
でも最も多く（53.8%），また地域内の法律事務職員のなかでの認定者の割合も最も
多い（31.7%）。認定制度が，
当初，大都市部のように充
実した法律事務職員研修を
もっていない地域の法律事
務職員を主に対象として設
置されたことを考えると，
この結果は制度のねらいが
現場の需要に適合した面が
あるのではないかというこ
とを推測させる。
図 12

認定者の地域分布

(2) 認定者が所属する事務所の規模
認定者が所属する事務所の規模の分布状況はどうなっているのだろうか。すでに
みたように，回答者のなかでは小規模個人法律事務所，とりわけ弁護士が 3~5 人所
属する法律事務所に勤務する法律事務職員が多かった。図 13 によれば，本調査で
の認定者の人数も同様に弁護士が 3~5 人所属する法律事務所に勤務する者が最も多
い。先述のとおり，日弁連
調査では最も多かった弁護
士 1 人の個人事務所が，本
調査では同程度には回収す
ることができなかったこと
も影響していると思われる
が，認定者は弁護士 3～5
人の規模の法律事務所に顕
著にみられることにも注目
すべきであろう。
図 13

認定者の事務所の規模

(3) 認定者の経験年数
最後に，認定者の経験年数ごとの人数をみると（図 14），3 年以下はほとんどお
らず，7～9 年目から 19～21 年目までがほぼ同じくらいの人数で分散している。当
初，2 年の実務経験が当該研修の受講要件とされており，受講要件取得直後の 3 年
目までの法律事務職員に認定者がほとんどいないのは当然と言えるかもしれない。
そのことを裏から表すこと
ではあるが，全体のうち経
験年数の若い法律事務職員
の割合が高く，そして未認
定者の割合が高いことが顕
著である。

図 14
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認定事務職員の経験年数

事例紹介

弁護士大増員の波の中で，弁護士業務のあり方に大きな変化が生じている。それに応じ
て，事務職員の業務も既に多様性・可能性に満ちたものとなっている。特に，法律事務所
の新たな経営戦略に当たって，有能な事務職員を雇用することは避けて通ることができな
い現実がある。
そこで，スキルアップした優秀な事務職員を活用し弁護士業務を充実・拡大させている
例について，取材を通じて収録したものをシンポジウム当日に上映して紹介する。具体的
には以下の内容となる。
１

事務職員能力認定試験やその研修を受け，スキルアップした事務職員であるが，そ

の後，司法試験に合格して現在弁護士登録している弁護士に取材した。この取材を通
して，事務職員がスキルアップするに当たって，現行の能力認定制度が有用であるこ
と，さらに，弁護士の立場からこのような事務職員にどのような仕事をさせることが
可能なのか，事務職員が仕事を分担することによって弁護士業務がどのように改善す
るかを紹介する。
２

事務職員としてスキルを向上させ，現在は裁判所執行官となっている方に取材した。
この取材を通じて，実際の執行現場において経験を積んでいる事務職員が有意義に活
躍する場があり，実際に，不可欠な役割を担っていることについて裁判所の目から見
た事例を紹介する。

３

地方における弁護士業務をする中で事務職員の潜在能力に気が付き，事務職員を上
手に利用することによって，個々の事件処理においても弁護士のパートナーとしての
役割を実現している例を紹介する。例えば，交通事故の事件処理についても，依頼者
との面談や医師との面談など弁護士とチームを作って対応するなどしている。

また，事務職員を内部で研修体制を作って研修するだけではなく複数事務所の間で
転勤をさせることにより，事務所経営に責任感を持って対応してもらうことを心掛け
ている。
４

その他の事例
弁護士は法律解釈能力を試されて試験に合格しただけの存在である。そのような弁
護士が，人間や組織と総合的に関わる業務を行う必要があり，また，司法改革後の競
争が激化する法律事務所の中で勝ち残っている必要がある。そのようなときに，弁護
士を補助し，弁護士の足りない部分を補って，より，依頼者に評価される法律事務処
理を実現するために，事務職員は大きな役割を担っている。さらに，弁護士は，経営
のプロとも言い難い。能力が高く信頼の持てる事務職員は，弁護士を補佐し事務所を
発展的，安定的に経営していく上でも，力強いパートナーとしての可能性がある。

第５

能力認定試験合格者の現状と将来 ～合格者を代表して～
一般社団法人日本弁護士補助職協会
事務局長

１

鈴木

寿夫

現状の合格者像
(1) はじめに
私は初年度の能力認定試験に合格した後，長年法律事務職員研修に携わってきた
経験から，東京弁護士会及び第二東京弁護士会からの推薦を受け，日弁連弁護士補
助職認定制度推進小委員会の協力事務職員として能力認定制度に関わってきた。ま
た，同小委員会における議論の過程で，この制度をサポートしつつ合格者をきちん
と登録する団体が必要であると考え，弁護士委員及び他の協力事務職員と一緒に 2
年前に「一般社団法人日本弁護士補助職協会（以下「ＪＡＬＡＰ」という。）」を設
立した。現在はその事務局長を務めている。
ＪＡＬＡＰは，この 2 年間に「法律事務職員のための家事事件申立の実務」「法
律事務職員のための訴額・管轄事例集」
「法律事務職員基本研修テキスト（上）
（下）」
等々の事務職員向けの実務書を発行し，多くの事務職員に活用されている。中でも
「法律事務職員基本研修テキスト」は日弁連事務職員能力認定制度に基づく基本研
修カリキュラムに則して編集され，能力認定研修の参考図書にもなっている。
また能力認定試験合格者で入会を希望する者を合格者会員として登録し，会員の
メーリングリストによる実務交流や，各地の合格者団体を認定登録し，その登録合
格者団体による合格者向けの上級研修に取り組んできた。
本稿は，上記ＪＡＬＡＰの諸活動及び今回の弁護士業務改革シンポジウムに向け
て急遽ＪＡＬＡＰで取り組んだ能力認定試験合格者を対象としたアンケート（以下
「合格者アンケート」という。）の内容から，当シンポジウム第三分科会の議論の参
考に合格者の視点でまとめた報告である。
なお，上記アンケートは，ＪＡＬＡＰ合格者会員及び登録合格者団体を通じて集
め，72 名から回答を得た（資料 3 －1 として添付の資料ＣＤにこのアンケートの

回答一覧の抜粋を収録した）。
(2) 合格者は何を期待して研修や試験を受けたか
合格者アンケートのＱ1 の「あなたが能力認定試験を受験した最も大きな理由は
何ですか」との問に，55.2%が「自分の知識や到達点の確認」と答えている。次に
多いのが「法律事務職員の社会的地位の向上のため」
（27.6%)で，
「待遇面での期待」
（1.1%），
「転職等に有利と考えた」
（3.4％）という，いわゆる実利的な理由は驚く
ほど少ない。
結果については，80％の者が一応満足しており，83.3％が能力認定試験に合格し
たことを「よかった」と評価している。しかも，合格したことにより待遇面で変化
があったものは１割にも満たないのにもかかわらず，逆に 94.4％の合格者は後輩の
事務職員にも研修の受講や受験を勧めるのである。
Ｑ7 で，「研修や試験がどのような面で役立ったか」との問に対し，「実務に役立
った」
「未経験分野の学習」
「経験したことの整理・体系化」が 65%～70％の回答を
得ていることと合わせて考えると，法律事務職員として自らの仕事に誇りを持ち，
勤勉で，向上心にあふれた合格者の姿を思い浮かべることができる。
(3) 合格者はどのような仕事を行っているか
Ｑ14 で日常的に行っている業務を尋ねた結果は下記のようになった。

この各項目の割合を別稿で御報告のある大阪大学仁木恒夫教授の法律事務職員の
業務に関する実態調査と比較してみよう。仁木教授の「法律事務職員一般」（図 9）
と比較すると，合格者は経理業務の比率がかなり低い。これは複数事務職員のいる
事務所では，経理事務専門の事務職員と法律事務行う事務職員とを分ける傾向にあ
るためと推察される。
逆に書面の作成に関する業務については，ほぼ全ての項目で合格者の方が事務職
員一般よりも比率が高くなっている。特に強制執行申立書の起案については，事務
職員一般で見ると 4 割弱なのに対し，合格者は 70％以上という高い比率になってい
る。執行申立書については，上申書等に比べるとかなり専門的な知識が必要となる

ので，事務職員の平均的な業務とは言えないが，訴状等に比べるとかなり定型化さ
れ，ある程度の知識のある事務職員であれば十分起案できる，まさに合格事務職員
に適した実務であると言えよう。
それでは，実際にどのような書面を合格者は作成しているのだろうか。Ｑ17 の問
に対する回答を見てみよう。

過払金請求の訴状，送達に関する上申書，証拠説明書，裁判上の担保の供託書，
担保取消申立書，破産申立時の債権者一覧表，個人再生事件の弁済計画案等は 70％
以上の合格者が作成に関与している。もちろん最終的なチェックは弁護士がするで
あろうが，かなりの専門的な知識を必要とする書面の作成に実際に関わっているこ
とが分かる。
２

合格事務職員の有用性
(1) 能力認定試験で求められている能力
能力認定制度による研修で学び試験で試される能力は，手続的な実務面で弁護士
が信頼し，ある程度の包括的な指示に基づき業務を任せることができる水準である。
①

弁護士の指示や意図がわかる程度の基本的な法律知識を持ち

②

定型的な実務をこなし書記官や他の役所の公務員等と対等に話ができ

③

手続きの流れを理解し，先を読むことができ

④

疑問があれば専門書や六法である程度自分でも調べることができる
ややおおざっぱだが，そのような合格事務職員像が想定されている。
研修については，現在は基本研修 8 科目，応用研修 7 科目の合計 15 科目が行わ

れており，その講義要項は日弁連ホームページでも見ることができる（資料 3－2
として添付の資料ＣＤにも収録）が，かなり広い範囲の専門的な内容も含まれてい
る。
試験は上記の研修科目から 60 問が出題され，約 7 割の正解が合格ラインとなっ
ている。特徴としては単純に知識を問うものではなく，法律事務職員として実務に

かかわることを想定した出題が多い。
一例を挙げると，今年行われた第 7 回能力認定試験で下記のような出題があった。
【第３７問】
離婚の届出に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。
１ 判決による離婚の届出には，判決正本と確定証明書を添付する必要がある。
２ 判決による離婚は確定の日から，調停離婚や和解離婚は成立の日から，１０日以内に届出
をする必要がある。
３ 判決による離婚では，届出期間に届出ができるのは原告のみであり，被告は届出期間が経
過した後でなければ届出ができない。
４ 協議離婚の届出には届出期間はない。

この問題の正解は 1 で，誤っているのは「判決正本」となっている部分（謄本で
よい）であるが，見方によっては些末な問題のように感じられるかもしれない。
しかし，法律事務職員は離婚届の提出にかかわることも多く，2～4 は常識として
理解していなければならないものであると同時に，１については「判決正本」では
なく「判決謄本」でかまわないということには気がついてもらわなければならない。
実務的には，離婚届に判決正本を添付して出してしまったら大きなミスになる。
離婚を認める判決があったら，確定証明書とともに離婚届に添付する省略謄本も一
緒に請求するというのはやはり合格事務職員にとっては常識的なレベルであろう。
このような実務的なレベルの出題は，書記官の権限や書記官が実務的に大きな役
割を果たす分野，たとえば訴訟における「訴状の形式的な記載事項」，
「管轄や訴額」，
「送達」，「民事保全」や「民事執行」，「破産・個人再生」など，それから裁判外で
はやはり形式的審査となる「登記・供託」等の分野に多い。これらは，いずれも形
式的，定型的で，法律的な判断を伴わずに処理できる実務が多い分野であり，能力
認定試験合格者にはそのような実務を担当するに適した能力が求められていると言
える。先程ほど紹介したＱ14「合格者の行っている日常業務」やＱ17 の「作成にか
かわっている書面」の回答から，実際に行っている業務についても同じ傾向を読み
取ることができる。
(2) 合格者には実際に何ができるか
それでは，合格者には実際にどのような分野で，何ができるのか，もう少し詳し
く尋ねたのが，合格者アンケートのＱ15 とＱ16 である。建物明渡請求事件，相続
事件を例に，各項目の実務について，
「Ａ実際に行っている。Ｂ行ってはいないがで
きると思う。Ｃ難しいと思う。」の三つの中から回答してもらった結果は次のとおり
である。
Ａの「実際に行っている」とＢの「できると思う」の合計で見ると，Ｑ15 の⑥明
渡し強制執行の実質的な関与，Ｑ16 の⑤遺産分割協議書に基づく不動産の相続登記
がそれぞれ一番少ないがそれでも 70%が行っているかできるとしており，その他の
実務については 75%～100％の高い数値となっている。

Ｑ １ ５ 建 物 明 渡 請 求 訴 訟 の 下 記 の 実務 につ いて 、Ａ 「実 際に 行っ てい
る」Ｂ「行ってはてはいないができると思う」 Ｃ「 難し いと 思う 」の いず 回答
れですか。
① 「必要 書類 を取 り寄 せて おい て」 とい う包 括的 な指 示で 、当 事者 の資
格証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書を揃える。
Ａ 実際に行っている
57
Ｂ 行ってはいないができると思う
13
Ｃ 難しいと思う
1
② 訴状の訴額の計算をし、管轄をチェックする。
Ａ 実際に行っている
52
Ｂ 行ってはいないができると思う
19
Ｃ 難しいと思う
0
③ 訴状原稿と証拠方法を参考に書証を作成する。
Ａ 実際に行っている
36
Ｂ 行ってはいないができると思う
24
Ｃ 難しいと思う
11
④ 被告が既に不在で行方不明の場合に訴状の送達につき書記官と 打合 せを
して、必要な書類の取り寄せや調査をした上、 報告 書や 公示 送達 の申 立書
を作成する。
Ａ 実際に行っている
41
Ｂ 行ってはいないができると思う
25
Ｃ 難しいと思う
5
⑤ 判決確定後の執行準備および強制執行の申立てを行う。
Ａ 実際に行っている
46
Ｂ 行ってはいないができると思う
16
Ｃ 難しいと思う
9
⑥ 明渡し強制執行につき執行官や執行補助者・業者等との打合せ を行 い、
強制執行に債権者復代理人として立ち会う。
Ａ 実際に行っている
32
Ｂ 行ってはいないができると思う
19
Ｃ 難しいと思う
20

率

80.3%
18.3%
1.4%
73.2%
26.8%

50.7%
33.8%
15.5%

57.7%
35.2%
7.0%
64.8%
22.5%
12.7%

45.1%
26.8%
28.2%

（ＪＡＬＡＰ「合格者アンケート」）

Ｑ １ ６ 相 続 事 件 お け る 下 記 の 実 務 に つ い て 、Ａ 「実 際に 行っ てい る」 、Ｂ
回答
「行ってはいないができると思う」、Ｃ「難しいと思う」のいずれですか。
① 相続人の確定に必要な戸籍を揃えて相続関係図を作成する。

率

Ａ

実際に行っている

66

93.0%

Ｂ

行ってはいないができると思う

5

7.0%

Ｃ

難しいと思う

0

0.0%

② 弁護士作成のメモに基づき遺産分割協議書を作成する。
Ａ

実際に行っている

29

40.8%

Ｂ

行ってはいないができると思う

25

35.2%

Ｃ

難しいと思う

17

23.9%

③ 必要書類を揃えて相続放棄の申述書を作成して提出する。
Ａ

実際に行っている

50

70.4%

Ｂ

行ってはいないができると思う

19

26.8%

Ｃ

難しいと思う

2

2.8%

④ 遺産分割協議書に基づき金融機関の預金の相続手続を行う。
Ａ

実際に行っている

53

74.6%

Ｂ

行ってはいないができると思う

12

16.9%

Ｃ

難しいと思う

6

8.5%

⑤ 遺産分割協議書に基づき添付書類を揃えて不動産の相続登記手続きを行う。
Ａ

実際に行っている

28

41.8%

Ｂ

行ってはいないができると思う

19

28.4%

Ｃ

難しいと思う

20

29.9%

（ＪＡＬＡＰ「合格者アンケート」）

表１ 能力認定試験合格者に期待できる業務水準一覧表（抜粋）
合格レベルの平均水準として期待できる内容

主な研修事項

求められる実務的な水準
訴訟準備

作成（下書）可能な書面等

戸籍・住民票、登記事項証明、評価証明書等の取り寄せ、記
各種交付請求書
載内容の理解、調査

訴状の作成、提出

形式的記載事項、管轄、訴額等のチェック

物件目録等

送達

送達についての書記官との連絡・打合せ

送達に関する上申書、公示送達の申立書等

訴訟書類

訴訟書類の送付、受理、書証の作成

訴訟書類送付書、受領書、証拠説明書

期日管理等

書記官との期日の打合せ、依頼者への連絡

期日請書、期日変更申請書、依頼者への連絡文書

訴訟中の事務

記録謄写、依頼者との連絡等

謄写申請書、連絡文書

訴訟終了

判決主文の聴き取り、判決・和解調書等のチェック

判決確定証明書、訴えの取下書

上訴

上訴期限等の確認

理由追って書きの定型的な控訴状

強制執行の準備

執行文付与（各種）、送達証明申請、必要書類の請求

執行文付与申立書、承継執行文、送達証明申請書等

債権執行

基本的な債権執行申立及び取立等

債権差押命令申立書（預金、給料等）、取立届、取下書、転付命令申立書

不動産執行

強制競売申立手続、配当要求

強制競売申立書、配当要求申立書

執行官手続

強制執行申立書の提出

強制執行申立書、目録

保全事件の申立

必要書類の取り寄せ、申立準備、申立て

疎明資料の作成、目録の作成、第三債務者の陳述催告申立書

立担保

保証供託手続

供託書、供託委任状

保全執行

必要な目録、郵券、印紙の準備、決定正本受領、必要な場合
執行官への執行申立書
は執行申立

執行取消（取下げ）、保全取消

必要な目録や郵券等を調べ取下げができる

保全事件取下書

担保取消、取戻し

基本的な担保取消手続

各種担保取消申立書、供託原因消滅証明申請書、同意関係書類

供託及び払渡し請求

担保供託金の払い渡し手続き

供託金払渡し請求署

債務整理

債務整理方法の種類、利息制限法等、受任通知等について
基本的な理解

引き直し計算書、受任通知書、定型的な過払金請求訴状の下書

個人破産申立

同時廃止事案の自己破産申立手続き

破産手続開始申立書、債権者一覧表等申立関係書類下書

個人再生申立

申立手続

個人再生申立て関係書類、再生計画案の下書

破産管財

就任直後の事務、債権届出書の整理、期日の準備、配当、終
口座開設、基本的な書類の作成、認否表、配当表等の下書き、証明申請
了関係事務

戸籍の見方と取り寄せ

戸籍の見方が分かり、必要な請求ができる

各種戸籍関係書類のの請求書

不動産登記簿

不動産登記制度の基礎的な理解、登記簿の記載内容

各種不動産登記関係書類（登記事項証明書、地図等）の請求署

不動産登記申請

不動産登記の基礎の理解

相続登記等の簡単な登記申請書

商業登記簿

商業登記制度の基礎的な理解、登記簿の記載内容・代表者
の理解、閉鎖事項等の調査

各種商業登記事項証明書（閉鎖登記簿も含め）の請求署

家事審判、家事調停

審判の種類、調停の種類の基礎的な理解

家事審判申立書・調停申立書等の下書、調書等の交付申請書、省略謄本
の請求署

人事訴訟（離婚訴訟）

調停前置、訴額の算定等

調停不成立の証明申請書、判決確定証明書

離婚成立後の処理（戸籍、登記等）

戸籍の報告的届出についての理解、依頼人に離婚届の提出
判決離婚届等、子の氏変更許可の申立書
についての連絡

〃 履行確保、強制執行等

年金分割方法や強制執行についての理解

扶養義務等の定期金請求の債権執行申立書等

成年後見等申立

成年後見申立てに必要な書類を取り寄せできる

成年後見登記事項証明書等の請求署

成年後見人の業務

成年後見業務を理解し、弁護士の指示に従い収支の記録、領
収支の記録、終了登記申請書
収証の保管等ができる

相続法と相続

民法の条文の基本的な理解、相続財産、相続分の理解、相
続人の調査、必要な戸籍等の取り寄せ

相続の承認、放棄、限定承認

法定単純承認、熟慮期間、相続放棄、限定承認についての理
相続放棄の申述書、熟慮期間伸長の申立書、限定承認の申立書
解

遺言と遺言執行

遺言書の種類と要件を理解する。公証役場と遺言公正証書作
遺言書検認申立書、遺言執行人としての金融機関への請求書
成の打合せができる。

相続手続

具体的な相続手続きについて理解し、金融機関等との打合せ
相続届、預金等の相続手続の書類
や必要書類の確認ができる

刑事事件

刑事事件の流れ、刑事事件と民事事件の違い等の基本事項 弁護人選任届、勾留状謄本交付請求書、記録謄写申請書、保釈請求書、
を理解する
判決謄本交付申請書

少年事件

少年事件の特徴と付添人について理解する

事務職員倫理

弁護士倫理、弁護士職務基本規程の内容を理解する

遺産目録、相続関係図の作成

付添人選任届

（ＪＡＬＡＰ作成）

これらのアンケート結果と前述の試験問題の内容等から，具体的な業務において，
合格者であれば平均的にこなせると思われる業務を一覧にしたのが表１の「能力認
定試験合格者に期待できる業務水準一覧表（抜粋）」である。弁護士が合格事務職員
に事務を指示する際の一つの目安になると思われる。
もちろんこれらの実務は合格者以外の事務職員でも多くが行えるし，現に行って
いるであろうが，誰もが行えると期待することはできない。大切なことは認定試験
合格事務職員は，平均的な水準としてこのくらいの業務はできるという能力担保が
あるということである。
３

合格事務職員の将来
(1) 合格後の研修
最初に合格事務職員の特徴として，勤勉さと向上心を指摘したが，これは合格後
の意識にも現れている。Ｑ21 の今後どのような分野で事務所に貢献したいかとの問
に対し，約 85%が法律事務に関する更なる専門知識及び経験の習得に○をしている。
またＱ22 の次のステップとして希望することについては，半数以上がより高度な内
容・専門分野の研修や独学や参考になる事務職員向けのテキスト・書籍を求めてい
る。日弁連が毎年行っている合格者に対するアンケート調査でも，例外なく「合格
者向けの研修会」
「合格者向け研修教材」を希望する声が多い。つまり合格者はより
上を目指して研鑽し，更に成長しようとしているのである。
ＪＡＬＡＰの登録合格者団体は，現在東京，関西，東海の 3 地域にあり，それぞ
れが合格者レベルの研修会を実施している。ケーススタディ形式で行われることが
多く，その研修は実践的でかなりレベルが高い。例えば，
「建物収去の強制執行で建
物にアスベストが含まれていたらどうするか」とか「送達の調査で，相手方の住所
がオートロックマンションで現地での調査ができない場合にどのような方法がある
か」などという課題に基づき議論し研修をしている。前者は講師に執行官を呼び，
後者は書記官研修所の書記官向けの書籍を参考にして行われた。また，合格者団体
による研修会は，今のところ上記３地域のみであるが，それに類するような意見交
換が合格者のメーリングリストでも行われている。
ＪＡＬＡＰでは，更に合格者を対象として一定のカリキュラムを組み，上級レベ
ルの認定試験を行うことも計画している。当面「相続」
「離婚」という弁護士から見
ても需要の多い分野で実験的に実施して，合格者には「ＪＡＬＡＰ公認相続プロス
タッフ」
「ＪＡＬＡＰ公認離婚プロスタッフ」との称号を付与する予定である。合格
事務職員は毎年増え，それぞれがより高いレベルを目指して成長し続けているので
ある。
(2) 合格者の存在と合格者情報管理の必要性
今年行われた第 7 回の試験（合格発表は 9 月）までで，合計 4,000 名前後の合格
者が生まれることになる。中には退職した者もあるであろうが，おそらく法律事務
職員全体の約 1 割に近い状況になっているものと思われる。その高い能力と勤勉さ
を持った事務職員が，既に法律事務職員の中に一つの層をなす存在として育ちつつ
あると言える。そして，法律事務職員の行う業務範囲のモデルを提供し，合格者以

外の法律事務職員に対しても大きな影響を与える可能性が大きい。今後の弁護士業
務の発展を考える上で，能力認定試験合格事務職員を抜きにしては語れない存在に
なっているのではないだろうか。
しかし，このような合格者の情報が，現在日弁連で十分に管理されていないこと
は残念に思う。実は，試験の願書に記載された合格者情報は日弁連で保管されてい
るが，その後の変更（氏名の変更，事務所の変更等）については，現状では日弁連
としては申し出があっても対応していないという。事務職員能力認定制度規則では
「合格者名簿」は作成することになっている。それは「誰が合格者であるか」を必
要に応じて把握できるようにするためと思われるが，合格後は一切更新しない名簿
で，この先何年も経過した後，果たしてそれが可能なのだろうか。将来的に制度を
維持して行くためにもまずこの点の改善に早急に取り組む必要があると思われる。
また本稿でも「合格者」というある意味ではやや曖昧な呼称でまとめたが，そも
そもその存在を言い表すような適切な用語がない。
「 日弁連事務職員能力認定試験合
格者」というのは一般的な呼称としてはあまり適切ではない。もう少し簡単に言い
表せる称号のようなものが欲しい。今後のために何らかの呼称を作った方がよいの
ではないかと思われる。
以上 2 点については，ＪＡＬＡＰでも合格者に会員として登録してもらうことに
より，会員情報として合格者情報の適切な管理を行うこと，会員用の称号を作り実
質的に合格者の称号として広げることを検討しているが，そもそも日弁連の作った
制度なのだから，できれば日弁連としても検討していただければと思う。

第６
１

法律事務職員研修のさらなる充実のための提言
はじめに
事務職員能力認定制度に基づく研修と試験が実施されて，今年で 7 回目になる。
研修に関するアンケート（研修後に受講生に回答いただいている。）では，今年も

70％近くの受講者が「講義はよかった」と答えており，その理由として「業務能力の
向上に役立った」,「仕事に役立つ知識を身につけることができた」と答えている。
講義の感想では「非常に分かりやすかった」,「詳しくて分かりやすかった」,「今
までの研修で一番よかった」等々の声が数多く寄せられている。
このように日弁連の事務職員能力認定制度に基づく研修は受講者から大変好評を得
ている。
にもかかわらず，制度が始まって 2 年目以降，この研修と試験を受ける事務職員は
毎年減少してきた。
日弁連弁護士補助職認定制度推進小委員会では，その原因について検討を加えると
ともに，受講者及び受験者の減少に歯止めをかけ，増加するよう改善を図ってきた。
その結果，2014 年度の受講申込者，受験申込者は前年より増加している。
しかし，そうであっても，まだ研修を受講していない事務職員は多数存在する。
すべての事務職員が受講する，試験も受けるようになるにはどうすればいいか。そ
のためには，事務職員にとって受講しやすく，受講したくなる制度や環境について検

討すべきことはもちろん，事務職員を雇用する弁護士に対しても，事務職員の能力向
上に資する制度であり，ひいては業務拡大につながる必要不可欠な制度であるという
認識をもってもらうことが重要となる。
また，現在は能力認定試験合格者に関する制度が日弁連には存在しない。能力認定
試験受験者を増加させていく上で，合格すればどうなるのか，その検討が不可欠であ
る。
ところで，各事務所で新規採用した事務職員に対する研修はどのようにしておられ
るだろうか。法律事務所に勤務したばかりの事務職員に対する教育は不可欠であるが，
時間的，人的コストの制約により，多くの事務所が満足に行えていないのが現実では
ないだろうか。とりわけ，独立開業したばかりの弁護士や小規模事務所で，それを系
統的に行うことは大きな負担となる。その負担を軽減し，十分な教育ができるシステ
ムを検討することは，弁護士業務の拡大，充実に資することと言えよう。
ついては，次のとおり，第６「法律事務職員研修のさらなる充実のための提言」と
して当分科会からの提言をとりまとめた。
２

日弁連事務職員能力認定制度研修を一層充実させるために
(1) 能力認定制度の目的
日弁連事務職員能力認定制度の目的は，以下のとおりである。
すなわち，弁護士業務の改革は，社会の多様化，迅速化，高度化に伴い，社会か
ら強く求められており，そのために，弁護士の執務体制の強化，専門性の強化，活
動領域の拡大，弁護士へのアクセス拡充等の改革が求められている。こうした改革
を推し進めるためには，弁護士の職務を補助する事務職員の育成が重要課題であり，
事務職員能力認定制度はそのために作られたもので，事務所の規模や都会か地方か
を問わず，一定のカリキュラムにのっとった研修が全国すべての事務職員に対して
実施される機会を提供するとともに，研修で一定の能力に達したものにはその旨の
認定を行うとするものである。
(2) 弁護士会による事務職員研修の意義
法律事務職員に対する研修については本来，個々の弁護士，事務所が責任を持っ
て行うべきであり，弁護士会の本来業務ではないという見解もある。
しかし，前述のとおり弁護士業務の改革を図っていく上で事務職員の育成が重要
な課題であるとすれば，その教育のための研修については弁護士会として責任をも
って行う必要があるものと言わなければならない。
また，近年，弁護士人口が大幅に増加し，そこから多くの弁護士が独立開業をし
ていくことになるが，その際にも新たに雇用する事務職員教育をどのように行うか
が課題となっており，その点からも法律事務職員研修について弁護士会として実施
していくことが求められている。
日弁連による事務職員能力認定制度はそれを推し進めていくことも目的の一つ
である。
(3) 能力認定制度の現状と課題
ところで，現在の日弁連事務職員能力認定制度研修，能力認定制度試験が当初の

目的を実現するものとなっているか，特に毎年受講者や受験者が減少している原因
は何か，それを食い止めるにはどうすればいいのか，弁護士補助職認定制度推進小
委員会で議論を重ねるとともに，2011 年の弁護士業務改革シンポジウム第 3 分科会
「事務職員の育成と弁護士業務の活性化～日弁連研修・能力認定試験をどう生かす
か～」でも多くの参加者から提言がなされた。
これらの意見をふまえて，2014 年度から①能力認定制度に基づく試験と研修を切
り離すとともに，②従来の認定制度研修 8 科目を基本研修 8 科目と応用研修 7 科目
にして研修の充実を図ることとした。
これにより受講者減はストップしたが（2013 年度受講者 379 人に対して 2014 年
度は 655 人。なお 2009 年度 1,300 人，2010 年度 832 人，2011 年度 656 人，2012
年度 433 人），研修をいまだ受講していない事務職員は多数存在している。
前述のとおり，研修の受講者からは「業務能力の向上に役立った」，「非常に分か
りやすかった」，「今までの研修で一番よかった」など，非常に好評であるのに，ど
うして受講者が増えないのか。この原因がどこにあるのか，それを明らかにした上
で，その対応策を打ち出す必要がある。特にこれから独立開業しようと考えている
若手弁護士にとって，事務職員教育は重要な課題となる。
全国どこでも，すべての事務職員が研修を受講できるようにするにはどうすれば
いいのか，これは弁護士にとって緊急の重要な課題と言わなければならない。
(4) より多くの事務職員が受講できるようにするために
能力認定制度の目的のひとつは，一定のカリキュラムにのっとった研修を全国す
べての事務職員に対して実施される機会を提供することにある。そうであるとすれ
ば，各弁護士会で，その地域での法律事務職員研修が系統的に行われることが最も
望ましいと言える。
しかし，それが困難な弁護士会も多いことから，これまで東京の弁護士会館で開
催される研修ＤＶＤを使用した研修を行ってもらうように要請してきた。これにつ
いては，受講者の立場から，①遠隔地の法律事務所では弁護士会主催の研修には参
加しにくい，②事務所の人員が少なくなって，仕事も忙しくなって昼間の時間帯の
研修には参加しにくい等の意見がある。他方，小規模弁護士会等では受講希望者が
少ないにもかかわらずＤＶＤ研修を行うことは大きな負担となっているという声も
ある。これを解決するために，弁護士会からのＤＶＤ貸出し制度が検討されている。
もっとも，これはあくまで弁護士会の研修を受講することが困難な場合における
特別措置であって，小委員会で策定した初級 3 コマ，基本 8 コマ，応用 7 コマにつ
いてライブやＤＶＤによる研修を受講するのが原則である。
そこで，初級研修，基本研修，応用研修のカリキュラム全てを 1 年でこなすので
はなく，2 年サイクルで行うことが検討される。特に小規模弁護士会などでは，場
合によっては 1 年に数回可能な範囲で研修会を行い，数年で一通りの研修を行うと
いうペースでもよいと思われる。
その場合，全ての研修が実施未了のうちに能力認定制度試験を受けたいという事
務職員については，ＤＶＤを購入するという方法もある。
また，独自で研修を行っている弁護士会でも，カリキュラム全体をカバーするた

めに，ＤＶＤ研修を併せて行うことに意義がある。
ただ，ＤＶＤ研修会で，単にＤＶＤを流すだけでは受講者にとってあまりメリッ
トがないのも受講者が少ない原因ではないかと考えられる。研修が終わった後に質
問ができる，あるいはその地域での手続について補足説明をするなど，せっかく足
を運んで受講した人たちの疑問などにも応えられる体制が必要ではないか。
しかしながら，それを弁護士会に求めると，更なる負担を強いることになる。
日弁連として，認定制度試験合格者のレベルアップ研修を行い，それを受講した
人は弁護士会でのＤＶＤ研修のアドバイザーあるいはインスタラクターとなれるよ
うな仕組み作りが検討されるべきである。
日弁連には，各弁護士会で系統的な法律事務職員研修が実施できるように，そし
て全ての法律事務職員が研修を受講できるように，関係者の意見を聞きながら様々
な方策やサポート体制をとっていくことが求められている。
３

法律事務所に勤務し始めたばかりの事務職員に対する研修の義務化
法律事務所で働く以上，守秘義務を始めとする職業倫理などについては研修を受け
ることが最低限必要なことである。そのために初級研修を義務化すべきだという声は
多い。
誰に対して義務付けるのか。それは雇用主である弁護士になる。仮に義務づけられ
た研修を受講しなかった場合，その弁護士にはいかなる制裁があるのか，この点につ
いて考えると義務というよりは規範ということくらいにならざるを得ないかと思われ
る。
また，採用した事務職員の届出制度などがある弁護士会もあるが，大規模弁護士会
などではほとんどそのような制度はない。したがって，たとえ研修を義務化したとし
ても，全事務所の事務職員がその研修を受講したかどうか，弁護士会として把握する
ことは難しく，不可能に近い。
ただ，現在ほとんどの弁護士会では事務職員の身分証明書の発行や証明書用紙の交
付を行っている。この身分証明書交付と初級研修受講をリンクさせることで，事実上
の義務化が図れるのではないかと考える。例えば身分証明書の発行申請があった場合
に，初級研修のテキストを渡し，研修の告知を行い，受講した者には受講証明書を発
行するというようなことは可能であろう。
このようなモデル案を日弁連が提示することで実現できると思われる。

４

新たな研修の実施
(1) 合格者を対象とする研修
能力認定試験合格者の研修を行い，その能力向上を図ることは，法律事務所の事
務処理能力向上に資するものである。
具体的には次のような研修の実施を提案する。
①

レベルアップ研修
現行のカリキュラムを更に深める内容で合格者を対象に研修を行う。
この研修を受講した合格者に対して，例えば「法律事務職員研修認定講師」と

いうような称号を付与する。これら講師に，先に述べた，弁護士会でのＤＶＤ研
修の際に受講者からの質問を受け付けるなど研修の補助を担ってもらう。
全国各地に合格者が存在している。レベルアップ研修をうけた，これらの合格
者をぜひとも研修充実のために活用できるようにしていく必要がある。
②

専門研修
破産管財，成年後見等々，事務職員が実務によく関わるテーマごとに事例をい
くつかあげて，ゼミ形式でディスカッションを行う。
各弁護士会全てが行うことは困難であろうが，高裁所在地で実施することも検
討されるべきである。
ただ，この形式での研修では参加人数が限られるため，合格者全員が参加でき
ない可能性がある。
日弁連として，合格者の意見も聞いて，適当な規模での研修を検討して行く必
要がある。

③

倫理研修
合格者には，弁護士に準ずるような倫理研修も必要となる。
上記のような研修案も含めて合格者を対象とした研修制度を設立していくこと
が重要である。

(2) 特別研修
法改正などにより実務手続が大きく変わったような場合に日弁連として，法律事
務職員に対して特別研修を行う。
これまでも破産法が改正されたり，民事執行法や家事事件手続法が施行されたり
したときに，いくつかの弁護士会ではそれをテーマにした法律事務職員研修を行っ
ている。これを日弁連として実施し，弁護士会でＤＶＤ研修あるいはサテライト研
修ができるようにすることで，実践的な事務職員の育成につながり，ひいては法律
事務所の事務処理能力向上が実現されることになる。
５

能力認定制度による試験合格者についての処遇改善の検討
事務職員に対する研修を更に充実したものとするためには，能力認定制度研修だけ
でなく，能力認定制度試験と試験合格後の合格者等への処遇についても更なる検討を
加える必要がある。自ら切磋琢磨して，研修を受講して日弁連の能力認定試験を受験
して合格した事務職員については，率直にこれを顕彰し，日常の業務に活用できたり，
事務所を移る場合にそのスキルを証明する手段とすることが，研修に対するモチベー
ションを高め，業界全体の資産である合格者の活用につながる。
しかしながら，現行の事務職員能力認定制度試験では，試験合格後に本人に対して
合格証書を交付するのみで，合格者名簿は日弁連が管理するものの，誰が合格者なの
かは外部からは確認する方法がなく，試験に合格した事実をもって，業務に活用した
り，あるいは転職などの際にスキルを証明する手段も限られている。
そこで，現行の事務職員能力認定制度の合格者に対する制度を改正する案として，
以下のような制度の検討が行われるよう提案する。
(1) 日弁連に合格者の登録制度を設ける

(2) 合格者に対し，運転免許証のようなプラスチック製の合格者証を交付する
(3) 合格者の希望に従い登録番号と氏名の公開を HP 上で行う
上記の改訂案は，事務職員に特別の称号や資格や権限を付与するものではなく，単
に認定試験に合格した事実を制度的に公証するものに過ぎない。それでも，合格者で
あることを対外的に表示しやすくすることで，転職などでもスキルの証明手段とする
ことが可能となり，また自覚と責任をもって業務に活かせることが期待される。
なお，上記(2)の提案については，現在ある弁護士会において，独自に合格者に対し
て，「ゴールド身分証明書」を発行している例がある。
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第１章
第１

基調報告
はじめに

スポーツは，明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や個人の心身の健全な発達に必
要不可欠であり，人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは，大きな意義を有し
ている。特に青少年スポーツは，高校野球に代表されるように，老若男女を問わず全
ての人に対し，夢や感動を与えてくれている。また，2020 年東京オリンピック・パラ
リンピックへ向け，特に次代を担う青少年アスリートのスポーツ環境につき，注目が
集まっている。
しかしながら，我が国の青少年スポーツの実情を見るとき，①スポーツ指導におけ
る暴力・セクハラや部員間の暴力（暴力問題），②長時間の練習や試合によるオーバー
ユースによる障害の発生（障害問題），③青少年アスリートのスポーツ活動を優先させ
ることによる教育を受ける権利の侵害（教育問題），④重大なスポーツ事故や脳震盪に
起因する後遺症の発生（事故予防）等々，青少年アスリートの健康と安全を脅かす事
態が発生している。

第２

青少年アスリートの保護の必要性

青少年アスリートの特徴は，
「心身の成長の過程にある」(スポーツ基本法 2 条 2 項)
ことである。こうした特徴から，成人アスリート以上に保護が必要である。
暴力問題は，いわゆる桜宮高校事件，全柔連女子選手事件に見られるように，全て
のアスリートのために根絶しなければならない問題である。特に学生である青少年ア
スリートに対する暴力は，学校の部活動という逃げ場のないところで行われており，
未だに学校における暴力がマスコミの話題になっている現状からも徹底した対策が必
要である。
事故予防，障害問題についても，全てのアスリートの問題であるが，肉体的に成長
過程にある青少年アスリートにとっては，成人アスリートと異なり，その発育の段階
に応じて，発育を阻害しないように配慮する必要がある。
また，青少年アスリートのほとんどが学生であることから，長時間の練習やスポー
ツ特待生問題に見られるような教育を受ける権利の侵害が生じないよう特に配慮が必
要である。

第３
１

スポーツ基本法における青少年アスリートの保護

青少年スポーツの意義と推進
スポーツ基本法は，前文において，
「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む
ことは，全ての人々の権利」とした上で，2 条 2 項において，
「心身の成長の過程
にある青少年のスポーツが，体力を向上させ，公正さと規律を尊ぶ態度や克己心
を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり，国民の生涯にわたる健全
な心と身体を培い，豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に，

学校，スポーツ団体（正式名は割愛する。），家庭及び地域における活動の相互の
連携を図りながら推進されなければならない。」と定め，青少年スポーツが特別の
意義を有することを認めている。
２

心身の健康の保持増進，安全確保
同法 2 条 4 項において，
「スポーツは，スポーツを行う者の心身の健康の保持増進
及び安全の確保が図られるよう推進されなければならない。」，同法 5 条 1 項におい
て，「スポーツ団体は，・・・スポーツを行う者の権利利益の保護，心身の健康の保
持増進及び安全の確保に配慮しつつ，スポーツの推進に主体的に取り組むよう努め
るものとする。」と規定し，心身の健康等の配慮が必要であることを認めている。

３

スポーツ事故・障害の予防
同法 14 条において，「国及び地方公共団体は，スポーツ事故その他スポーツによ
って生じる外傷，障害等の防止及びこれらの軽減に資するため，指導者等の研修，
スポーツ施設の整備，スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関
する知識（略）の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規
定し，スポーツ振興法がスポーツ事故についての規定であったのと異なり，スポー
ツ障害の予防についても配慮義務を認めている。

第４

スポーツ庁の創設と青少年スポーツ

オリンピック・パラリンピックの招致を機に，スポーツ庁が創設される。オリンピ
ックは，文部科学省，パラリンピックは，厚生労働省，スポーツ施設については，国
土交通省の所管という縦割り行政の弊害が解消され，スポーツ行政が一本化されるこ
とは望ましいことである（もっとも，文科省の外局としての位置付けであることから，
その機能について疑問視する声もある。）。トップアスリートの選手強化にとどまらず，
国民へのスポーツの普及，特に子どもたちのスポーツ離れが言われている昨今，子ど
もたちがスポーツに親しみ，将来にわたってスポーツを楽しめるような幅広い施策が
なされるよう期待する。

第５

おわりに

青少年アスリートの権利の確保については，アメリカでは，インディアナ大学で学
生アスリートの権利章典が制定されており，またＭＬＢと全米野球協会による 18 歳以
下のピッチャーの投球制限ガイドライン（「ピッチスマート」（資料 4-4）），サッカー
のヘディング制限や各種スポーツにおける脳震盪におけるガイドライン等，様々な取
組がなされている。
当連合会は，2 年前の第 18 回弁護士業務改革シンポジウムにおいて，「スポーツ基
本法と弁護士の役割～体罰・セクハラ・スポーツ事故の防止 グットガバナンスのた
めに～」を開催し，スポーツに関する法的問題の相談窓口の設置等，弁護士，弁護士
会の取組につき，提言をし，パイロット事業としてではあるが，東京三会，大阪弁護

士会，愛知県弁護士会において，相談窓口を開設し，活動を始める予定である。
そこで，今回のシンポジウムでは，スポーツドクターとも協力し，野球の投球数や
サッカーのヘディングによる障害，脳震盪等についての理解に努め，ガイドラインの
研究，提言，また長時間の練習等の制限による教育を受ける権利の確保等についての
対応やスポーツ仲裁機構による法的救済につき検討し，青少年アスリートの権利の確
保につき，弁護士，弁護士会がどの様に関与し，その役割を果たすことができるかに
つき展望する。

第２章

基調講演
これまでのスポーツ振興の流れとスポーツ庁の設置について

鈴木寛

第１

東京大学／慶應義塾大学 教授
文部科学大臣補佐官

スポーツ振興の基本的な在り方を規定したスポーツ振興法

我が国におけるスポーツ関連法制の整備については，1961 年のスポーツ振興法（昭
和 36 年法律 141 号。以下「振興法」という。）の制定をもって嚆矢とする。同法は，
東京五輪を見据え，我が国におけるスポーツ環境の整備の促進を目的として制定され
たものであり，同年成立した，オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措
置に関する法律（昭和 36 年法律 138 号）と併せ，来るべき東京オリンピックの準備の
ために，国全体のスポーツ振興の意識が高まりを見せていた時期に成立したものであ
った。
振興法の目的は，スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし，もって国民の
心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することとされており，後に
詳述するスポーツ基本法（平成 23 年法律 78 号）の成立まで，我が国のスポーツ振興
の基本とされていた。

第２

スポーツ振興基本計画の策定

振興法は，第 4 条に文部科学大臣によりスポーツ振興基本計画を策定することを規
定しており，2000 年に初めて「スポーツ振興基本計画」が策定されている。
本計画は，5 年の期限を区切り，我が国のスポーツ振興の在り方を 3 つの観点から
規定しており，①地域におけるスポーツ環境の整備充実，②我が国における国際競争
力，③生涯スポーツ，競技スポーツと学校体育の連携向上を軸としていた。
その後，2001 年度から 2005 年度からの進捗状況を踏まえ，2006 年度に計画を改定
しており，第 2 期計画は，①スポーツの振興を通じた子供の体力の向上，②地域にお
けるスポーツ環境の整備の充実，③我が国の国際競争力の向上を軸とした。特に，子
どもの体力の低下傾向が顕著となっていた事情を踏まえ，その改善を第一の軸と据え
たところに特徴が見られる。

第３

スポーツ基本法の制定とスポーツ基本計画の策定

振興法は，1964 年の東京五輪の開催を見据え制定されたものであり，時代の変化に
合わせる必要性が叫ばれたため，世界共通の人類の文化として我が国におけるスポー
ツの一層の推進を図るために，党派を超えた議員立法によりスポーツ基本法が提案さ
れた。
この動きは，2007 年 11 月にスポーツ議員連盟が超党派で「新スポーツ振興法制定
プロジェクトチーム」を設置したことに端を発する。このチームは，2009 年 5 月に「ス
ポーツ基本法に関する論点整理」をまとめ，第 171 回通常国会に提出された（2009 年
7 月）。その後，衆議院の解散や数度の協議等を経て，第 177 回通常国会において全会
一致で成立し，2011 年 7 月 24 日に公布されている。
スポーツ基本法は，スポーツを通じた社会発展の理念の実現が必要であるとの認識
の下，全ての国民のスポーツ機会の確保，健康長寿社会の実現，スポーツを通じた地
域活性化，経済活性化を謳っているが，併せて行政改革の方針を踏まえた上で，スポ
ーツ庁の設置を検討する旨が，法の附則第 2 条として盛り込まれている。
同法は，振興法と同様に文部科学大臣がスポーツ基本計画（振興法では「スポーツ
振興基本計画」）を策定することを定めている。当該計画は，スポーツ振興基本計画の
趣旨を継ぐものとして，スポーツ基本法の理念の具現化を図るために策定されたもの
であり，2012 年からの 10 年間程度を見越した 5 年間を計画の対象の期間としている。
スポーツ振興基本計画は主に 3 つの軸から構成されていたのに対し，スポーツ基本
計画は，①学校と地域における子供のスポーツ機会の充実，②若者のスポーツ参加機
会の拡充や高齢者の体力作り支援等のライフステージに応じたスポーツ活動の推進，
③住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備，④国際競技力の向上に向けた
人材の養成やスポーツ環境の整備，⑤オリンピック等の国際競技大会等の招致・開催
等を通じた国際交流・貢献の推進，⑥ドーピング防止やスポーツ仲裁等の推進による
スポーツ界の透明性，公平・公正性の向上，⑦スポーツ界における行循環の創出に向
けたトップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働の推進という 7 つの施策
の柱から構成されている。
スポーツ振興基本計画と比べても，スポーツを通して目指すべき具体的な社会の姿
が強くイメージされる内容となっており，極めて具体的な内容となっていることがわ
かる。

第４

2020 年東京オリンピック・パラリンピック招致の決定と各種法律の整備

2013年9月，ブエノスアイレスで開催されたＩＯＣの総会において2020年のオリンピ
ック・パラリンピックを東京で開催することが決定され，これを受け，開催国として，
政府一丸となった準備が必要であるとの認識の下，我が国行政体制を開催に必要なも
のとするための整備が急ピッチで進められてきた。
開催に当たっては，開催国の国際公約としてスポーツによる国際貢献を実施するこ
とや，国民全体へのオリンピズムを普及させること，我が国としての競技力の向上を
図ること，健常者・障害者のスポーツの一体的な推進などを図ることが必要であると

考えられており，こうした理念を実現することや大会が大規模かつ国家的に重要なも
のであることに鑑み，今年度，第 189 回通常国会において 2 本の法律が成立した。
この 2 本の法律（文部科学省設置法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 21 号）
及び平成 32 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
（平成 27 年法律 33 号））の成立は，スポーツ庁の設置や時限的にオリンピック・パ
ラリンピック担当大臣を内閣におくことを可能とするなど，極めて重要な内容を含む
ものとなっており，我が国政府としての大会開催の意気込みが込められたものである
と言える。

第５

スポーツ庁の設置

スポーツ基本法の前文には，スポーツを通じて「国民が生涯に渡り心身ともに健康
で文化的な生活を営む」ことができる社会の実現を目指すとされており，スポーツ庁
とは，その理念の実現のために最もふさわしい行政組織の在り方を検討した結果が具
現化されたものであると言える。
例えば，スポーツ基本法が目的とする地域社会の活性化という観点でいえば，公園
の整備や観光等による地域振興を担う国土交通省や農林水産省，環境省といった行政
組織が担当しており，同じく健康寿命を延ばすことや医療費を抑えることといった点
に関していえば，厚生労働省が担当している分野である。また，スポーツの振興に欠
かせないスポーツ施設やスポーツ用品の整備といった観点に鑑みれば，スポーツ産業
として経済産業省が担当している分野である。さらに，オリンピック・パラリンピッ
ク等の大規模な国際大会を開催することは，スポーツを通した外交の展開にとって欠
かせない要素である。こうした点は言うまでもなく外務省が担当している分野である。
このように，スポーツ振興のためのスポーツに関わる行政分野は，多様な行政組織
の担当から構成されており，こうした点を「スポーツ行政」として総合的かつ機動的
に推進していくためには，その司令塔としての「スポーツ庁」の存在が不可欠である。

第６

スポーツ庁の構成

2015 年 10 月 1 日に設置される予定のスポーツ庁の構成を俯瞰してみる。
まず，これまでの文部科学省の一部局であったスポーツ・青少年局から同省の外局
としてのスポーツ庁に改組されることに伴い，文部科学省設置法に「スポーツ庁長官」
を設置することが規定されている。
この点については，これまでも下村文部科学大臣がスポーツ庁長官の選定について，
①スポーツに精通した人物，②スポーツ行政のトップとしてリーダーシップとガバナ
ンス能力のある人物がふさわしいと発言しており，これは民間から適当な人物を登用
することを意識したものであることが想定されている。
長官のリーダーシップの下，これまでの全体の政策の企画立案及び学校体育の担当，
生涯スポーツの担当，競技スポーツの担当という大きな 3 つのくくりが見直され，①
全体の政策の企画・立案及び学校体育の担当課に加えて，スポーツ健康推進課として
国民へのスポーツの普及や子供の体力の向上等を担当する部署，競技力の向上を担当

する部署，国際関係を担当する部署，地域振興，民間スポーツの担当という 5 つの部
署から構成される形に見直されている。
これに合わせて，時限的に設置される課としてオリンピック・パラリンピック課が
設置されており，まずは 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを円滑に準備し
て行くこと及び大会を成功させることがスポーツ庁においての最も重要目標というこ
とになってくるだろう。

※文部科学省ホームページより

第７

スポーツ庁の設置に伴う，スポーツ環境の変化

スポーツ基本法はその前文において「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこ
とは，全ての人々の権利であり，全ての国民がその自発性の下に，各々の関心，適性
等に応じて，安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ，スポーツを楽し
み，又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければなら
ない」と規定し，いわゆる「スポーツ権」の存在を明文化している。

今後，アスリートや学生，社会人を始めとするスポーツに親しむ全ての国民が，そ
の自発性の下にスポーツを行うとともに，各々の研さんに励むことは，法の精神に沿
って尊重されなければならない。
スポーツ庁の設置は，先述したように，スポーツ行政を総合的かつ機動的に推進す
ることを可能とするものと考えられ，これにより，スポーツを実施するための環境の
整備等が飛躍的に推進されることが見込まれる。
全ての国民のスポーツ権の行使のために，スポーツ庁には大きな役割を果たしてい
くことが期待されているのである。
以上

経歴
1964 年生まれ。東京大学法学部卒業後，1986 年通商産業省に入省。
慶應義塾大学ＳＦＣ助教授を経て 2001 年参議院議員初当選（東京都）。12 年間の国
会議員在任中，文部科学副大臣を 2 期務めるなど，教育，医療，スポーツ・文化，科
学技術イノベーション，ＩＴ政策を中心に活動。参議院憲法審査会幹事，超党派スポ
ーツ振興議連幹事長，東京オリンピック・パラリンピック招致議連事務局長，超党派
文化芸術振興議員連盟幹事長や日本ユネスコ委員も歴任。
2012 年 4 月，自身の原点である「人づくり」「社会づくり」にいっそう邁進するべく，
一般社団法人社会創発塾を設立。社会起業家の育成に力を入れながら，2014 年 2 月よ
り，東京大学公共政策大学院教授，慶應義塾大学政策メディア研究科兼総合政策学部
教授に同時就任，日本初の私立・国立大学のクロスアポイントメント。若い世代とと
もに，世代横断的な視野でより良い社会づくりを目指している。10 月より文部科学省
参与，2015 年 2 月文部科学大臣補佐官を務める。また，大阪大学招聘教授，中央大学
客員教授，電通大学客員教授，福井大学客員教授，和歌山大学客員教授，日本サッカ
ー協会理事，ＮＰＯ法人日本教育再興連盟代表理事，独立行政法人日本スポーツ振興
センター顧問，ＪＡＳＲＡＣ理事などを務める。

第３章

第１

海外調査（アメリカ）報告

調査の目的

2020 年 東 京 オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 け ，特 に 次 代 を 担 う 青 少 年 の ス ポ
ーツ環境の重要性に注目が集まっている。この点，スポーツ基本法では，青少年のス
ポーツについて，
「体力を向上させ，公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の
形成に大きな影響を及ぼすものであり，国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い，
豊かな人間性を育む基礎となるものである」と述べて，特別の意義を有することを認
めている。それにもかかわらず，青少年スポーツの実情は，指導における暴力・セク
ハラ，長時間の練習によるオーバーユースの発生やスポーツ活動優先による教育を受
ける権利の侵害等々，決して健全な環境にあるとは言えない。
アメリカでは，青少年アスリートの Health & Safety の問題，特に脳震盪，投球過
多（野球）などの問題について，労働問題という観点も踏まえて青少年選手の権利保
護に関する議論が盛んに行われている。そこで，アメリカにおける実情を調査して，
これを国内における議論に反映させるべく，調査を行うこととした。

第２

調査の概要

１

調査日程：2015 年 5 月 11 日（月）～15 日（金）

２

調査団メンバー
酒井 俊皓（愛知県弁護士会／第 4 分科会座長）
桂
充弘（大阪弁護士会）
菅原 哲朗（第二東京弁護士会）
山崎 卓也（第二東京弁護士会） 飯田 直久（横浜弁護士会）
大橋 卓生（第一東京弁護士会） 松本 泰介（第二東京弁護士会）
堀田 裕二（大阪弁護士会）
高松 政裕（第二東京弁護士会）
飯田 研吾（第二東京弁護士会） 安藤 尚徳（第一東京弁護士会）
石堂 典秀（中京大学教授）

３ 調査訪問先
【5 月 11 日（月）ニューヘイブン（コネチカット州）】
10:30～11:00 ニューヘイブン大学 Gil Fried 教授
11:00～12:00 ニューヘイブン大学 Gil Fried 教授コーチ・指導者７名
12:00～13:00 ニューヘイブン大学 Gil Fried 教授，キャレン氏（小児科医），ロ
ン氏（フィジカルセラピスト・アスレチックトレーナー），ベッキー氏（スポー
ツ心理学）
13:00～16:00 施設見学
【5 月 12 日（火） ニューヨーク（ニューヨーク州）】
10:00～12:00 WINSTON&STRAWN 法律事務所

David G. Feher 弁護士（スポーツ業務部門共同責任者）
Timothy M. Nevius 弁護士（カレッジスポーツ部門共同責任者）
13:00～14:30 ＮＢＡ選手会（ＮＢＰＡ）
Walter Scott Palmer 氏（ＮＢＰＡ副専務理事）
Ramya Rabindran 氏（ＮＢＰＡの弁護士）
16:00～17:30 ＭＬＢ選手会
Ian Penny 氏，Richard Shapiro 氏
【5 月 13 日（水） ワシントン D.C.】
8：00～11：00 ジョージワシントン大学
Anastasios Kaburakis 助教授（セントルイス大学）
Mark Hyman 助教授（ジョージワシントン大学）
Lisa Delpy Neirotti 准教授（ジョージワシントン大学）
13：00～14：30 ＮＦＬ選手会
Sean Sansiveri 氏ほか
15：00～16：30
Hausfeld 法律事務所
Michael D. Hausfeld 弁護士ほか
【5 月 14 日（木） ボルチモア（メリーランド州）】
9:00～10：40 マリオット・ウォーターフロントホテル Board Room
Ettie Ward 教授（セントジョーンズ大学）
Iciar Murillo Cruz 准教授（セントジョーンズ大学），
Mark A. Conrad 准教授（フォードハム大学）
Scott Bearby 氏（ＮＣＡＡ）
11：00～12：30 マリオット・ウォーターフロントホテルレストラン
Paul J. Greene 弁護士（グローバル・スポーツ・アドボケイツＬＬＣ）
Gary L.Johansen 氏（アメリカオリンピック委員会事務局次長）
14：45～15：45 マリオット・ウォーターフロントホテル客室
Glenn M. Wong 教授（マサチューセッツ大学）
【5 月 15 日（金） ボルチモア（メリーランド州）】
終日 Sports Lawyers Association（ＳＬＡ）総会 参加（任意）

第３
１

調査内容・調査結果

調査 1 日目
(1) ニューヘイブン大学 Gil Fried 教授ほか
ニューヨークから車で 2 時間程度移動したコネチカット州ニューヘイブンに
あるニューヘイブン大学において，スポーツマネジメントやスポーツにおける
ファイナンスなどについて研究を行っている Gil Fried 教授にヒアリングを行
った。
(2) ニューヘイブン大学スポーツ指導者
同大学においてスポーツ指導に関わるコーチらに実情の聴き取りを行った。
ここでは，アメリカにおいても親が過剰に子どもらに期待をかけてオーバーワ

ークをさせる現状があること，まずは親の教育が重要であることなど，日本と
共通する事情があることが分かった。他方，アメリカにおいては，大学の学費
が高額（ニューヘイブン大学で 1 年間 500 万円程度）であることから，スポー
ツを利用してスカラシップ（奨学金）を得るため，親も子どもに無理をさせて
でもスポーツをさせるという現状があることも判明した。
(3) Head Zone 関係者
若年者に対する脳震盪のケアについて取り組んでいる団体「Head Zone」の小
児科医やフィジカルセラピスト等から，アメリカにおける脳震盪の問題につい
てヒアリングを行った。
ここでは，このような人たちの地道な努力により，脳震盪が起こった際に選
手をスポーツに戻すための手法について，厳格なマニュアルに基づいて，医師
の診断がなければ戻ることができないようになっているシステムになったこと
などの説明を受けた。この点は，日本においては圧倒的に遅れている部分であ
ると感じた。
(4) 施設見学
ニューヘイブン周辺の高校の最先端の体育館と，民間の複合スポーツ施設の
見学を行った。
２

調査 2 日目
(1) WINSTON&STRAWN 法律事務所
アメリカの大手法律事務所 WINSTON&STRAWN 法律事務所において，スポーツ業
務部門で，プロスポーツを担当する David G. Feher 弁護士と，カレッジスポー
ツを担当する Timothy M. Nevius 弁護士からヒアリングを行った。
両氏からは，アメリカにおける若年層の権利保護の歴史や実態について説明
がなされた。
(2) ＮＢＡ選手会（ＮＢＰＡ）
元ＮＢＡ選手であり，ＮＢＰＡ副専務理事である Walter Scott Palmer 氏及
びＮＢＰＡの内部弁護士である Ramya Rabindran 氏からヒアリングを行った。
ＮＢＰＡでは，選手の健康と安全について，選手のコート内での動きをモニタ
リングすることなどで図っていこうとしているが，特に外国人選手などはオフ
シーズンに自国での大会にも出場するなどＮＢＰＡの力の及ばない部分がある
などの説明がなされた。
(3) ＭＬＢ選手会
ＭＬＢ選手会の労働問題担当状正規顧問である Ian Penny 氏らから，昨年Ｍ
ＬＢなどを中心に作成し，公表された投球制限等の若年層の選手保護のための
ガイドライン「ピッチスマート」
（資料 4-4）について，作成経緯や影響力など
についての説明がなされた。

３

調査 3 日目
(1) ジョージワシントン大学
ギリシャ人で，ギリシャのバスケットボールのナショナルチームのコーチな

どもしていた Anastasios Kaburakis 助教授を中心に，脳震盪やオーバーユー
ス等の問題についてのアメリカの現状の説明がなされた。アメリカのリトルリ
ーグなどでも投球制限がなされているが，複数リーグに所属する有力選手には
制限が徹底されないなどの問題点，脳震盪の問題がクローズアップされている
こと，コーチの指導やライセンス化が重要であるとの説明があった。この中で，
Mark Hyman 助教授からは，自身の子どもに対してもオーバーワークをさせてし
まった経験から，その予防の必要性が語られており，印象的であった。
(2) ＮＦＬ選手会
ＮＦＬ選手会のビジネス・法務担当副会長の Sean Sansiveri 氏などから，Ｎ
ＦＬ選手会が選手の権利保護のために取り組んできた歴史，ＮＦＬでは，選手
会の活動によって，練習時などから非常に細かい制限などが規定されており，
これにより選手の健康，安全が守られていること，脳震盪ガイドラインの説明
などがなされた。特に，ＮＦＬでは練習時におけるコンタクトについて，練習
開始時にはヘルメットもかぶらず，コンタクトも一切してはならないなど非常
に厳しい制限がなされており，これを破ったコーチには最大 1 億円の罰金が科
されるといった規制がなされるなど選手保護の規定が非常に厳格である点が印
象的であった。
(3) Hausfeld 法律事務所
アメリカにおけるスポーツ法の大家である Michael D. Hausfeld 弁護士ほか
同事務所の弁護士らからヒアリングを行った。同弁護士は，アメリカのスポー
ツ法において非常に大きなインパクトを与えた「オバンノン訴訟」の原告代理
人である。同訴訟は学生アスリートが，在学中のスポーツ時の肖像権について，
その利益の分配を求めた訴訟である。同弁護士は，この訴訟のインパクトをと
りあげ，若年アスリートなどアマチュアアスリートが声を上げる必要性，その
ためにはクラスアクションにより訴訟提起をすることが重要である，選手保護
のためにアソシエーションの設立を準備中であることなどが説明された。
４

調査 4 日目
ボ ル チ モ ア で は ， こ の 日 か ら ア メ リ カ ス ポ ー ツ 弁 護 士 会 （ Sports Lawyers
Association）総会が開催されており，それに参加するため集まったスポーツ法関
係者からヒアリングを行った。
(1) Ettie Ward 教授ほか
セントジョーンズ大学の Ettie Ward 教授から，最近のアメリカにおける若年
アスリート保護の動向，特に脳震盪を中心としたケガの問題がクローズアップ
されていること，しかし，制限を徹底させることの難しさなどが説明された。
また，ＮＣＡＡの Scotto Bearby からＮＣＡＡにおける選手の健康と安全につ
いての取組についての説明がなされた。その他，訴訟を契機として法律が変遷
してきている現状についても説明がなされた。
(2) Paul J. Greene 弁護士ほか
Paul J. Greene 弁護士は数々のスポーツに関する訴訟を手掛けてきており，
グローバル・スポーツ・アドボケイツＬＬＣの創始者である。同弁護士からは，

アメリカにおける選手の権利や団体交渉等について，また，青少年アスリート
の権利について，日本と異なりアメリカは自分たちで楽しむことがベースにな
っていることから，予防策も考えられているということなどが説明された。
続 い て ， ア メ リ カ オ リ ン ピ ッ ク 委 員 会 ( Ｕ Ｓ Ｏ Ｃ ) 事 務 局 次 長 の Gary L.
Johansen 氏からＵＳＯＣにおける Health & Safety の取組についての説明がな
された。
(3) Glenn M. Wong 教授
Glenn M. Wong 教授は，アメリカにおけるスポーツ法の大家である。日本に
おいても，同志社大学の川井圭司教授との共著が発刊されるなど，スポーツ法
の分野では著名である。同氏からは，アメリカで起こっていることが今後日本
でも起こりうること，特に脳震盪の問題がアメリカでクローズアップされてい
ることなどの説明がなされ，クラスアクション等を利用した訴訟によって状況
が変わってきたことなどが説明された。日本においては，オリンピックやスポ
ーツ庁の設置などを利用して，組織の意識改革などを積極的に行っていくべき
ではないかとの指摘がなされた。
５

調査 5 日目
調査 5 日目は，Sports Lawyers Association（ＳＬＡ）の総会において，各自
任意で朝食会，シンポジウム等に参加した。
なお，Sports Lawyers Association はアメリカ全土のスポーツ弁護士が一堂に
会するものであり，今回の調査もこの総会に合わせて日程を組んだものである。

第４

調査結果を受けて

１

今回の調査を受けて印象的であったのは，日本と比べて根性論など非民主的な
事情が少ないと思われていたアメリカにおいても，親や指導者が，大会における
勝利や自己の実績のために，選手達に必要以上のプレッシャーをかけ，その結果
オーバーワークやオーバーユースを生んでいるという実情が明らかとなった。こ
の点で，若年層におけるオーバーワークやオーバーユースを生む土壌は同じであ
ることが分かった。他方，日本と異なり，アメリカにおいては，オーバーワーク
を賞賛するような風潮まではなく，大学入学の奨学金のためという現実的な事情
によりオーバーワークが生じているという実情があることも分かった。

２

また，若年層に限らず，脳震盪の問題はほとんどのスポーツにおいて問題とな
っていることも分かった。このことは，まだ脳震盪に対する問題意識が希薄であ
る日本との差異が明確になると共に，日本においても将来的に脳震盪の問題がク
ローズアップされる可能性が大きいことを示していると思われる。

３

これら若年層に対するオーバーワーク等の問題に対して，アメリカにおいては
「ピッチスマート」
（資料 4-4）や脳震盪ガイドライン等のガイドラインや規定に
より，かなり厳格に対策がとられていた。この点については日本よりもかなり進

んでいる部分であり，同様のガイドラインの設置など参考になる部分が大きいと
言える。
４

さらに，アメリカにおいては，カレッジスポーツを中心とするアマチュアスポ
ーツとプロスポーツが明確に分かれており，過度にアマチュアリズムが徹底され
ていることによって選手達の待遇が悪化しているなどの問題があること，これら
に対してＮＣＡＡに対する選手達の労働者性を認める訴訟など積極的に訴訟が提
起され，問題提起がなされている実態があることが分かった。ヒアリング対象者
が多く語っていたことで印象的であったのは，これまでの不合理な規制などに対
して，訴訟を提起することで法律や規定が変わってきたことから，訴訟を起こす
ことが重要であるということである。日本においては，スポーツ界で訴訟を提起
するということは非常にはばかられる風潮がある，アメリカのようなクラスアク
ションの制度がないなどの理由から，訴訟提起が頻発することが今後もあまり期
待できないものの，我々弁護士が率先して問題提起をするために訴訟提起をする
ことも必要であると思われた。また，訴訟提起が難しいとしても，弁護士等の法
律家が，アスリートが利用しやすいような相談窓口を充実させ，その結果に基づ
いて問題提起を行い，ガイドラインの策定等アスリートの保護のために積極的に
活動していく必要性があると感じた。
以上

第４章
第１

青少年アスリートの権利確保について我が国の現状と問題点
我が国の現状

１

国・地方自治体
青少年アスリートの具体的権利を定めた法律や条例は存在しない。先のスポー
ツ基本法前文及び 2 条 2 項は，基本理念を示しているにすぎない。
もっとも，独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき設置された独立
行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）において，事故予防及び暴力問題
の取組がなされている。
具体的には，事故予防について，学校管理下の災害について災害給付制度を提
供している。部活動中の事故について災害給付が受けられる。また。災害データ
を収集・分析して，事故予防のための研究報告書を公表している 。
また，暴力問題について，学校教育法では，体罰の禁止を明記しており（学校
教育法 11 条），国の学習指導要領では，部活動について，学校教育の中で果たす
意義や役割を踏まえ，
「学校教育の一環として，教育課程との連携が図られるよう
に留意する」と明記されていることから，学校における部活動においても明確に
体罰が禁止されている。
さらに，2013 年 4 月 25 日，公益財団法人日本体育協会（日本体育協会），公益
財団法人日本オリンピック委員会（ＪＯＣ），公益財団法人日本障害者スポーツ協
会（ＪＰＳＡ），公益財団法人全国高等学校体育連盟（高体連），公益財団法人日
本中学校体育連盟（中体連）の 5 団体が共同して「スポーツ界における暴力行為
根絶宣言」
（暴力根絶宣言）を行ったことを契機として，同センターにトップアス
リートを対象とした第三者相談・調査窓口が設置され，運用が開始されている。

２

スポーツ統括団体
(1) 日本体育協会
スポーツ少年団を組織し，学校外において青少年アスリートがスポーツに親
しみ，スポーツを通じて成長できる環境を提供している。また，各地にスポー
ツ少年団協力弁護士を配し，スポーツ少年団の活動を支えている。さらに，同
協会では，スポーツ医・科学研究を行っており，発達段階に応じた身体操作能
力等が得られるよう「アクティブ・チャイルド・プログラム」の制作等を提供
している。
暴力問題について，「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」を設置・運用
している。
公認スポーツ指導者資格制度を設け，指導する側において年齢や競技レベル
に応じた指導等一定の技能を確保できるようにしている。
(2) ＪＯＣ
暴力問題について，トップアスリート等を対象に通報相談窓口を設置してい
る。

３

中央競技団体
青少年アスリートの権利確保を進めている主要なスポーツの中央競技団体をい
くつか紹介する。
(1) 公益財団法人全日本柔道連盟（全柔連）
青少年アスリートが頭部外傷により死亡又は後遺障害を伴う事故が多く発生
しており，全国柔道事故被害者の会が結成されるに至った。その後，全柔連は，
全国柔道被害者の会と共に，事故予防に取り組んでいる。
暴力問題については，内部通報制度を設けている。
指導者について，公認指導者資格制度を設けている。また，2012 年度から中
学における柔道を含む武道が必修となることを受けて，中学校の現場で指導す
る教員等に向けて，安全な指導方法を身につけるべく，教本の作成や講習会等
を実施している。
(2) 公益財団法人日本サッカー協会（ＪＦＡ）
事故予防について，Ｊリーグが策定した脳振盪に対する指針を，広くサッカ
ー競技者に向けて啓発している。また，落雷事故の防止対策に関する指針を公
表している。
暴力問題については，暴力根絶相談窓口を設置している。
ＪＦＡの上部団体である国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の「選手の地位と移
籍に関する規則」において，未成年選手（18 歳未満）の保護規定が置かれてい
る。具体的には，原則として，未成年選手がサッカーを行うことを目的とする
国際移籍を禁じるものである。教育問題に対する配慮が窺える。
指導者について，ＪＦＡ公認指導者資格制度を設けている。
(3) 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会
事故予防について，指導者向けに安全対策ツールを策定し，年代別に実施す
る指導が区別され，特に 15 歳未満のアスリートを対象とした具体的な安全基準
が定められている（競技自体や競技ルールも，安全性を重視した内容になって
いる）。また，ラグビー外傷・障害マニュアルや脳震盪ガイドライン等を策定し，
啓発活動を行っている。
暴力問題について，内部相談窓口を設けている。
指導者について，資格制度を設けている。
(4) 公益財団法人日本学生野球協会
高校（硬式・軟式）及び大学（硬式）を統括する団体であるが，平成 22 年に
全面改正された学生野球憲章において，学生として教育を受ける権利を保障し
た。かかる権利の保障は中央競技団体で唯一である。
また，暴力の排除や健康の維持・増進，スポーツ障害予防を学生野球の基本
原理として掲げている。これを受けて，同憲章では，野球部の活動が教育を受
ける権利を妨げてはならず，かつ健康を害してはならない旨を定め，原則とし
1 週間につき最低 1 日は野球部の活動を行わない日を設けることとし，さらに，
野球部の活動の時期，時間，場所，内容などの基準を定めることを義務付けて
いる。
スポーツ障害予防について，傘下の公益財団法人日本高等学校野球連盟を中

心に，試合・練習時の安全対策，落雷や熱中症対策など積極的に取り組んでい
る。しかしながら，高校野球では投手のオーバーユースが問題視されており，
投球数の制限を導入すべきとの指摘がされている。
暴力問題については，加盟校に対し全件報告を義務づけており，報告の懈怠
や隠蔽を厳しく取り締まっている。
４

その他の団体
(1) 公益財団法人スポーツ安全協会
スポーツ事故を対象とした保険を提供しており，給付事例をまとめて報告書
を作成している。
(2) 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センター（法支援センター）
広くスポーツに関する問題の解決にするため，弁護士を中心とした，無料の
法律相談窓口を設けている。

第２

現状の問題点

１

事故予防
スポーツ統括団体や中央競技団体においては事故予防や安全対策を公表し，啓
発しているが，各団体の傘下で生じた事故情報が十分に開示されていない。事故
情報はこれを集約し，その原因を分析することで，同種の事故の予防につなげる
ことができる貴重な情報である。
スポーツ事故に対する保険を提供しているＪＳＣ及びスポーツ安全協会が，給
付事案を対象に検討しているが，その対象は限定されている。よりスポーツ事故
の現場に近い中央競技団体やスポーツ統括団体において，事故情報を集約・分析
し，積極的な事故予防を行っていく必要がある。
青少年アスリートの安全確保の観点からは，スポーツ団体の自主的解決に委ね
るよりも，全国一律に規制を設けるべき場合には，スポーツ基本法を具体化した
立法を検討すべきであろう。

２

教育問題
スポーツを優先させて，教育が十分受けられなくなる事態は，高校野球のよう
に人気のある学生スポーツにおいて生じうると言える。このため，学生野球にお
いては，青少年アスリートの教育を受ける権利の保護を明確に謳っている。しか
しながら，他のスポーツにおいても，例えば体育系大学に進学させるため，ある
いはエリート選手を育成するためなどにより，スポーツを優先することは起こり
うる。特に，東京オリンピック・パラリンピックというアスリートには魅力的な
イベントが控えている状況である。学生野球以外のスポーツ団体においても，青
少年アスリートの教育を受ける権利を実現するため，積極的に取り組むべきであ
る。

３

暴力問題

部活動においても体罰が禁止されていることは法令等によって明記されている
ものの，部活動における暴力による指導について，指導者や保護者，さらにはア
スリート本人においても肯定的な意見がいまだにあるのが現状である。
また，暴力根絶宣言以降，スポーツ統括団体及び多くの中央競技団体で内部通
報制度を設けている。また，第三者機関たるＪＳＣの通報窓口や法支援センター
の無料相談窓口はこうしたスポーツ団体の動きをサポートするものである。しか
しながら，こうした通報制度は，基本的に暴力問題が生じた後の解決を提供する
ものである。暴力を根絶するためには，暴力が起きない地盤を作らなければなら
ない。その基本となるのが，指導者の指導力向上であろう。
４

以上に掲げた問題意識は，青少年アスリートやその指導者・学校だけでなく，
広く青少年アスリートに関わる者に周知徹底されなければならない。特に青少年
アスリートの保護者への周知徹底は必要であるが，現状は十分になされていると
は言えない。

第３

今後の取組

１

権利の明確化と執行体制
まず，
「心身の成長の過程にある」青少年アスリートが確保すべき権利を明確に
する必要がある。この点，インディアナ大学が作成した学生アスリートの権利章
典が参考になる。
青少年アスリートの権利を確保するためには，権利侵害を排除しうる仕組みが
必要である。青少年アスリートとして活動できる期間が短いことから司法裁判所
で争うことには馴染まないと思われる。基本的に，青少年アスリートの権利侵害
については公益財団法人日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁で解決する仕組み
がよいと思われる。

２

事故予防
先に述べたとおり，事故情報を集約・分析し，積極的に事故予防策を提案でき
る機関が必要である。この点，2015 年 10 月に設置されるスポーツ庁に期待した
い。
脳震盪対策については，一律の扱いが可能であり，スポーツ団体の自主性に委
ねるよりも，立法措置に適しているのではないだろうか。これに対して，オーバ
ーユースの問題はスポーツの在り方と密接に関わる問題であり，医科学的見地を
踏まえて，自主的な解決を図る問題と言えよう。

３

教育問題
スポーツと教育のバランスを図るための方策を検討することとなるが，青少年
アスリートの自主性に委ねる部分が大きいと思われる。もっとも，青少年アスリ
ートを取り巻く大人（指導者や保護者）に対する啓発活動を要するのではないだ
ろうか。こうした啓発活動が必要となるのは，上記オーバーユースの問題も同様

であろう。
４

暴力問題
先に述べたとおり，暴力による指導の連鎖を断ち切るべく，指導者の暴力を用
いない指導方法の確立，指導力の向上を図る方策が必要となる。指導者資格制度
はその基礎となるが，更に指導者間の連携やスポーツ団体における定期的な研修
など指導力を継続して研鑽していく機会の提供も必要となろう。

第５章
パネルディスカッション
パネリスト紹介

鈴木 孝政(すずき

経歴

たかまさ)

1954 年 7 月，千葉県生まれ。1973 年千葉県の成東高校からドラフト１位で，中日ドラ
ゴンズに入団。2 年目の 1974 年に 4 勝を挙げると，1975 年には快速球を武器に 67 試合
に登板し，9 勝 8 敗 21 セーブを記録してセーブ王となった。1976 年には 7 勝 8 敗 26
セーブ，32 セーブポイントで 2 年連続セーブ王になるとともに，この年から創設され
た最優秀救援にも輝く。さらに 148 回 1/3 を投げて，防御率 2.98 を残したことで最優
秀防御率のタイトルをも手にした。1977 年には 18 勝 9 敗 9 セーブ，23 セーブポイント
で 3 年連続セーブ王に輝くと共に，2 年連続最優秀救援に輝いている。1978 年も 10 勝
3 敗 9 セーブの成績を残したが，右肘を痛め，翌年はわずか 1 勝 9 セーブに終わった。
その後，技巧派への転身を図り，さらに 1982 年からは先発投手として投げ続けた。そ
の 1982 年には 9 勝 7 敗の成績を残し，中日のリーグ優勝に貢献している。そして，1984
年，16 勝 8 敗の成績を残して 6 年ぶりの 2 桁勝利を記録し，カムバック賞に選ばれる。
晩年の 1988 年には 4 勝を挙げてリーグ優勝に貢献している。
1989 年，3 勝に終わり，この年限りで現役を引退。美しく流れるようなフォームを持
ち，若い頃は 150 キロを超える快速球で抑えとして活躍し，ベテランになってからは
技巧派の先発投手として活躍した。通算 100 勝 100 セーブポイントを達成している。
現役引退後は，1990 年～1994 年フジテレビ・東海テレビ・東海ラジオ解説者，中日ス
ポーツ評論家，1995 年～1997 年中日投手コーチ，1998 年～2003 年フジテレビ・東海テ
レビ・東海ラジオ解説者と幅広く活躍し，2004 年に落合博満の監督就任に伴い，中日
投手コーチに就任。2005 年より東海テレビ・東海ラジオ野球解説者に復帰，中日新聞
本紙評論家となる。
2012 年～2013 年には中日 2 軍監督就任，現在再び評論家として活躍中。

通算成績

124 勝 94 敗，96 セーブ，121 セーブポイント，防御率 3.49，奪三振 1,006，勝率.569

タイトル・表彰

最優秀防御率 1 回（1976）/ 最多セーブ 1 回

（1975）/ 最優秀救援 2 回

（1976，1977）/ カムバック賞 1 回（1984）/ オールスター出場 7 回

中小路

所属

朝日新聞社

学歴

東京都立戸山高等学校卒業

徹(なかこうじ

とおる)

京都大学文学部卒業
職歴

1991 年

朝日新聞社入社

甲府支局を経て，名古屋，大阪，東京の各本社スポーツ部で主にサッカーを担当。
2001 年－02 年

ソウル支局員

2008 年－12 年

スポーツ部デスク

2015 年－現在

編集委員（「スポーツと社会」担当）

その他
コメント

中学時代から大学時代までサッカー部
2012 年にデスクを終えて現場記者に復帰してからは，競技を横断的に俯瞰しなが
らスポーツ環境全般を考え，深堀する記者活動を続けています。指導中の暴力問題，
スポーツ活動中のけがや事故の防止，子どものスポーツ環境，学校部活動の在り方，
東日本大震災の被災地のスポーツなどが具体的なテーマです。

松浦

哲也(まつうら

てつや)

所属

徳島大学

学歴

1993 年 3 月

徳島大学医学部医学科卒業

1997 年 3 月

徳島大学大学院医学研究科単位修得退学

2002 年 3 月

徳島大学大学院医学研究科博士課程修了

1997 年 4 月

高知赤十字病院医師（整形外科）

1999 年 6 月

徳島大学医学部附属病院医員（整形外科）

職歴

2002 年 11 月

徳島大学医学部附属病院助手（理学療法部）

2004 年 9 月

米国 Pittsburgh 大学整形外科リサーチフェロー

2005 年 9 月

徳島大学医学部・歯学部附属病院助手（理学療法部）

2007 年 4 月

徳島大学医学部・歯学部附属病院助教（理学療法部）

2008 年 5 月

徳島大学医学部・歯学部病院講師（整形外科）

2014 年 7 月

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部（現：医歯薬学研究部）
准教授（運動機能外科学）

免許資格

受賞歴

1993 年 4 月

医師免許取得

2002 年 3 月

徳島大学医学博士（第 695 号）

1995 年

医籍登録（第 353898 号）

日本スポーツ治療医学研究会研究助成

2002 年

日本整形外科スポーツ医学会優秀論文賞

2008 年

日本整形外科スポーツ医学会研究助成事業

2013 年

日本整形外科学会優秀演題賞

2013 年

日本整形外科スポーツ医学会ＵＳＡトラベリングフェローシップ

山崎

卓也(やまざき

たくや)

所属

Field-R 法律事務所

経歴

1993 年早稲田大学法学部卒業。1997 年弁護士登録。スポーツ，エンターテイメント業
界に関する法務を主な取扱分野として活動。2001 年に Field-R 法律事務所設立。
現在，国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）紛争解決室仲裁人，日本プロ野球選手会運営委員，
日本スポーツ法学会理事，中央大学法学部・早稲田大学法科大学院非常勤講師などを務
める。
主な著書に，"Sports Law in Japan"（Kluwer Law International），「エンターテイン
メント法」
（学陽書房。
「プロスポーツ」担当），
「スポーツガバナンス実践ガイドブック」
（民事法研究会・共著），
「トップスポーツビジネスの最前線―スポーツライテングから
放映権ビジネスまで」（共著，講談社）など。http://www.field-r.com/people/
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パネルディスカッション基調講演
成長期野球肘の実態
まつうら て つ や

徳島大学整形外科

松浦 哲也

はじめに
野球は国民的スポーツであり，競技人口も多く 500 万～600 万人と推定されている。
競技レベルも様々でプロからアマチュアまで多岐に及んでいるが，我が国の特徴は
大半の選手が小学生時代に競技を始める点に特徴がある。小学生期からスポーツに親
しむことは心身に良い影響を及ぼすが，過度になると障害を引き起こすことになる。
ここではまず子どもの身体および障害の特徴について述べ，次いで小学生野球選手の
障害の実態，更には治療と予防法について述べる。

子どもの身体の特徴
子どもの身体は大人よりも小さいが，大人のミニチュアではない。骨・筋・靭帯と
いった運動器は成長途上にあり，大きさだけでなく性質も違うと認識しなければなら
ない。最大の特徴は骨の端に骨端線（成長軟骨板）が存在することである。この骨端
線で骨の成長が促進され，骨端線より端の部分は骨端部とよばれ当初は軟骨が多く，
徐々に骨に置き換わっていく。骨端線も当初は軟骨だが成長とともに骨に置き換わり，
Ｘ線で骨に置き換わったことが確認されれば大人の骨になったと判断できる。骨端線
が閉じるのは部位によって異なり，また個人差も大きい。

子どもの運動器損傷の特徴
骨・軟骨・筋・靭帯といった運動器は骨・軟骨といった硬組織と筋・靭帯といった
軟部組織に分けることができる。骨端線が閉鎖するまでの子どもでは成長が著しい
骨・軟骨が損傷されやすく，骨折や骨端線損傷が捻挫や肉離れよりも多い。骨折や骨
端線損傷は子どもが本来有する旺盛な修復能力により，適切な治療を受ければ後遺障
害無く治癒することが期待できる。

障害と外傷
運動器を損傷する場合に，一度の大きな外力が加わり損傷する外傷と小さな外力が
度重なり損傷する障害がある。両者で治療法や予後が異なってくるので，いずれにあ
てはまるのか常に念頭に置かなければならない。今回のテーマとして取り上げる野球
肘は障害の代表例と言える。

少年野球選手の疼痛発生頻度
徳島県では，1981 年から県下全ての小学生チームが参加する大会の現場に出向き，
検診活動を行っている。その検診結果から見ると 49.7％と約半数の選手に疼痛既往を
認めた。部位別に見た疼痛発生頻度は肘関節が最も多く 30.8％，次いで肩関節 18.3％，
足・足関節 16.3%，踵 15.4％，膝関節 9.7％，腰 4.7％の順であった。

肘関節痛発症の危険因子
疼痛発生頻度が最も高かった肘関節について，疼痛発症の危険因子について検討し
た。肘の疼痛既往がなかった選手 449 名を対象とし，1 年後にアンケート調査を行い，
肘関節痛の有無，ポジション，週間練習日数，年間試合数を尋ねた。肘関節痛の発症
要因として年齢，ポジション，週間練習日数と年間試合数を選択し，肘関節痛発症と
の相関性を肘関節痛の有無を目的変数，前記 4 因子を説明変数として，ロジスティッ
ク回帰分析により分析した。対象 449 名のうち，翌年に肘関節痛を訴えたのは 137 名
（30.5%）であった。単変量解析の結果では，肘関節痛発症要因として，12 歳（p＜0.001），
投手（p＜0.0001），捕手（p＜0.001），内野手（p＝0.05），年間試合数が 100 試合よ
り多い（p＜0.01）に統計学的有意差が認められた。続いて多変量解析を行うと，単
変量解析で肘関節痛の発症に関与していると考えられた要因のうち，年齢の 12 歳の
調整したオッズ比は 1.91（95％信頼区間：1.04～3.63, p＜0.05），ポジションの投手
の調整したオッズ比は 4.27（95％信頼区間：2.16～9.03, p＜0.0001），捕手の調整し
たオッズ比は 3.76（95％信頼区間：1.62～9.06, p＜0.01），年間試合数の「100 試合
より多い」の調整したオッズ比は 2.62（95％信頼区間：1.30～5.49, p＜0.01）と統
計学的に有意な相関性を示した。しかし，単変量解析において有意な相関性を認めた
内野手については統計学的に有意な相関性は認められなかった。したがって小学生野
球選手では肘関節痛発症の危険因子として，12 歳，投手，捕手，年間試合数の「100
試合より多い」が挙げられる。

肘関節障害の実態
さらに，上述の調査で 1 年後に肘関節痛を認めた選手 137 名のうち，診察所見で 99
名（72.3%）に肘関節の動きの制限等の異常が見られた。診察で異常の見られた 99 名
にＸ線検査を勧めたところ，86 名（86.9％）が受診した。受診した 86 名のうち 70 名
（81.4％）にＸ線での異常を認めた。Ｘ線での異常は成長途上にある骨端又は骨端線
の障害であり，骨軟骨障害と呼ばれる。
肘関節には内側上顆，滑車，外側上顆，小頭，橈骨頭，肘頭の 6 つの骨端核が存在
する。骨化中心核の出現時期は小頭の 1 歳頃から外側上顆の 12 歳頃まで部位によって
異なるが，いずれの骨端核も 12～14 歳で閉鎖する。先述の 70 名の内訳は内側上顆障
害が 68 名（97.1％）と大半を占め，小頭障害が 2 名（2.9％）であった。

骨軟骨障害の特徴
骨軟骨障害はＸ線にて初期・進行期・終末期の 3 期に分けることができ，初期は透
亮像，進行期は分離・分節像，終末期は遊離体又は遊離骨片に特徴がある。これら病
期は一連の進行過程をたどり，初期は 11 歳，進行期は 14 歳，終末期は 15 歳頃に相当
する。

骨軟骨障害の治療
治療法の選択には障害の部位と病期がポイントとなる。障害の部位は関節内か関節
外に分けられ，病期は上述のごとく初期，進行期，終末期に分類される。
関節外障害の代表は内側上顆障害で，初期，進行期とも有痛時 2～3 週間肘関節の安
静を指示する。症状が消失すれば，軽いキャッチボールから練習を開始，3～4 日後よ
り投球強度を漸増，約 2 週間後にチーム練習に復帰させる。臨床症状の回復は比較的
早いが，Ｘ線像での修復は遅く約 1 年で骨性癒合をきたすため，現場復帰後も定期的
チェックを要する。終末期の遊離骨片となった例では，一時症状は寛解しても，高校
生になって投球時痛を再発することが多く，手術適応となることもある。
関節内障害の代表である小頭障害に対しても初期，進行期では保存療法を第一選択
とする。保存療法の実際はＸ線での修復が確認できるまでスポーツを中止させ，鞄を
下げるなどの肘に負担のかかる日常生活動作の制限を守らせる。臨床症状の消失は比
較的早いが，Ｘ線像での修復は遅く，平均 1 年を要するため，本人，両親や指導者に
十分なインフォームドコンセントを行うことが大切である。初期 84 例，進行期 17 例
を対象とした保存療法の治療成績では，初期の 90.6%，進行期の 52.9%にＸ線像での修
復が得られ，修復例では元のレベルへの復帰が可能であった。Ｘ線像で修復した時点
でシャドーピッチングを開始する。シャドーピッチング開始後 1 か月で塁間の半分の
距離で 50～60%の強度のキャッチボールから始め，段階的に距離，強度を上げていく。
チーム練習に参加させるのは 2 か月後を目安にしている。このような保存療法に半年
以上修復傾向を示さない進行期例及び既に遊離体を形成した終末期例の有症状者，特
にスポーツ続行希望者に手術適応がある。

早期発見と予防
肘の骨軟骨障害は，初期では 90%以上に治癒が望めるため，初期での治療開始が望
まれる。しかしながら，初期では症状が乏しいこともあって修復が望めない段階での
受診が大半を占めている。早期発見が不可欠であり，1 年に 1 回は検診を受けること
が望まれる。
更に重要なことは予防であるが，質的，量的両面のアプローチが必要である。質的
には指導者やトレーナーによる正しいフォームや良好なコンディション調整の指導
が求められる。また量的には，日本臨床スポーツ医学会が提言しているように，(1)1
日 50 球以内で週 200 球を超えないこと，(2)投手は最低 2 人以上を養成すること，(3)
連投しなくて済む試合日程を組むこと，(4)ボールを全く握らせないシーズンオフを

おくこと，などが挙げられる。このうち，投手について提言の球数が妥当なものであ
るか否か前向きに検討した。
肘関節痛の既往が無い投手 149 名を前向きに１年後に調査したところ，肘関節痛を
訴えたのは 66 名（44.3%）であった。1 日の全力投球数に関し 50 球を境に 2 項に区切
った場合の単変量解析では，肘関節痛発症要因として 50 球より多い（p＜0.05）に統
計学的有意差が認められた。続いて年齢（連続数値），週間練習日数，年間試合数も説
明変数に加えた多変量解析の結果では，年間試合数の「70 試合以上」の調整したオッ
ズ比は 2.47（95％信頼区間：1.24～5.02, p＜0.05），投球数の「50 球より多い」の調
整したオッズ比は 2.44（95％信頼区間：1.22～4.94, p＜0.05）と，統計学的に有意
な相関性を示した。
週間全力投球数に関し 200 球を境に 2 項に区切った場合の単変量解析では，肘関節
痛発症要因として 200 球より多い（p＜0.05）に統計学的有意差が認められた。続いて
年齢（連続数値），年間試合数も説明変数に加えて多変量解析を行った。なお週間練習
日数は週間全力投球数に直接関与する因子なので説明変数から除いた。その結果，年
間試合数の「70 試合以上」の調整したオッズ比は 2.41（95％信頼区間：1.22～4.87, p
＜0.05），投球数の「200 球より多い」の調整したオッズ比は 2.04（95％信頼区間：1.03
～4.10, p＜0.05）と，統計学的に有意な相関性を示した。
したがって日本臨床スポーツ医学会から出されている小学生では 1 日 50 球，週 200
球以内に投球数を制限すべきとの提言は妥当なものだと判断される。しかしながら投
球数を連続数値として検討した結果では投球数が増えるほど肘関節痛の発症も増えて
おり，1 日 50 球，週 200 球以内なら安全というものではないことは留意すべきである。
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近年，スポーツをする子どもに，膝の「離断性骨軟骨炎」の発症が目立っていると
いわれている。成人より軟骨の成分が多く，骨が弱い成長期の子どもに起こりやすい
障害で，関節の表面から軟骨のかけらがはがれ落ちる症状である。
離断性骨軟骨炎は，もともと野球少年の肘に起こりやすい障害で，「野球肘」とし
て有名である。投球動作を繰り返す中で肘にひっぱる力などが継続的に加わり，発症
する。
それが今，膝に多く起きている。兵庫医大が，2005～10年に膝の離断性骨軟骨炎と
診断された7～16歳の28人（7～16歳）を調べたところ，サッカー少年が半数の14人を
占めた。強いキックや急な方向転換を繰り返すことで膝に負荷がかかって起こる，い
わば「サッカー膝」と言える障害である。
この障害がサッカー少年に増えている背景には，サッカーの低年齢化が挙げられる。
1993年にＪリーグが発足して以降，全国のクラブで育成が盛んになったことで，幼少
期からサッカーに励む子どもが増えた。上記の14人がサッカーを始めた平均年齢は5.7
歳だったという。
野球肘とサッカー膝には共通点がある。「使い過ぎ」が原因であること。初期では
自覚症状はなくて中期になって痛み出し，軟骨が完全にはがれた後期になると手術が
必要で，発見が遅れると後遺症が残る恐れがあることである。つまり，大人が成長期
の子どもを離断性骨軟骨炎から守るには，障害の発症そのものを防ぐ練習メニューと
環境を整えること，そして，障害の早期発見が大切になる。
サッカー界では，小学年代ではひざに負担がかかるシュート練習を避けているクラ
ブがある。セレッソ大阪の18歳以下のアカデミーでは，同じ部位に負荷がかからない
よう，グラウンドを走る際は右回りと左回りの両方をする繊細な指導をしている。
野球でも，野球肘を早期発見すべく，全国各地で小中学生を対象とした検査会や検
診が開かれるようになっている。そのほとんどは野球肘を問題する医師や理学療法士
たちによるボランティアである。昭和大のように，治療だけではなく，再発を防ぐた
めに肘に負担がかからないような体の回転ができる投げ方も指導する病院も出てきて
いる。
投げ過ぎを避けるべく，日本臨床スポーツ医学会が1995年に，全力投球数に関して
小学生では1日50球以内，試合を含めて週200球を超えないことを提言した。ただ，昨
今年度の調査では50球以上を投げている投手が，まだ34.6％もいたという。大人の危
機意識が薄い現れであろう。診察した子どもに医師が投球制限を勧めると，「あそこ
の病院には行くな」と子どもに言う指導者がいまだにいる，という嘆きも医療関係者
から聞かれる。
また，ひとつの競技に特化して鍛え上げていくことを美徳とする日本のスポーツ文
化も，子どもの体の酷使につながる根本的な背景となっているのであろう。野球やサ
ッカーに限らず，幼少時からの英才教育で子どもをトップアスリートにしたい，と願
う親が多いのが現実である。当然，体の一部に過度な負担がかかり，慢性的なけがに

つながる。子どもの時期は複数のスポーツを楽しみ，体の様々な部位を使ったりしな
がら基礎体力が養うのが理想的だと指摘するスポーツ関係者がいるが，それを実行す
る指導者やクラブは少数派である。
この報告では，成長期の子どもが患いやすいけがとその背景について書いたが，ス
ポーツ活動中の事故を含め，指導者や保護者の安全意識の薄さが子どもに無理を生じ
させている事例は，取材を通して多く見られる。このシンポジウムでは，私自身もジ
ュニア・アスリートの健康と安全について，さらなる勉強をさせていただきたい。

朝日新聞

2015 年 3 月 17 日

朝日新聞
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朝日新聞
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第８章
第１

総括と提言
提言

本シンポジウムを通じ，青少年アスリートの権利の確保のためには，未だに様々な
問題点があることが明らかとなった。また，これらの問題を解決するために，法律実
務家の視点から，スポーツの関連諸機関・団体に対して，必要な提案を行っていくこ
とが重要であることも確認された。
そこで，当分科会においては，青少年アスリートの権利の確保に向けて，以下の提
言を行う。
１

青少年アスリートの権利を各競技団体の規程・規約において明確化すること
青少年アスリートは，心身の成長過程にある。このため，成人アスリートと比
較して，事故予防・教育問題・暴力問題のいずれにおいても，心身の成長を阻害
しないよう青少年アスリートを保護すべき必要性が高い。したがって，青少年ア
スリートについては，保護すべき権利内容を，各競技団体の規程・規約において，
明確に記載すべきである。
また，青少年アスリートの権利を確保するため，公益財団法人日本スポーツ仲
裁機構のスポーツ仲裁を利用しやすくする方策が確保されるべきである。

２

青少年アスリートの事故予防対策機関をスポーツ庁に設置すること
スポーツ庁に，青少年アスリートの事故情報を集約して，これを分析し，その
原因を究明して，予防策を積極的に提案する機関を設置すべきである。これまで，
各競技団体において，事故防止のための啓発活動が行われているが，残念ながら，
事故防止のためには十分には活かされておらず，同種事故の発生を防ぐことがで
きていない。事故は，場合によっては青少年アスリートの競技継続に関わること
があり，これを適切に予防することは，ひいては競技力の向上にもつながるもの
である。とくに，重大に結果につながりやすい頭頸部の外傷については，脳震盪
対策も含め，立法などによる早急な対策が望まれる。また，青少年アスリートに
発生しやすいオーバーユースの問題については，医学的見地からの識見を十分に
反映した上で，各競技団体において自主的にガイドラインを設けるなどして解決
が図られるべきである。

３

とりわけ，野球については，肘関節障害を防止するために，日本臨床スポーツ
医学会が提言しているように，小学生では投球数を 1 日 50 球，1 週間 200 球以内
に制限するべきであり，そのような防止策をガイドラインとして設置するよう関
連団体に働きかけるべきである。

４

青少年アスリートの教育を受ける権利に関する啓発活動を行うこと
青少年アスリートは，その後の長い人生を考えれば，アスリートとして過ごす
だけではなく，その後より長く一般市民としての生活を送るのであるから，一般

市民としての生活を営むために必要とされる教育を，青少年のうちに十分に受け
ておく必要があり，そのような教育を受ける権利を有していると言うべきである。
青少年アスリートに対して，スポーツだけに打ち込むことを求める風潮もあるが，
青少年アスリートを取り巻く指導者や保護者は，青少年アスリートが教育を受け
る権利を阻害してはならない。そのためには，青少年アスリートに対する教育の
重要性を，青少年アスリート関係者に対して，より積極的に啓発していく方策が
とられるべきである。
５

スポーツ指導における暴力的指導を根絶するため，指導者の指導力向上のため
の方策をとること
青少年アスリートに対する指導において，暴力が用いられることに対し，未だ
に肯定的な意見が後を絶たず，アスリート自身の中にも暴力的指導を肯定する者
が多数存在する。暴力的指導の連鎖を断ち切るためには，暴力を用いない指導方
法を確立させて，指導者の指導力を向上させ，暴力を用いることが不必要かつ有
害であることを指導者に認識させる必要がある。そのため，各競技に共通した指
導者資格制度が確立されるべきであり，また，指導方法に関する充実した研修が
行われるべきである。

第２

おわりに

2020 年東京オリンピック・パラリンピックは 5 年後に迫っている。これを機会に，
青少年アスリートの権利の確保を進め，青少年アスリートに事故や暴力の被害がなく，
十分な教育が受けられるような方策が充実されることを我々は真に望んでいる。そし
て，そのために採るべき方策を我々法律実務家が明確に示すことで，着実にこれを実
現に導き，東京オリンピック・パラリンピックがもたらすソフトレガシーで，2020 年
のその先のスポーツ界の将来を明るく希望に満ちたものにしていくべきであろう。

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
―いま弁護士会は何をすべきか？―
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第 16 回弁護士業務改革シンポジウム基調報告書（第５分科会本文抜粋）
日弁連弁護士業務改革委員会「専門分野登録弁護士制度の創設について
（提案）」（2011 年・抜粋）
日弁連公設事務所・法律相談センター「法律相談センターの再生のため
に」（2015 年 5 月・抜粋）
中根浩二「相続専門相談いよいよ始まる」愛知県弁護士会会報ソフィア
（2015 年 3 月号）
愛知県弁護士会の相続専門相談に関する資料
日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指
針」（2012 年 3 月 15 日理事会議決）
日弁連「弁護士業務広告に関する弁護士会向けアンケート」
日弁連「弁護士業務広告に関する弁護士個人向けアンケート」
日弁連「弁護士業務広告に関する弁護士会及び弁護士個人向けアンケー
ト」集計結果（概要）
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１

専門弁護士制度の提案の歴史
はじめに
日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）の弁護士業務改革委員会では，1999

年 12 月の司法制度改革審議会の論点整理において法曹の専門化が標榜されたことを
受けて，2000 年６月に弁護士業務改革委員会内に専門認定制度検討プロジェクトチー
ム（以下「専門認定ＰＴ」という。）を創設した。専門認定ＰＴは，2000 年 10 月の弁
護士の業務広告の自由化と併行して専門表示の可否と専門認定，あるいは専門登録制
度の創設について検討してきた。2005 年 12 月には専門弁護士認定制度を一気に創設
することについては時期尚早，それよりもハードルの低い専門弁護士登録制度の導入
を検討すべきとの意見書をまとめた。
そして，今から６年前の 2009 年 11 月の日弁連第 16 回弁護士業務改革シンポジウム
（於・松山市）で専門弁護士登録制度の導入に向けたアクションプログラムを提言し
た（資料 5-1）。このアクションプログラムは，今後２年目（2012 年）までに専門弁護
士登録制度（パイロット分野として５分野）を発足させる。４年目（2014 年）までに
専門登録分野を 10 分野程度に拡大する。６年目（2016 年）までに認定試験や同業者
の推薦を要求する専門弁護士認定制度を導入するという，いささか前のめりの内容で
あった。
これを受けて日弁連弁護士業務改革委員会は，2011 年５月，専門分野登録弁護士制
度創設を提言する意見書（資料 5-2）を日弁連執行部に提出し，2011 年 10 月，この意
見書に基づいて日弁連は，関連委員会及び全国の弁護士会に対して，専門分野登録弁
護士制度の導入の可否について意見照会を行った。これに対する関連委員会や各弁護
士会からの回答は，賛否相半ばする結果であり，どちらかというと反対する委員会や
弁護士会の方が多かった。このため，日弁連執行部は専門分野登録弁護士制度の導入
について日弁連理事者会に諮ることを断念し，結局，同制度の導入は見送られた。
２

専門弁護士制度とは
ここで，専門弁護士制度とはどのような制度を意味するのか，また，専門弁護士制
度の導入が検討されるに至った背景を説明しておきたい。
(1) 専門弁護士制度とは，特定の法律分野についての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又は第三者である認定機関（専門認定機関）が
認定し，若しくは登録を認める制度をいう。
弁護士が取り扱う法律分野は，広範囲であり，弁護士法第 72 条により，原則とし
て法律事務全般を独占して行うことができるが，専門弁護士制度はその法律事務の
うち，特定の法律分野について認定若しくは登録する制度である。専門認定制度は，
専門分野登録制度に比して，特定の法律分野についての知識，経験の程度が高度な
ものとされている。
現在，日弁連においては，弁護士の取扱業務などを表示した弁護士情報提供シス
テムである「ひまわりサーチ」があるが，これは弁護士自らが特定の法律分野の業
務分野について，自ら取り扱うことができること，又は日常業務において重点的に

取り扱っていることを表示するシステムであり，その認定などを日弁連や第三者機
関が行った結果を表示しているものではない。
「ひまわりサーチ」でいう取扱分野・重点取扱分野は，弁護士が取り扱っている
法律分野について挙げられているが，ほぼ日常的な業務の大半をフォローしている。
専門弁護士制度は，日弁連若しくは第三者機関による専門認定などを要件とされ
るが，その目的は，第一次的には弁護士の利用者である市民，企業，その他の団体，
取り分け中小企業に対して，特定の法律分野を限定して，知識，経験を高度に有し
ている弁護士情報を提供することを目的とし，第二次的には弁護士自身，他の弁護
士，あるいは他士業（司法書士，行政書士等）との差別化を図り，弁護士自らが該
当業務に長けていることを広告などで表示し，依頼者を募りやすくすることにある
といえる。
(2) 専門弁護士制度でいう特定の法律分野については，社会的，政治的，経済的な時
代背景によって異なってくる。弁護士が日常的に取り扱っている法律分野において
も，市民・企業などの団体のニーズ即ち適切・迅速に業務を処理するというニーズ
によって，それらの法律分野が専門弁護士制度の対象法律分野となる。
特に現代においては，社会が複雑化し，高度化し，法的諸問題も多岐に渡ってい
る。したがって，例えば家族関係といった法律分野においても後に述べるように，
その中には離婚，財産分与，慰謝料，年金分割，親権，子どもの面接交渉，婚姻費
用分担，養育費，ドメスティックバイオレンス，内縁関係，ストーカーなどの専門
的問題が包含されている。
専門弁護士制度を考える上では，専門とされる特定の法律分野をどのように考え
れば良いのかは最も重要な問題である。
(3) 2001 年（平成 13 年）６月 12 日の司法制度改革審議会意見書（以下「意見書」と
いう。）における専門弁護士制度とは，どのようなものだったか。
専門弁護士制度に関して，意見書は，司法界における特定の法律分野における専
門性の強化を要求している。これは，利用者である企業，労働組合，消費者団体な
どの要求を受けての提言であった。
ア

まず，民事裁判の改革について，意見書は次のことを提言していた。本テーマ
と関係する部分をピックアップすると以下の事項である。

イ

①

民事裁判の充実・迅速化について

②

専門的知見を要する事件への対応強化
ⅰ

専門委員制度の導入

ⅱ

鑑定制度の改善

ⅲ

法曹の専門性強化

③

知的財産権関係事件への総合的な対応強化

④

労働関係事件への総合的な対応強化

⑤

家庭裁判所・簡易裁判所の機能強化
ⅰ

人事訴訟等の家庭裁判所への一本化

ⅱ

調停委員，司法委員，参与員への多様な人材の確保等

これと併せて，意見書は法曹人口の大幅な増員を提案し，それを支える基盤と

して法科大学院の設置，司法試験合格者の大幅な増加を提案した。
ウ

さらに，弁護士制度改革の提言として，弁護士の執務体制の強化，専門性の強
化を挙げていた。

(4) この意見書の提言を受けて，裁判所においては知的財産高等裁判所の新設，東京
地方裁判所，大阪地方裁判所などにおける専門部・集中部の増加，労働審判制度が
新設された。この意見書の各種提言と法科大学院を中核とする法曹養成制度改革と
司法試験合格者数の増大に伴う弁護士人口の急増，更には，意見書に先立って行わ
れた日弁連の広告の原則自由化などの要因が重なり，市民などからの専門弁護士制
度への要求が高まり，弁護士自身も専門性を高める意識が強まってきたというのが，
これまでの大きな時代の流れである。
３

専門分野登録制度導入の失敗と導入に対する反対論
専門分野登録制度の導入の可否について，日弁連が 2011 年 11 月に行った意見照会
に対して，関連委員会や全国の弁護士会から導入に反対する意見が多数寄せられたが，
その反対論の主なものは次のとおりである。多岐に渡るためランダムに挙げる。
①

専門弁護士制度の設置は，日弁連，弁護士会がやるべきではなく，任意の団体が
独自にやるべきである。専門性について問題があったときに，日弁連，弁護士会で
は保証できない。

②

弁護士が資格を有して職務を行っている以上，更に専門登録は必要ない。弁護士
はジェネラリストであり，全ての法律分野を取り扱うべきである。

③

地方の弁護士会では，幅広く事件を扱うのが一般的であるため，専門分野を登録
してしまうと，専門分野以外については苦手だと思われてしまい，他分野の依頼が
来なくなるおそれがある。

④

専門分野登録の要件の設定が難しく，実体に沿わない，あるいは不公平な専門分
野登録を招くおそれがある。

⑤

医療過誤については，これを専門分野と見るかは意見が分かれるところであるが，
それ以外のものは，通常，弁護士であれば扱う分野であり，それらについても専門
分野というのはおかしい。弁護士にとって最もスタンダードな取扱分野であり，誰
もが取り扱う分野について専門分野登録制度を設けることには，意味がない。

⑥

専門分野登録の要件を満たさなければ登録はできず，若手の参入障壁となる。ま
た，若手でなくても，一定件数の処理が要求されると，例えばこれまで何十件と処
理してきていたが，対象となる時期には事件処理件数が少なかった場合，専門登録
できなくなる。

⑦

大規模弁護士会の会員と地方弁護士会の会員とで，取扱事件数などの要件を充足
するための実質的なハードルの高さが異なる。不公平となる。

⑧

我が国の弁護士業務の現状においては，専門性評価を行うための適切な基準の定
立は困難である。
「専門分野」における質を確保する方策が未確立であり，専門性の
資質を日弁連，弁護士会が担保できない。
「専門家」足るにふさわしい識見，能力を
備えているかは，事案の内容に踏み込まなければ判断できない。しかし，この客観
的判断は大変困難である。

⑨

取扱件数が認定基準の主たる要素となると，大手・多数事務所と比べて少数・単
独事務所に不利，偏った基準となりかねない。

⑩

小規模弁護士会で実施した場合，登録人数が限られ，利用者の選択の幅を狭めて
しまうおそれがある。また，市民が遠方の弁護士に依頼することになれば不自由で
ある。

⑪

小規模弁護士会の弁護士においては，専門分野登録制度を積極的に導入すべきニ
ーズはない。他方で，事件処理数や研修だけでは能力の担保が確実といえないのに，
日弁連が「専門」と評することは市民にかえって不利益をもたらしかねない。

⑫

「専門性」を量る合理的基準を策定することは困難である。各分野において「専
門」と言うに必要な経験，知識は千差万別であり，単なる事件処理数や研修受講だ
けでこれを満たしているか判断できない。
以上のような専門弁護士制度の導入に対する反対論，問題点については，後に検討

することとする。

第２

なぜ，今専門弁護士制度を取り上げるのか
第１で述べたとおり，専門弁護士制度の導入について，日弁連は数年前に一度断念

した経過がある。しかし，それからあまり年数が経っていないにもかかわらず，今回
この弁護士業務改革シンポジウムでその問題を改めて取り上げることになったのは，
以下のような弁護士及び弁護士会を取り巻く様々な環境が急激に変化したことがその
理由である。
１

弁護士の変化
2001 年の意見書を受けて，司法試験合格者が 1999 年の 1000 人から 2007 年以降 2000
人を超えて倍以上になったため，全体としての弁護士人口も 1999 年の１万 6731 人か
ら 2015 年には３万 5000 人を超えて倍増している。
このため，司法修習を終了しても，就職できない弁護士が自宅などを事務所として
いきなり独立するいわゆる「即独」や，既存の法律事務所に籍だけは置くが給料を貰
わない「軒弁」が増加している。また，弁護士会費などの費用負担を回避するために，
就職できないうちは弁護士登録自体をしない就職浪人も相当数存在するのが現状であ
る。そのような深刻な状況についてはマスコミでも大きく取り上げられている。

２

裁判所の変化
東京地方裁判所や大阪地方裁判所では，1960 年代に専門事件を取り扱う「専門部」
が次々と設置された。交通部，労働部，倒産部，工業所有権部（今でいう知財部）で
ある。その後も，保全部や行政部などができた。
専門部の新設が加速したのは意見書の提言がなされてからで，医療部，建築紛争部，
商事部などが相次いで設置された。また，2005 年には東京高等裁判所の特別支部とし
て知的財産高等裁判所が設置されている。
これらの専門部の裁判官からしばしば聞こえてくるのは，専門的な事件であるにも

かかわらず，専門性を身に付けていない弁護士が多いという意見である。
このように，裁判所及び裁判官の方が，弁護士会及び弁護士よりもずっと早くから
専門事件に対処する組織改革と意識改革を絶えず行っており，その方向性は更に今後
も進んでいくと思われる。
３

利用者側の変化
弁護士の利用者は，昔から「先生の専門は何ですか」としばしば問いかけるように，
専門性を気にしていた。もっとも，その内容は「主に取り扱うのが民事か刑事か」と
いう程度であったことが多い。
しかし，現在では，自分の依頼する事件の内容に応じて，相続が専門か，交通事故
が専門か，消費者問題が専門かというように，相当に細分化されてきた。医者でいう，
内科，外科，耳鼻科，眼科というくらいの専門性を，少なくとも求めている。
その中で，次に述べるインターネットの急速な普及から，利用者側の専門性に対す
る要求は，より強くなっている。

４

インターネットの普及と弁護士広告の量と内容の急変
日弁連は，2000 年に弁護士広告を原則的に自由化した。これによって，特に，イン
ターネットを通じての弁護士の広告が急速に普及した。中でも，若い弁護士等が，自
らの法律事務所のホームページを立ち上げたり，弁護士紹介サイトへの登録により，
顧客獲得を目指すのが当たり前となってきた。
「一見さんお断り」は昔の言葉になりつ
つある。
そのようなインターネットを通じての広告の中で，特定分野でのアピールが重要な
ものとなりつつある。
他方で，日弁連は業務広告のガイドラインの中で，専門性の表示を控えるのが望ま
しいと定めているが，明確に禁止するとまでは述べていない。このため，インターネ
ットの世界では，
「医療過誤のプロフェッショナル」とか，
「ベストプロ」とか，
「○○
市では△についてトップの事務所」など事実上専門性の表示が野放し状態になってい
る。

５

他士業との競争
弁護士の周辺には，税理士，司法書士，行政書士等他士業が法律事務に進出してき
た。特に，行政書士は「町の法律家」をキャッチフレーズにして，交通事故や相続に
積極的に関与していることが多い。
しかも，弁護士と比べて，身近な存在として費用も割安で親切に相談に乗ることを
謳い文句にしている。無論，このような行政書士の在り方は，弁護士法第 72 条の非弁
行為に当たる可能性が十分あるが，現実問題としてそのような消極的な対処にとどま
っていては，利用者との関係であまり意味があるものとはいえない。
むしろ，弁護士こそが各分野の法律の専門家として利用者に訴えることができるよ
うなシステムを作ることが望まれていると言える。

６

法テラスの設置
総合法律支援法に基づき 2006 年に設置された日本司法支援センターを，通称「法テ
ラス」と言う。法テラスは，資力の乏しい人に対して弁護士を紹介するとともに，弁
護士費用等を立替払することから，事実上の無料相談を行っている。

７

権利保護保険
日弁連では，2000 年に保険会社数社と提携して，弁護士を紹介するとともに，法律
相談費用や弁護士費用等を保険金として支払う弁護士保険を作った。これを権利保護
保険と言い，自動車保険や火災保険，傷害保険の特約として販売されている。最近で
は，弁護士保険に特化した少額短期保険も作られた。そして，権利保護保険の運営の
ために，日弁連や各弁護士会で設置されたのが，
「リーガル・アクセス・センター」で，
通称「ＬＡＣ」と言われている。
各弁護士会のＬＡＣでは，法律相談をする弁護士を紹介する要件として，一定の研
修を義務付けることが多く，事実上の専門相談となっている。

８

弁護士会の変化
以上の通り，弁護士を取り巻く近年の状況の変化は著しいものがある。
それに加えて，各地の弁護士会の法律相談センターの相談案件数が激減している。
その理由として，各地方公共団体等での市民相談やネットでの法律相談等が無料であ
ることが大きい。このため，有料法律相談を建前としている弁護士会の法律相談セン
ターは大きなハンデを負っていると言える。
そこで，そのハンデを克服するための武器として専門相談を既に導入し，あるいは
検討する弁護士会が増えてきている。
つまり，弁護士会としても専門性の表示に対して消極的であったこれまでの方針を
変えざるを得なくなっている。
以上が今回，日弁連弁護士業務改革シンポジウムで，再び専門弁護士制度を取り上
げることになったゆえんである。そこで以下では，そのうち，①弁護士会法律相談セ
ンターの抱える問題とその対策，②権利保護保険の問題，③インターネットによる弁
護士広告と弁護士紹介サイトの問題，併せて他士業の広告の現状について検討したい。

第３
１

弁護士会法律相談センターと弁護士の専門化
弁護士会法律相談センターの一般相談と専門相談の実情

(1) はじめに
各弁護士会の法律相談センターが実施している法律相談の件数が激減していると
いうのは，各弁護士会の共通の認識になっている。日弁連公設事務所・法律相談セ
ンターは，弁護士会の法律相談件数が激減している現状とその要因を調査し，2015
年５月に「法律相談センターの再生のために」と題する提言（以下「再生提言」と
いう。）をまとめた（なお，この再生提言を抜粋したものを巻末付録ＣＤに搭載した
ので，併せて参照されたい。資料 5-3。）。

まず，この再生提言の中の弁護士会法律相談センターの一般相談の現状を紹介し，
次に，再生提言が提言の一つとしている，専門相談について，その実状を紹介する。
(2) 弁護士会法律相談センターの一般相談の現状（再生提言のデータから）
ア

弁護士会法律相談センターの相談件数の推移（全国）
①

2004 年度の有料相談は 23 万 543 件，無料相談は７万 5354 件の合計 30 万 5897
件であった。

②

2013 年度の有料相談は７万 7943 件，無料相談は７万 727 件の合計 14 万 8670
件であった。

③

法律相談センターの総相談件数自体は，2004 年度から 2013 年度までのこの
10 年間で半減（51．４％減）している。内訳を見ると，有料相談は，2004 年
度から 2013 年度の 10 年間で，３分の１になる一方，無料相談は微減にとどま
っている。
有料相談

無料相談

合計

2004 年度

230,543

75,354

305,897

2013 年度

77,943

70,727

148,670

減少率（2013 年度

33.8％

93.9％

48.6％

66.2％減

6.1％減

51.4％減

／2004 年度）
減少幅
イ

各弁護士の行う法律相談件数の推移
①

法テラス相談は，2004 年度には４万 3509 件であったものが，2012 年度には
23 万 8057 件と８年で５倍以上増加している。

②

自治体相談は，全国の相談実数はつかめていないが，少なくとも減少してい
ないとしている。

③

そして，弁護士自体の行う法律相談件数全体は，この 10 年で微増しており，
弁護士の相談需要が低下しているわけではないと分析している。

ウ

法律相談センター相談の減少の要因
再生提言では，法律相談センターの相談の減少の理由として，(1)クレサラ相
談の激減，(2)相談窓口の増加，(3)弁護士の敷居が高い，(4)法テラスを含む無料
法律相談の増加，(5)インターネットの普及，(6)弁護士人口の増加を挙げている。

エ

相談の減少がアクセス障害の解消によるものか
再生提言では，法律相談需要，法律相談件数，裁判所における弁護士選任率か
ら，弁護士へのアクセス障害は依然として大きなものがあるとしている。

オ

再生提言における三つの提言
再生提言は，法律相談センターが市民の法律相談の需要に応えるべき存在とし
ての意義が失われていないとした上で，後述のような提言を策定している。

(3) 弁護士会法律相談センターの専門相談の実状
ア

分野別相談
①

分野別相談の実状

各地の弁護士会では，法律相談センターの活性化の一つの手段として，分野
別相談を実施している会もある。
再生提言では，「分野別相談」を，「法律相談センターの法律相談を特定の分
野ごとに細分化し，当該分野について一定の知識と経験を有した弁護士が相談
を担当するもの」としている。
②

分野別相談の限界と問題点
再生提言において，従来の分野別相談については，次の問題点が指摘されて
いる。
ⅰ

専門知識と実務経験の裏付けがない
相談担当弁護士に一定の研修を義務付けているだけで，その分野の実務経
験を要件としている弁護士会がほとんど無いことが指摘されている。また，
一定の研修を受けただけで専門知識を身に付けたとは到底言えないことが指
摘されている。

ⅱ

市民の期待を裏切っている
市民は弁護士会に，経験のある弁護士による質の高い相談を求めているが，
実際には専門知識も実務経験も不十分な弁護士が分野別相談を担当している
ことに乖離があり，弁護士会が市民の期待を裏切り続けているのではないか
としている。

③

「専門相談」導入の必要性
質の高い研修の受講を義務付けるとともに，一定の実務経験を課し，一定の
経験のある弁護士による法律相談を提供する「専門相談」こそが，市民の弁護
士会に対する期待に応え，弁護士会の法律相談センター再生の切り札の一つと
している。

イ

専門相談
①

再生提言では，後述のように，
「より開かれた専門相談」の導入を提言の主要
な柱の一つとしている。
現在，専門相談の実施を予定しているのは，全国で愛知県弁護士会のみであ
る。もっとも，専門相談は，相談を担当する弁護士が，相続の専門家ないし専
門的知識・経験を有しているとして，対外的に名乗ることまで予定していない。
あくまで法律相談センターの活性化の一手段として，市民のニーズに沿った相
談を行うということに主眼があり，日弁連弁護士業務改革委員会が従前から提
言している専門登録制度や専門認定制度とは一線を画している。
しかし，従前の法律相談（分野別相談）では，①専門知識と実務経験の裏付
けがない，②市民は弁護士会（弁護士）に，経験のある弁護士による質の高い
相談を求めているという意味で，市民の期待を裏切っており，専門知識と実務
経験の裏付けを必要とする点で，今回のシンポジウム分科会のテーマの弁護士
の専門化とは共通の理解に立っているものと言える。

②

愛知県弁護士会の専門相談の概要
（愛知県弁護士会会報「ソフィア」2015 年３月号の「相続専門相談いよいよ
始まる」愛知県弁護士会研修センター運営委員会副委員長兼専門部会部会長，

中根浩二会員の記事，及び愛知県弁護士会提供の資料より。これらの資料一式
を巻末付録ＣＤに搭載したので，詳細はそちらを参照されたい。資料 5-4，資
料 5-5。）
ⅰ

専門相談の分野
相続分野

ⅱ

専門相談の概要
若手と経験者が，２人１組になり，登録要件として経験年数，各種研修を
課した上で行う。
(ｱ) 登録要件
主担当

①７年以上の弁護士経験
②３件以上の裁判経験
③年２コマ以上の研修受講

副担当

①年４コマ以上の研修受講

(ｲ) 主担当の登録要件としての裁判経験
訴訟，審判，調停外で解決した事件，事務所事件として単に名を連ねた
事件は含まない。
１つの事件が調停・審判・訴訟と継続してもカウントは１件とする。
(ｳ) 研修内容
研修は無料。登録を希望しない会員も無料で受講可。
年に３日間，合計 12 コマ程度実施予定。
７年間を１つのサイクルとして継続的に体系的に次の内容の相続専門研
修を行う。
①相続の知識
②共同相続
③遺言
④遺留分，遺留分減殺請求
⑤渉外相続
⑥成年後見等
⑦相続に関する隣接士業との連携・留意点等
⑧重要判例又は不祥事事案
研修は，単に講演を行うだけでなく，パネルディスカッションの形式も
採用。研修チーム員に事前に調査を行い，その内容をパネルディスカッシ
ョンの際に発表し，調査結果を踏まえた議論とするなどの工夫。
研修上の工夫として，参加することが困難な会員のために後日，ＷＥＢ
上の e ラーニング研修ないしＤＶＤ研修を予定。
(ｴ) 専門相談の広報
対外的には，相続相談研修を受けている弁護士による専門相談ということ
で広報を予定。
(ｵ) 専門相談の方法
現在行われている１週間の相続遺言相談集中枠を共同相談枠 20 枠，ベテラ

ンの弁護士による単独相談枠を４枠設ける。
共同相談枠は，主担当，副担当の２人で相談に入る。
(4) 専門分野相談と専門登録制度や専門認定制度について
ア

異なる点について
相続専門相談は，上記のように，弁護士会の法律相談センターの有料相談の活
性化の切り札として実施が予定されているものである。専門相談は，このように
法律相談センターの活性化という弁護士会レベルでの話である。そして，専門研
修を受けた弁護士による専門相談という広報がなされるが，研修を受けた個々の
会員の専門性が認定されるものではなく専門表示を前提としていない。つまり，
担保されるのは弁護士会「相談」の専門性にとどまると言うことができる。
これに対して，専門登録制度や専門認定制度は，主として弁護士の業務改革（業
務の拡大）の一貫として全弁護士レベルでの話である。担保されるのは個々の弁
護士の一定の専門性であり，専門登録又は専門認定された者のみが業務広告でそ
の旨の表示ができるとする制度と親和的である。

イ

共通する点について
専門登録制度や専門認定制度は，一定の分野において一定の「専門性」が担保
された弁護士ということで，その分野の専門家による相談を受けたいという市民
のニーズに応えることで，弁護士業務の需要を増やし，弁護士の業務拡大を図っ
ていくことが主たる目的である。そして，実体の伴わない専門を名乗る弁護士か
ら市民の権利を守るということのほかに，他士業による不適切な専門性から市民
を守るということ（専門家への適正なアクセス確保）も重要な意味をもっている。
一方で専門相談も，愛知県弁護士会の「相続専門相談のあり方について【骨子】
では「第１

導入の趣旨」の中で，
「１

市民が求める『専門性』の需要に応える

ことによって法律相談センターの活性化を図ること」，「２
担保して市民の権利擁護をより充実させること」，「３

相談の『専門性』を

他士業の不適切な活動に

よって市民の権利が十分に守られていない状況に対応すること」，「４

若手育成

（ＯＪＴ）」となっている。
両者は，①市民のニーズに応え，広い意味で弁護士の需要を拡大するという趣
旨，②専門性を担保して対弁護士，対他士業との関係で市民の権利利益を保護す
るという点で共通すると言える。
専門相談の試みは，各弁護士会の法律相談センターを活性化させるという目的
であるが，市民からの視点で相談ニーズを拡大し，かつ市民の権利利益を擁護し
ていくという試みであり，積極的に評価できるものである。

第４
１

法律相談センター再生プロジェクトチームの提言
はじめに
日弁連公設事務所・法律相談センター（ＬＣ委員会）内に設置された「法律相談セ

ンター再生プロジェクトチーム」は，前述した弁護士会法律相談件数の激減した実情，
取り分け，法律相談センターにおける有料相談が 2004 年の 23 万件から，2013 年の約

８万件と約３分の１に減少し，無料の相談件数も 2008 年以降は減少傾向にあることに
より，弁護士会の法律相談センターが市民から見放されているのではないかとの危機
感を持った。そこで，市民の法的な相談需要の受け皿として弁護士会の法律相談セン
ターがその期待に応えていくために，どこに問題があるのかを議論した結果，2015 年
５月，前述の「再生提言」のとおり，弁護士会が市民から信頼され利用されるための，
再生のための方策を幾つか提言することになった。
そして，この提言をなすに当たっての基本的な視点として，①市民の視線に立って
相談者が弁護士会の法律相談センターに求めているものを考えること，②弁護士会な
らではの特長を活かした視点で考えること，を挙げている。
次いで，その視点の下に具体的な提言として，①法律相談料の障壁を解消する工夫，
②専門相談の拡充とより開かれた専門相談の導入，③効果的な広報の強化を掲記して
いる。
これにより，法律相談センターをより活性化し，市民から信頼され利用される法律
相談センターを再構築したいと考えているものである。
以下，この基本的視点，具体的な三つの提言について今回の弁護士の専門化に向け
ての議論との関わりを中心に論じていく。
２

基本的な視点
(1) 市民の視点に立って，相談者が弁護士会の法律相談センターに求めているものに
応える視点で考える。
具体的には，相談者の視点に立って利用しやすい法律相談センターにするために
はどうすれば良いか，相談に訪れた市民に満足して貰える質の高いリーガルサービ
スを提供するにはどうしたら良いかを考えることにより，法律相談センターを活性
化させ，より多くの人に利用していただくことになると思う。
この視点の中で，相談に訪れた市民に満足して貰える高いリーガルサービスを提
供出来る受け皿として弁護士の専門化・専門弁護士制度が必要になってくるのでは
ないかと考える。
(2) 弁護士会ならではの特長を活かした視点で考える。
弁護士会に対する信頼や多数の弁護士が法律相談センターに登録していること，
そして，その中に多彩な弁護士がいることを活用すること，取り分け，弁護士会の
法律相談センターでは専門分野に特化した弁護士や一般の弁護士が手がけていない
得意分野や業際分野の事件を手がける弁護士もいる。この利点を活かした制度を構
築することが出来て専門弁護士制度を拡充するのではないか。それによって市民の
信頼と期待に応えることになるのではないかと考える。

３

法律相談センター再生・活性化のための提言の三本柱
(1) 法律相談料の障壁を解消する工夫
市民の法律相談センターの利用を妨げている最も大きな要因の一つは，法律相談
料である。インターネット等で，無料で簡単に素早く一定の法律知識が手に入る時
代に，30 分 5400 円の法律相談料を支払うことに市民が大きな負担を感じている。

・無料化，減額化の動き
・札幌弁護士会の無料化（2013 年 10 月１日）
・千葉県弁護士会における減額化（2014 年４月１日）…一律 2000 円(税込)
により，相談件数が飛躍的に増大した。
(2) 分野別相談の拡充とより開かれた専門相談の導入
市民が弁護士会の法律相談センターに求めているのは経験ある弁護士による質の
高い相談，その分野の専門家による相談，それも相続・離婚・交通事故・労働とい
う一般の分野について強く求めている。
(3) 効果的な広報の強化
自分たちの売りが何なのかを精査して，良い商品＝法律相談サービスを提供する
ことが重要。他のリーガルサービスとの「比較」・「選択」されることを念頭に置い
たアピールが出来ていたか。このような観点からみるとき，弁護士の専門化，専門
弁護士制度と親近性ある，
「より開かれた専門相談」制度を法律相談センターが導入
しようとしていることをアピールすることが効果的な広報になるのではないかと考
える。
以上のような視点・提言の中で，弁護士の専門化，弁護士専門制度への橋渡し役に
なる可能性を秘めている「より開かれた専門制度」について更に議論を進める。
４

分野別相談の拡充と「より開かれた専門相談」の導入
(1) 市民が弁護士会の法律相談センターに求めているものは，経験のある弁護士によ
る質の高い相談である。
そして，今回，法律相談センターの提言する「より開かれた専門相談」とは，離
婚・相続・交通事故・労働などの一般的な法律分野におけるものである。これまで
も各地の弁護士会において，クレサラ・消費者被害・知的財産・医療事故といった
弁護士から見て専門性の高い分野における分野別相談は行われていた。
しかし，従来の「分野別相談」においては，多くの弁護士会においては，担当を
希望する弁護士を全て登録する登録制となっている。その結果，弁護士会のホーム
ページ等において，分野別相談を担当する弁護士が一定の知識と経験を有している
ことをアピールしている弁護士会はない。その結果，従来の「分野別相談」におい
ては，
①専門知識と実務経験の裏付けがない。
②市民の期待を裏切っている。
市民は弁護士会に経験ある弁護士による質の高い相談を求めている。
↓
「専門相談」導入の必要性
経験ある弁護士による質の高い法律相談を提供してこそ，市民の弁護士会に対
する信頼に応えることになる。
弁護士会の法律相談センター再生の切り札となる。
さらに，「専門相談」は他士業との差別化に向けた戦略的価値が高い。他士業
の無責任な営業活動（専門性の表示）から市民を守るためにも，この制度は資す

ることになるのではないかと思われる。
(2) 「より開かれた専門相談」の内容
―弁護士会でこれまで行われてきた分野別相談―登録は自己申告
分野はＤＶ・消費者被害・知財等の特別分野
広報は行われていない
①

対象分野
離婚，遺言・相続，交通事故，借地・借家等
日常生活の中で起こり得る一般的な法律相談

②

登録要件
指定する研修の受講（研修要件）及び一定の事件処理件数（実務要件）の双方
を要件
一定期間での更新制―更新ごとに研修・実務経験を要件

③

登録要件の公開
当該分野に一定の経験と知識を要する弁護士が「専門相談」を担当しているこ
とをアピールするため，ホームページ等を通じて公表。

(3) 「より開かれた専門相談」導入のための検討すべき問題点
①

専門性表示の問題
弁護士の抵抗，業務広告に関する規程違反の危惧等
今回提案の「専門相談」とは，一定の経験を有する弁護士による特定分野の法
律相談を「専門相談」として広報するものであり，その相談担当弁護士をその分
野の「専門家」として公認するものではない。
↓
弁護士会の広告規程は，何の知識も経験もない弁護士が「専門家」と名乗るこ
とを禁止し，弁護士に対する市民の期待，信頼を守ることを目的とするもので，
広告規程に抵触しない。

②

「専門」性を担保する要件の問題
ア

研修要件
弁護士会が主催する研修を受講することにより，専門的，アップデートな知
識を身に付けられる。

イ

③

実務要件
ⅰ

弁護士経験が一定年数

ⅱ

実際の事件を複数担当

若手への配慮
基本的には，弁護士に専門性を求める市民のニーズを優先
登録要件を満たしている弁護士と若手弁護士による共同しての事件処理の制
度化

④

経験者への配慮

⑤

事務所待機制

⑥

弁護士の責任
専門相談は，法律相談センターにおける相談に限定した「専門」であり，弁護

士業務改革委員会等において検討されている弁護士会による専門認定制度とは異
なるものである。
(4) 評価
市民が弁護士会の主催する法律相談に求めているのは，専門的知見と経験を有し
た弁護士による質の高い法律相談である。その期待に応えられるのは弁護士会が主
催する法律相談センターだけである。
「より開かれた専門相談」は，市民の要望に応え，法律相談センターを活性化さ
せるために必要不可欠なものである。
以上，法律相談センター再生プロジェクトチームの提言を検証してきたが，弁護士
会の法律相談センターを再生させるための最も重要な視点として，真に市民・利用者
の期待に応えるためには，経験のある弁護士による質の高い法的サービスを提供する
ことが何より重要だと論じている点に注目する必要がある。この視点とは，弁護士専
門制度の導入を長年に渡って唱えてきた日弁連弁護士業務改革委員会と共通の基盤に
立つものであり，我々としてもこの法律相談センターの動きには注目するとともに，
協力関係を築いていくことにより，市民・利用者の，弁護士・弁護士会に対する期待
に応えたいと考えている。

第５
１

権利保護保険と弁護士の専門化
権利保護保険の概要と日本における権利保護保険の発展
権利保護保険（弁護士保険）は，弁護士費用や裁判費用を賄うことを目的として開

発された保険である。裁判手続等を利用して権利の実現を図ろうとする場合，弁護士
という専門有資格者に依頼しなければ，その実現は難しいが，そのための費用負担が
権利実現の障害となっていた。かかる障害を取り除く制度として，低所得者層には，
法律扶助制度が機能しているのに対し，中間所得者層には，従前，適切な制度的手当
がなかった。この中間所得者層の権利を保護する機能を果たすものとして，弁護士等
の費用が支払われるよう開発された保険が，権利保護保険である（なお，権利保護保
険では，加入する被保険者に均しくサービスが提供され，その利用者は，中間所得者
層に限られるものではない。）。
権利保護保険は，海外で発展した保険制度であり，日本においては，2000 年に日弁
連が保険会社２社と協定を結び，全国どこでも弁護士を紹介するという運用を開始し
た。その後，現在に至るまでに日弁連が協定する会社は，共済協同組合を含めて 13
社となり，同保険の取扱件数も 2013 年度には年間約２万 3000 件に上り，市民の司法
アクセスの向上に貢献している。
そして，保険対象となる法的紛争の範囲が大幅に拡大された権利保護保険が更に販
売されるようになれば，今後，同保険の利用は更に増大するであろう。従前，この権
利保護保険は，自動車保険等の損害保険の特約の形で販売され，権利保護保険でカバ
ーされる法的紛争の範囲は限定されていた。しかし，2013 年には，大半の法的紛争分
野が対象となる権利保護保険が，初めて単体で販売されるに至った。現在，この単独
の権利保護保険を販売している保険会社は，協定会社１社であるが，今後，他の保険

会社から同様の保険が販売されることになれば，権利保護保険の利用は更に増大する
ことが容易に想定できよう。
２

対象分野の拡大と弁護士の質の確保
単独の権利保護保険が販売され始めたことから，権利保護保険によりカバーされる
法的紛争の範囲は，飛躍的に拡大した。対象分野がどこまで拡大するかという点は，
具体的な保険の補償内容によることになるが，現在，販売されている権利保護保険で
は，離婚，相続等の家事，債権回収，借金等の債権債務関係，賃貸借関係，近隣トラ
ブル等多岐に渡る範囲が対象となっており，それぞれの対象分野にふさわしい質を備
えた弁護士を紹介することが望ましいことは，言うまでもない。
権利保護保険では，保険事故が生じたときに，被保険者において自ら弁護士を探し，
依頼をすることもできるが，自ら弁護士を探すことができない場合には，各保険会社
からの紹介依頼に応じて，各弁護士会がその会員の中から担当弁護士を紹介するシス
テムを採っていることにその特色がある。もちろん，弁護士会が紹介した担当弁護士
に最終的に依頼するか否かは，被保険者の判断に委ねられており，その点で，権利保
護保険を利用した場合と，例えば，被保険者自らが個々の法律事務所において相談し
た弁護士に依頼した場合や，弁護士会が運営する法律相談センターの相談担当弁護士
に依頼する場合などと本質的に異なるところはない。
とはいえども，権利保護保険に係る弁護士会を通じた紹介制度が利用されれば，弁
護士会から紹介を受けた弁護士が，当該法律紛争に関し一定の質を有していると被保
険者が期待することも容易に想像できるところである。弁護士会としても，かかる被
保険者の期待に無関心でいたのでは，権利保護保険制度や弁護士，弁護士会に対する
信頼を損ねることにもなりかねない。
そのため，日弁連はもとより，権利保護保険について所管している日弁連リーガル・
アクセス・センター（以下「日弁連ＬＡＣ」という。）においても，従前から弁護士の
質の確保に腐心し，担当弁護士の能力向上に努めている。
交通事故分野では，弁護士は，専門的知識を比較的入手しやすく，研鑽を積む環境
も用意されている。現在の権利保護保険は，その多くが自動車保険等の損害保険の特
約として販売されていることから，その対象分野は，交通事故が中心であり，日弁連
ＬＡＣでは，権利保護保険の利用が比較的多いと思われる物損事故を主体としたマニ
ュアルを会員に配布している。また，いわゆる「青い本」，「赤い本」をはじめとする
実務書も多く出版されており，各弁護士会での研修や，日弁連研修総合サイトでのイ
ンターネット上の e ラーニングも受講可能である。
これに対して，その他の分野では，交通事故と同程度の研修等が行われていないも
のもあり，一般的な弁護士の研修制度にとどまっているものでは，権利保護保険の対
象範囲拡大に対応しておらず，かかる拡大に伴う弁護士の専門性の確保，質の確保と
いう観点から研修制度が再構築されているわけでもない。
また，一定分野の専門的知識・経験を有する弁護士にその専門性に係る資格を付与
する制度も存在しない。
国民の経済的な司法へのアクセス障害を解消するために，権利保護保険はより良い

制度として定着，発展していくことが期待されている。そして，権利保護保険の定着，
発展のためには，弁護士の専門性の確保，質の確保という問題から目をそらすことは
許されず，日弁連ＬＡＣは，望ましい制度構築に向けて検討を続けている。これらの
ことを踏まえると，日弁連の弁護士業務改革委員会において提案している専門登録制
度等について，権利保護保険の観点からも注目されている。

第６
１

弁護士広告と弁護士の専門化
弁護士広告に関するアンケート結果とその分析

(1) はじめに
日弁連弁護士業務改革委員会内専門認定ＰＴでは，今回のテーマである「弁護士
の専門化に向けて」の調査の一貫，及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会
員の業務広告に関する運用指針」（資料 5-6）（以下「業務広告ガイドライン」とい
う。）の改定作業の一貫として，各弁護士会，及び全会員対象の弁護士の業務広告に
関するアンケートを実施した（この各弁護士会，及び全会員向けのアンケート，並
びにそれに対する回答の集計結果の概要は巻末のＣＤ搭載の資料を参照されたい。
資料 5-7，資料 5-8，資料 5-9。）。
2000 年の弁護士業務広告の解禁後，弁護士数の急激な増加も相まって，インター
ネット広告を媒体とする広告が飛躍的に増加した。
業務広告ガイドラインにおいては，広告における専門性については，第３「（１２）
専門分野と得意分野の表示」において，「専門家」，「専門分野」の表示は，「現状で
は控えるのが望ましい」としている。一方で，「得意分野」という表示は，「弁護士
の主観的評価にすぎないから許される」としている。
ところが，後述する「専門表示に類する弁護士広告の現状」に見るように，特に
インターネット広告において，
「専門家」，
「専門性」を謳う表示があふれ，一方でそ
れを取り締まる統一的な規準が無いのが現状である。
弁護士の専門化の問題と，業務広告として専門性の表示をどのように考えていく
かは，非常に重要な問題である。
以下，(2)で，全弁護士会を対象に行ったアンケート結果の概要と分析，(3)で全
会員を対象に行ったアンケートの結果の概要と分析を示し，業務広告という見地か
らの弁護士の専門性を検討する。
(2) 弁護士業務広告に関するアンケート結果の概要【全弁護士会対象】
①

アンケート実施の概要
ア

アンケート実施期間

イ

対象

全弁護士会

ウ

回答

52 会

②

2014 年 10 月 31 日～同年 12 月 15 日

業務広告に関する調査の有無及び調査組織等について
ア

調査の有無について
ⅰ

業務広告について調査している

ⅱ

業務広告について調査していない

21 会
31 会

全弁護士会の 60％に当たる 31 会で業務広告について調査していないという
回答結果であった。調査については，会員や一般からの情報提供等を端緒とす
る会がほとんどである。中には，会員のホームページを業者に委託の上，調査
しているという会もあった。ホームページを広告媒体とするのがほとんどと言
える現状で，弁護士会の調査は限界があり，結果として問題のある広告に十分
に対応できていないのが現状と言える。
イ

調査のための組織の有無について（回答 27 会中）
ⅰ

調査のための組織有り

22 会

ⅱ

調査のための組織なし

５会

調査をしている弁護士会の大半は，調査のための何らかの組織を有している
と言える。もっとも，調査の担当については，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であ
る。
ウ

問題発覚の端緒及び調査の方法
問題事例の発覚の端緒は，会員からの連絡が圧倒的であり，次いで弁護士
会・委員会の調査，一般の情報提供の順である。
問題事例の検討範囲（常議委員会，執行部，委員会）については，全体的傾
向は見られない。検討範囲については，個々の弁護士会の処理の方針によるも
のと思われる。

エ

問題が発覚した場合の対処について
問題が発覚した場合，弁護士会として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，又は対応を検討しているところがほとんどで
ある。検討は，執行部，担当委員会，又はその双方で行われている弁護士会が
多い。対処としては，是正を求める，厳重注意，口頭で注意，警告文，違反行
為の中止命令，全会員向けに注意喚起の書面を送付する等が行われている。

③

問題となった業務広告について（27 会，90 件の事例）
ア

問題となった事例の傾向
ⅰ

過去５年間での問題事例の報告数
問題となった事例がもっとも多かったのは過去５年間で 2013 年度，続いて
2012 年度，2014 年度である。

ⅱ

広告媒体について
問題となった広告の媒体としては，やはりホームページが圧倒的であり，
次にチラシ広告，新聞・雑誌の順である。

ⅲ

問題となった広告の内容としては，誇大広告・誤導広告の疑いのあるもの
及び不実表示が多い。誇大広告には専門表示に関するものも相当数含まれて
いる。

ⅳ

誇大・誤導広告の例（下線は専門表示にもかかわるもの）
・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（債務整理相
談センター，大阪交通事故後遺障害相談センター，過払い 110 番札幌事務
所）。

※公的機関であるかの表示は，誇大・誤導，専門表示，事務所の複数名称
にも関連する問題である。
・ホームページの「お客様の声」の筆跡が同じ人物の疑い。
・所属弁護士１人なのに 24 時間対応の表示。
・「和解実績 99％」との表示。
・「ベストプロ」との表示。
・「長崎ではトップの事務所」との表示。
・「顧問料を上回る価値を提供」との表示。
・「隠している財産を調査により発見することが確実」との表現。
・
「国選弁護人制度の難点は，選任されるまで概ね１週間程度と時間がかかり
すぎることです」との記載。
・「銀座でもっとも大きな事務所」との表示。
・「業界最安値報酬」との表示。
「高齢者問題のプロフェッショナル」と
・
「医療過誤のプロフェッショナル」，
の表示。
・何の留保無く債務整理事案で「取立をすぐに止めます」，「取立てすぐに止
まります」との表示，
「支払，取立て，即ストップ！」，
「借金は減額又は帳
消し！」との表示。
・「裁判にしない解決をお約束します」との表示。
・勝訴率を記載。
・事務所ホームページの不当解雇の箇所に「解雇されるとたくさんお金をと
れます。クビ！と言われた時こそチャンスです」との表示。
・
「保険会社の基準より高い基準での損害賠償が得られる」，
「交通事故専門の
弁護士及び後遺障害等級認定の専門家（行政書士等）が合同で相談をお受
けします」との表示。
・「最強法律相談室」との表示。
・ホームページの自己破産のところで「６か月足らずで，あなたの借金が無
くなってしまうのです。」との表示。
・着手金０円の場合が限定されているのに，標題で「相談料，着手金０円」，
「完全成功報酬型」との表示。
・ホームページの交通事故の箇所で，
「弁護士費用等を相手方（保険会社）が
負担する」との記載。
ⅴ

不実表示の例
・登録上の事務所と異なる事務所の表示。
・登録上の事務所のほかに税理士事務所にも自身の事務所があるかの表示。
・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。
・登録事務所名ではない○○オフィスの使用。
・所属弁護士会の記載無し，弁護士の名がフルネームで記載されていない。
・法人でないのに，自宅を支所と記載。

ⅵ

品位を害する表示の例
・裸に近い写真の掲出。

・同業者との比較広告，
「 他は○○円ですが，うちは○○円で相談を受けます。」
との表示。
・ブログ上に，他の会員の誹謗中傷ともとれる記載。
・「経営者の弱み，警察の動かし方にまで配慮して」との記載。
・
「保険会社は商売でやっていますので，厳しいようですが被害者の立場に立
って親身に賠償額を考えてくれることはまずありません。」との表示。
・病院を相手方とする医療訴訟で「被告にインチキな主張を学問的装いで裏
付けようとしたのです」との表現。
・消費者金融等に関して「業者自体がグレーゾーンで生きているダークな連
中なので」という表現。
ⅶ

有価物の頒布が問題となった例
・ホームページで景品提供を謳った広告を掲出した例。
・ホームページで，抽選により債務処理費用を無料化するとした例。

ⅷ

その他
・非弁提携を疑う記載。
・相談以後の報酬に関する基準がない，報酬基準が不明確，成功報酬基準が
不明確。

④

広告料が問題となった例
52 会中，広告料について問題があると回答したのは２会である。事例は，１回
の費用が高額なもの，広告の具体的な内容が記載されておらず成果報酬の要素が
あるもの，アフィリエイト広告等である。

(3) 運用指針（ガイドライン）の見直しについて
①

見直しの必要性について
52 会中，必要と回答した会は 11 会，不要とした会は 37 会である。
必要と回答した会は，何らかの理由を述べているが，不要と回答した会
は不要とする理由を述べていない。中には，会内で十分な協議をしていないため
回答できないとする会もあった。
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弁護士会が多いと
思われる。

②

ガイドラインの見直しが必要と考える点
・専門分野の表示（２会）
表示を認めるか，禁止にするか明確にすべき。
専門性の認定について明確な基準がない。
※真面目な会員は大事を取って専門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の指摘もあった。
・アフィリエイト広告，クリック数に応じた成果型広告について許容する方向
での改定，許容できる範囲を運用指針に明記すべき（２会）。
・その他，使いやすいものに，例示が現実的でない，具体的な例示規定がある

ところを中心にコンパクトな指針をなど。
(4) 弁護士や他士業の業務広告の規制の在り方についての意見
①

他士業との関係
・他業種（特に行政書士）の中で弁護士法に違反しているものについてはどん
どん指摘していくべき。
・規制の必要は高いが弁護士広告のみを規制して，隣接士業の規制をしなけれ
ば弁護士のみが広告の対象外となり他士業に後れを取る。特に行政書士は事
実上規制がないに等しい。
・他士業の広告（第 72 条違反）について適切な対処がなされるよう，弁護士
会だけでは適切に対処できないので，日弁連で具体策を検討し，弁護士会に
周知するなど効果的な対策を取って欲しい。
・他士業の業務広告の問題は，弁護士会では実効性が乏しいので，日弁連でし
っかり対応して欲しい。
・他士業の広告には非弁に該当又は紛らわしい広告が多数存在する。他士業団
体と協議してはどうか。
・他士業の業務広告に弁護士法違反の事実がないかにつき調査の必要有り。
・弁護士会（日弁連レベル）で他士業の広告には対抗していく必要があるので
はないか。

②

業務広告の規制の在り方
・業務広告に関する全国レベルで専門的に広く検討する組織が必要である。
・業務広告規制の撤廃をより一層進めて行くことが望まれる。
・品位ある広告かどうかは，厳しい基準を設けた方が最大多数の見解になるの
ではないか。インターネット広告は監視が困難であり，規制の実効性がない
のではないか。誤認・誤導のおそれはどのように検証するのか。弁護士紹介
サイトの第 72 条違反はどのように検証するのか。
・全ての広告媒体について，日弁連レベルで取締担当を組織化し，厳しく取り
締まるべき。
・問題広告について所属会がきちんと対応する仕組みを作って欲しい。
・業務広告の規制があるものの，調査や違反への対応が全体的に遅れているも
のと思われる。結果として，規程・指針を守らない広告の方が有利になり不
公平。調査や違反への対応をどのようにやっていくのかという観点での指針
を用意すべき。
・専門表示をあえてしている広告を排除できず，指針に従って表示を控えてい
る方が不利になるのは不当である。日弁連として専門表示を許容するのか否
か，許容するとしていかなる基準によるのか統一的な見解を示して欲しい。

(5) 専門性との関連での分析
各弁護士会においても，専門分野表示についての問題事例が報告されている。ま
た，業務広告ガイドラインにおける見直しが必要すべき点としても，専門性に関す
る表示が挙げられている。
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

下，対処していって欲しいという意見が複数あり，他士業広告との関係で危機感を
抱いている現状が明らかになっている。これは，他士業が，弁護士にしかできない
業務に関して，他士業が専門性を謳って広告していることへの危機感であると考え
られる。
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，他士業の広告の在り方に対して，弁護士会としてどのよう
に取り組んでいくのかという問題にも絡む大きな問題となっている。
２

弁護士業務広告に関するアンケート結果の概要【個人の全弁護士対象】
(1) アンケート実施の概要
①

実施期間

2014 年 10 月 31 日～同年 12 月 15 日

②

対象

全会員

③

方法

日弁連ホームページ上で実施

④

回答総数

174 件

(2) 回答者の属性及び広告の概要
①

修習期（174 人中）
40 期まで

29 人

41 期～50 期まで

19 人

51 期～60 期まで

56 人

61 期以降
不明

69 人

１人

ロースクールを修了した 61 期以降の回答が一番多いが，幅広い期からの回答
が得られた。
②

何らかの広告を行っている者
174 人中 108 人（60.9％）

③

回答者の所属する事務所の規模
（広告を行っていると回答した 108 人の 103 人中）
１人

39 人，２人

23 人，合計 60.2％

３人～５人

17 人，６人～10 人

11 人～30 人

８人，31 人以上

14 人，合計 30.1％
２人，合計９.７％

１人～２人の事務所が６割，10 人までの事務所で９割を占める。
④

直近１年間に広告にかけた費用（広告を行っている 102 人中）
50 万円未満

71 人（69.6％）

50 万円以上 100 万円未満

13 人（12.7％）

100 万円以上 200 万円未満

11 人（10.8％）

200 万円以上 500 万円未満

４人（3.9％）

500 万円以上 1000 万円未満
1000 万円以上

１人（1.0％）

２人（2.0％）

第３項の事務所の規模によるものと思われる。約７割が，広告にかける費用が
50 万円未満と回答している。

⑤

費用対効果の調査の実施（広告を行っている 105 人中）
「測っていない」が 43 人で 41％を占める。
「電話で問い合わせの際に媒体を聞
いている」が 30 人，「初回相談時に確認している」が 30 人，「広告にしか記載し
ないアドレスを設けている」が１人で約 60％は何らかの調査を実施している。

⑥

広告の効果についての考え（広告を行っている 106 人中）
「ある」22 人，
「どちらかといえばある」35 人で，約 54％が広告の効果を積極
的に評価している。
一方，「ない」９人，「どちらかといえばない」19 人，「分からない」21 人の約
46％が広告の効果を消極的ないし分からないとしている。
明確な形で広告の効果を図ることの困難さを表していると言える。

⑦

広告に際して運用指針を参考にしたかどうか（広告を行っている 104 人中）
運用指針を参考にした

44 人

広告として表示できない内容の確認のため参考にした
運用指針の存在は知っているが参考にしなかった
運用指針の存在自体知らなかった

19 人

22 人

13 人

運用指針の存在を知らずに広告を行った者が 13 人と，回答 104 人の 12．5％を
占める。運用指針の存在は知っているが参考にしなかった 22 人を加えると，33．
6％が運用指針を参考にしていないことになる。
広告を行っている者のうち３割を超える者が運用指針を参考にしていないこ
とは，大きな問題である。
⑧

広告を行っていると回答した者（106 人）の広告媒体（複数回答）
ホームページ
看板

96 人

33 人

新聞・雑誌

17 人

ミニコミ誌・同窓会誌等

12 人

ホームページが広告媒体として圧倒的である。
(3) 運用指針について
①

運用指針の認知度（173 人中）
「内容まで知っている」者は 74 人。一方「存在は知っているが内容を知らな
い」者 68 人と，
「存在自体知らない」者 31 人を合わせれば，回答数 173 人のうち，
57％が指針の内容を知らないという問題点が浮き彫りになった。

②

運用指針について，規制を緩和した方が良いと思う事項はあるか。
「分からない」が 70 人と全体の４割を占める。
上記のように，運用指針の内容を知らないため，回答できなかったものと考え
られる。
緩和した方が良いと思う事項が「ない」の 42 人に対して，「ある」は 28 人に
とどまる。
【改訂した方が良いと思う事項の例】
・訪問による営業活動，直接的な勧誘を禁じていること（４件）。
・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，広告は完全に自由

化すべき（４件）。
・専門性の表示（５件）。
・非弁提携の概念が時代の趨勢に合っていない。
・アフィリエイト広告について明示的に認めるべき。
・事件の勧誘広告と一般広告の区別，直接到達する広告と一般広告の区別。
・ブログ，フェイスブックも念頭におくべき。
③

専門性の表示についてどのように考えるか （回答 141 人中）
運用指針に合わないものは規制

46 人

指針を緩和して実状に合わせるべき

32．6％

41 人

専門制度創設後，基準に沿って表示すべき
分からない
その他

３人

15 人

29．1％
36 人

25．5％

2．1％

10．6％

「規制すべき」がやや多いが，特定の回答に偏っておらず，議論の難しさを物
語っている。
なお，期毎に回答の特長があるかについては下記のとおりである。
【規制すべきと回答】
①40 期まで

６人

②41 期～50 期

５人

③51 期～60 期

18 人

④61 期以降

46 人

17 人

【緩和して実状に合わせるべきと回答】
①40 期まで

９人

②41 期～50 期

３人

③51 期～60 期

８人

④61 期以降

41 人

21 人

【専門制度創設後基準に沿って表示すべきと回答】
①40 期まで

３人

②41 期～50 期

９人

③51 期～60 期

14 人

④61 期以降

36 人

10 人

40 期までで一番多い回答は，「緩和すべき」という回答である。
41 期～50 期までで，一番多い回答は「専門制度創設後に基準に沿って表示す
べき」という回答である。緩和すべきという回答は一番少ない。
51 期～60 期で，一番多い回答は，
「規制すべき」という回答である。次が，
「専
門制度創設後に基準に沿って表示すべき」という回答である。
「緩和すべき」とい
う回答は少ない。
61 期以降では，一番多い回答は，
「緩和すべき」という回答である。もっとも，
「規制すべき」という回答との差は４人である。
データからは，61 期以降の若手は，
「緩和すべき」という考えと「規制すべき」
という考えが拮抗している。個別のコメントからも読み取れるように，自由競争

の中で広告規制も撤廃すべきという考えと，ルールを守っているものが損をする
という不公平感から規制すべきと言う考えが正面からぶつかっているものと考え
る。
41 期～60 期は，規制するか，専門制度創設後にルールに従って表示すべきと
いう考えが大勢であり，緩和すべきという意見は少ないということが読み取れる。
④

その他指針で問題あると思う事項
・広告に反してサンクションがなければやり得になる。悪貨が良貨を駆逐する
結果となり不当（～40 期）。
・指針が守られていないのが問題（51 期～60 期）。
・より厳しく解釈すべき。グレーゾーンをＯＫとする傾向がある（51 期～60
期）。
・運用の問題だが懲戒処分と異なり，実効性に欠ける（51 期～60 期）。
・多額の資本を投下しての広告を規制すべき。このままでは大規模事務所の独
占時代が到来する（51 期～60 期）。
・品位という言葉は不明確であり削除すべき。基準として不明確なのでガイド
ラインの提示が必要（51 期～60 期）。
・具体的な実績を広告に使用しているのが本当の事案なのか。そうであれば，
依頼者の承諾をどのように得ているのか不明。本当の実績なのか検証する方
法が無いことが問題（51～60 期）。
・ほぼ全てが問題。指針を廃止すべき（61 期～）。
・指針なんて全て不要（61 期～）。
・誇大又は過度に期待を抱かせる広告の禁止の範囲が不明確（61 期～）。
・専門の表示が野放し。やりたい放題。罰則等を設け実質的に取り締まってほ
しい（61 期～）。
・屋内又は屋外で広告物を配布する行為が品位を害するとは思えない（61 期～）。
・東京の弁護士が地方のテレビ局にＣＭを出し，多重債務相談会を行うことは
規制した方が良い。儲からない事件は受任しない方針が明らかであるのに
「何でも相談下さい」と表示している（61 期～）。

(4) 問題のある広告について
①

問題であると感じた内容の広告の有無
174 件中，「ある」が 125 件と７割を占める。

②

問題であると感じた広告の媒体（複数回答・10 人以上）
ホームページ

92 人

テレビ・ラジオ

39 人

車内・交通広告

35 人

バナー広告

35 人

ポスティング広告
アフィリエイト広告
新聞・雑誌

29 人
23 人

17 人

問題となる媒体としては，やはりホームページが圧倒的であるが，媒体として

は幅広い媒体が挙げられている。
③

広告媒体そのものが品位を害すると感じたものの有無
168 人の回答中，「あり」が 23 人，「なし」が 79 人，「わからない」が 66 人で
あった。
例

ティッシュ
折り込みチラシ，ポスティング広告
風俗情報アルバイト誌への広告掲載（一般家庭にポスティング）
テレビ・ラジオＣＭ
風俗情報誌
２ちゃんねるに広告バナー

④

等

問題であると感じた広告の内容（10 人以上）
専門分野等表示

41 人

品位を害する表示

26 人

報酬に関する表示

17 人

誇大・誤導広告
その他

14 人

11 人

※問題であると感じた内容については，記載を省略。
問題と感じる広告のうち専門分野表示についての割合が高い。それは他の内
容と比して数が多い。
専門分野等表示について，問題のある広告として広く認識されている現状が
浮き彫りになっている。後述の業務広告の在り方についての意見においても，
専門分野表示に対する危機感を表明する者は相当数存在した。
⑤

リンクの張り方，張られ方で問題であると感じた広告（回答 170 人）
「ある」19 人，「なし」69 人，「分からない」82 人。
【問題と感じた広告の例】
・整骨院との共同リンクを張って提携であることを明言しているもの。
・法律事務所によらない怪しい交通事故相談サイトからの法律事務所へのリン
ク。
・低俗な内容のページにリンクが張られている。
・１つの事務所が分野ごとに複数のホームページを持っており，事実上，複数
事務所の潜脱のようになっている。
・自動挿入広告。どのサイトに掲載されるか広告主は指定できない。一括して
禁止すべき。
・「専門」サイトを貼り付けており，検索ワードで「専門」にかかりやすくし
ている。
・ダミーサイト等を作成し，自らのホームページのリンクを紹介しているもの。

(5) 弁護士情報提供ホームページ及び成果型広告について
①

情報掲載の有無（173 件中）
掲載している 66 件，掲載していない 102 件，掲載していたがやめた５件と，
４割弱が掲載しているという結果。

②

成果型広告については認めるべきか（169 件中）
広告料の概念を広げて成果型広告も認めるべきである
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
分からない

24 件
83 件

56 件

成果型広告については，回答者の 49％が認めるべきではないと回答している。
成果型広告に対しては，抵抗を感じている現状が明らかになっている。
(6) アフィリエイト広告（クリック型広告及び完全成果型広告）について（167 件中）
クリック型及び完全成果型のいずれも規制すべき
いずれも認めるべき

58 件

26 件

クリック型は認めるべきだが完全成果型は認めるべきではない
分からない

33 件

45 件

何れも規制するべきと，クリック型広告は認めるべきが，ほぼ同数になっている。
分からないと回答した者も多く，両者の区別についても明確になっていないことが
原因と思われる。
(7) 弁護士の業務広告の規制の在り方に関する意見
以下では，重要な指摘を含むものを列挙した（一部抜粋。要約箇所あり。）。
・規制を設けるならきっちり取り締まるべきだし，緩和するならきちっと緩和す
べき。ルールを守る弁護士が損をする状態は回避してほしい。専門を標榜する
弁護士が多いのは時代の流れだが，広告を規制するよりは，消費者に注意喚起
してほしい（51～60 期）。
・弁護士だけが自縄自縛に陥っている間に他士業をはじめとする隣接士業に食い
荒らされることを懸念すべき（51～60 期）。
※隣接士業の取り締まりを日弁連で積極的に行うべきとの意見も複数見られた。
・各弁護士会が主体的に情報を収集し対処すべき。しかし大都市圏では野放しに
なっている。大都市圏の弁護士会の担当委員会は猛省を促したい（51～60 期）。
・弁護士が激増し，競争が激化している現状において広告の必要，重要性が飛躍
的に高まっているので基本的には広告の規制は好ましくないと思うが，問題の
ある広告によって利用者が無用の損害を被りかねないのも事実なので広告に
対する研修を実施して啓蒙することも一考である（41～50 期）。
・一方で競争を強いながら，品位を保持させることは，矛盾ではないか（51～60
期）。
・他士業（行政書士・司法書士）の弁護士法違反行為を規制すべき（～40 期）。
・しっかりした倫理感なしに広告を自由化することには危惧を覚える。旧制度時
代よりも質の低下が危惧されている現状では規制は必要だと思う（41 期～50
期）。
・広告の規制は，受け手からすれば問題ないのではないか。内容的な規制及び掲
載媒体の規制のみで，手段については基本的に規制は緩和すべきではないかと
考える。それによって，資本による集客も可能になることによる弊害も懸念さ
れるが，それも市場の成熟に任せる，市場の成熟を設計するというのが基本的
態度ではないか（61 期～）。

・広告に対する会員の意識にかなり差がある。現状と問題点等を認識する機会が
あれば良いと思う（41～50 期）。
・国が，弁護士が競争により淘汰されていくべきとの考えであれば，広告を含め
てどんどん自由に競争させるべき。被害を受ける消費者がいてもそれは淘汰の
過程で当然予期されたものと言うべき。それもいけないというのであればスタ
ートが間違っている（51～60 期）。
・誇大広告が多すぎるので規制を厳しくすべき（51～60 期）。
・弁護士が自由競争するのが司法改革の理念なのだから，規制は全て撤廃すべき
である（61 期～）。
・新規需要を開拓するのでなければ広告は弁護士同士のパイの分捕りあい。適切
なルールを日弁連で遵守しないと弁護士業界は広告業界の食い物になって終
わる（51 期～60 期）。
・一般市民にとって相談のきっかけとなる広告は必要なため過度な規制にならな
いように留意すべき（61 期～）。
・バラエティ番組に出る弁護士などが，
「絶対勝てます」と職務基本規程に反する
ことを言ったり，事件の内容を守秘義務に反するような形で話している方がい
る。弁護士会などでＴＶ出演を許可制にすべき（51～60 期）。
・誇大広告や虚偽広告が多すぎる。決まりを作るだけではなく，決まりを守らせ
る仕組み（違反者への警告や罰則）が必要（51～60 期）。
・専門制度の認定を早期に制度化し，これを広告に反映できるようにすべきであ
る。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（41～50 期）。
・広告の規制はしなくて良いと思う（51～60 期）。
・一般の広告規制以上の広告規制をするのであれば，利用者に何が求められてい
るかという視点から行うべき。利用者は業界の建前でなく，本当のことが知り
たい。自由競争のはずで値段の高い安いについて文句付けるのはおかしい。嫉
妬心と押しつけの倫理観は排除すべき（51～60 期）。
・「業務広告」のたがを緩めることが，ビジネスに不慣れな弁護士を，紹介料や，
非弁提携のリスクにさらすことにならないか心配。紹介料を払ってまで紹介し
てもらわなくて良いことは弁護士会が明確に発信し続けるべき。すなわち客観
的，定額的に決まる広告料以外は一切認めてはいけないと思う（51～60 期）。
・他士業の広告は野放し状態であり弁護士業界だけ正直者が損をする状態である。
弁護士数の増大，収入の減少が「多少違法でも広告を行った者が勝ち」という
意識を生み出しているのではないか。抜本的な原因を解決しない限り弁護士倫
理は低下する（51～60 期）。
・不当表示をする弁護士が増えた結果，顧客は弁護士の善し悪しが分からないの
で結果として，誠実かつ真面目に取り組んでいる弁護士の業務が減るという現
象が起きている。弁護士の案件は，人生の一大事であることが多いことからこ
そ，虚偽表示，不当表示，不適切表示は仮にイタチごっこになったとしても厳
密に規制すべきである（61 期～）。

・広告が自由化されたことにより，特に専門性について消費者の誤認混同を招き
かねない表現の広告が増えて来ているように感じられる。一定の指針に従った
形でのアピールで無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
（51～60 期）。
・専門表記について規則上やめておけという価値判断を示しながらガイドライン
上は取り締まらないのは妥当ではない。これでは専門表記はやったもの勝ちで
あり規則が形骸化することになりかねない。ガイドラインを改定し，禁止する
のであれば，形式的に禁止すべきである（51～60 期）。
・広告の量による競争は正当な競争とは言えないと思う（61 期～）。
・広告を解禁したことがそもそも問題であり，弁護商を生む基になっている。弁
護士は士であることに誇りを持つべき職業である故，規制は厳格にすべきと思
う（～40 期）。
・最近の広告は目に余る。例えば，審査委員会などを日弁連に設けて審査の結果
問題があれば強制力はないものの，是正勧告を出すことはできないだろうか
（51～60 期）。
・専門弁護士認定制度の研究開発を進めるべき（41～50 期）。
・広告や営業活動の禁止は，顧客を持っている人（多くはベテラン先生）の既得
権益の保護になっており，若手に不利益をもたらしている。広告を批判する人
は多いが，本音のところは自分の仕事が減るから怒ってる，という人が少なく
ないと思う。そのような不当な理由で規制がされないように望む（61 期～）。
・隣接士業の者が広告にかなり力を入れている現状を考え，各弁護士会単位，或
いは日弁連として十分な予算を付けて適切な広告を発信する必要があると思
われる（～40 期）。
・そもそも広告をしなければ事件を受任できないような状況に至らないように方
向を考えなければならないのに，個々の弁護士もより効果的な広告をするべき
という考え方には賛同できない（～40 期）。
・大規模資本による広告，虚偽の広告は規制すべきであるが，周旋行為は緩和し
て，小規模資本だが人脈，人望のある弁護士へ顧客が集まる手段を作るべきで
ある（51～60 期）。
・懲戒になる前段階として，広告を見張る弁護士会内の団体を設けるべきである。
ひどい広告が横行しかねないと考えている（61 期～）。
・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という実態はあると多
くの相談者から聞かされる。管財人経験や後見人経験等，客観的な評価が可能
な事項について日弁連が広く一般に公示する方法を考えるべき（61 期～）。
・広告が拡大した結果，収益は，仕事の質より広告戦略の巧拙に影響される度合
いが高まっておりむなしさを感じる（51～60 期）。
・業務広告の規制について，既存の規制も含め定期的に会員に周知させて欲しい。
日弁連による研修などがあっても良い（51 期～60 期）。
・日弁連に専門弁護士の認定制度がないのが時代遅れになっている。特定分野に
ついて３冊以上の著書，共著書がある弁護士はその特定の法律分野の専門家で

あることが公認され，広く世間に認知されていると考えて差し支え無い。この
方針を制度化するに当たっては，著書の表紙と奥付の写しなどその著書を客観
的に確認できる資料の写しを会員弁護士に提出させ，それを日弁連の専門委員
会にて確認の上，専門家を名乗ることの認定証のようなものを交付したらどう
かと思う（～40 期）。
・弁護士を増員し，競争を煽るような方針を打ち出しておきながら，実力で淘汰
される競争ではなく，広告で淘汰されるような現状になってしまった。広告を
見て相談しながら，その弁護士に実力が伴わず，落胆した市民の方は多いと思
う（61 期～）。
・司法改革のあおりを受けて，市民のためのアクセスという視点がないがしろに
され，弁護士の収入確保のためだけの広告になっていないか（51 期～60 期）。
・品位のない広告がなされることによって，弁護士自治に疑問が抱かれることが
ないように厳格に規制すべき（51～60 期）。
・これだけ人数を増やしておいて，広告を過度に規制するのは若手の生計の途を
絶つのも同然。明確な基準をたてて線引きすることが急務（51～60 期）。
・調査室と意見交換をすべきである（～40 期）。
・自由競争であることは否定しない。ただ，一般市民への弁護士のアクセスが実
態のない或いは検証のしようのない「実績」，「専門性」などを謳う不公正な広
告により阻害されているとすれば，著しい問題であると思われる（51 期～60
期）。
・日弁連ないし弁護士会がしっかりと広告の実態を把握し，必要な規制をタイム
リーに行っていくべきである。一部の弁護士の利益追求が弁護士全体の将来に
影響を及ぼすことだけは避けなければならない（61 期～）。
・経済的に困窮して，問題のある業務広告に走る弁護士もいる。真面目な弁護士
活動に心がける弁護士が，経済的に困窮しない環境作りが，必要であると考え
る（～40 期）。
(8) 専門性との関連での分析
会員向けのアンケートでは，回答数はそれほど多くないものの，ベテランから若
手まで幅広い層から，現状の認識と問題点について貴重な回答を得ることができた。
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
ている。そして，問題であると思う広告の内容のうち，専門性に関する表示につい
ては，41 人が問題を感じたと指摘している。専門性に関する広告に対する問題意識
は高いと考えられる。
この点は，個別の意見にも表れている。規制すべき，ないし，専門制度創設後に
基準に沿って表示すべきとの意見の背景には，専門表示についてガイドラインに反
して表示している者に顧客が誘因されてしまう現状について，ガイドラインを守り
専門表示を控えている者の不公平感がある。正直者が損をしているという現状につ
いては，複数の者が回答で指摘している。
一方で，主に若手は，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る。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る。
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ある。広告
を自由競争化し，専門表示も無制限に認めた場合に，不利益を被るのは市民である。
専門性を表示する弁護士が，専門性が実はないことで市民により淘汰されるという
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である。
市民が，弁護士に専門性を求めるのは当然であるし，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しまう現状において，市民には専門性を有する弁
護士にアクセスすることを望んでいることは，明らかな事実である。
業務広告の解禁は，業務広告ガイドラインでの専門表示の自粛という不徹底さと
相まって，巷に実体の伴わない専門家を多数生んでしまった。しかし，このような
状況は，随分以前から指摘されていたものである。
弁護士の急増と相まって，インターネット広告は顧客誘引のツールとして急速に
発達し，後述の「専門表示に類する弁護士広告の原状」に述べるように，専門表示
に関する広告の問題は，もはや一刻の猶予もならない状態になっている。
広告解禁により，確かに弁護士へのアクセスという点では容易になっているが，
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ている。それどころか，実態の伴わない「専門家」による相談
で，市民の権利利益が侵害されている例も生じてきている。
アンケートに回答してもらった者は，会員の中でも広告に対する意識が高い者と
思われる。その中で，専門性の表示に関しては，規制すべき，緩和すべき，専門認
定制度の創設後に表示を認めるべきかという回答においては，三つの意見で回答が
割れており，議論の難しさがうかがえる。
規制すべきとの意見については，これだけインターネット広告が氾濫している状
況で，専門表示について実際に規制していくことは，困難である。
一方で，緩和して，専門表示をさせるならば，市民に不利益がいかないような方
策が必要であるが，そのような方策は現状では困難である。
広告表示という観点からも，専門性について一定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が必要である。
３

専門表示に類する弁護士広告の現状
(1) はじめに
弁護士の業務広告は，インターネット広告が多数を占めることから，インターネ
ットの検索サイトで，
「弁護士」，
「専門」に加え，
「離婚」，
「相続」，
「交通事故」，
「労
働」，
「刑事」，
「医療過誤」，
「知的財産権」，又は「企業法務」の分野をキーワードと
して入力して，弁護士のホームページ又は複数の弁護士・法律事務所が掲載される
ポータルサイトにおける，専門表示に類する弁護士広告（専門表示の広告を含む）
を調査した。
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いわれている「専門分野の表示」
に該当するが，特定の分野を対象として，「強い」，「高度の専門性」，「経験豊富」，

「詳しい」，「特化」等といった強調表示については，専門表示に類する弁護士広告
と考えられる。
(2) 離婚・相続・交通事故・労働事件の専門表示に類する弁護士広告
①

専門表示に類する弁護士広告の例
ア

離婚事件の専門表示に類する弁護士広告
・
「家事専門集団」，
「 高度の専門性と豊富なノウハウ！家裁内部基準にも精通」，
「離婚・遺産相続専門の弁護士事務所」
・「離婚・財産分与に詳しい弁護士」，「離婚専門の弁護士法人●●」
・「離婚専門弁護士による離婚に特化したサービスを提供」
・「▲▲で離婚専門の弁護士をお探しなら『●●法律事務所』」
・「離婚専門サイト：弁護士法人●●」
・「離婚弁護士１１０番」，「離婚専門弁護士が対応」
・「●●法律事務所の離婚・男女問題専門チーム」
・
「▲▲の弁護士［相続・離婚・企業法務専門］●●法律事務所」，
「相続問題，
離婚問題，債務整理など専門の弁護士がご対応」，「Ｑ＆Ａ離婚問題
弁護士ご相談事例」，「弁護士紹介

専門

専門性の高い優秀な弁護士」

・
「▲▲の離婚親権専門弁護士による無料離婚相談」，
「離婚専門弁護士であり
離婚のプロ」
・その他，
「離婚専門（の）弁護士」，
「離婚（問題）に強い弁護士」，
「離婚事
件の経験豊富」といった表示は，多数のホームページで存在する。
イ

相続事件の専門表示に類する弁護士広告
・
「相続弁護士にご相談なら●●へ」，
「相続弁護士，遺産相続に強い！」，
「相
続問題に強い弁護士が対応！」
・「相続専門女性弁護士●●」，「相続専門の弁護士」
・
「遺産相続・遺言手続に関する相談は当事務所の専門弁護士にお任せ下さい」，
「相続のプロフェッショナル」
・「遺産相続…専門チーム」，「専門チーム紹介

相続専門の弁護士・税理士

●●法律事務所」
・
「遺産相続に強い相続専門の弁護士

●●法律事務所」，
「高度の専門性

家

事事件のエキスパート集団」
・
「遺言，遺産分割，遺留分減殺請求専門の弁護士事務所」，
「相続専門弁護士」
・「相続問題・遺産分割相談室」，「相続に強い弁護士」
・
「相続のスペシャリストが○人揃った●●法律事務所」，
「遺産相続問題（遺
産分割，遺留分，遺言・相続対策）の特化型事務所」，「相続に特化した相
続専門事務所」
・「相続弁護士」，「●●法律事務所が運営する相続専門サイト」
・その他，
「相続専門（の）弁護士」，
「相続(問題)に強い弁護士」といった表
示は，多数のホームページで存在する。
ウ

交通事故事件の専門表示に類する弁護士広告
・「▲▲で交通事故に詳しい弁護士」

・「●●の交通事故専門チームへ」，「約○○人の弁護士が専任でサポート」
・
「交通事故一筋○○年の弁護士」，
「交通事故のトップブランド」，
「交通事故
に詳しい弁護士」
・「交通事故

▲▲の弁護士

相談訴訟に強い

●●法律事務所」

・
「交通事故専門弁護士による交通事故示談のご相談専門サイト」，
「交通事故
示談の専門家チーム」
・
「▲▲の交通事故専門弁護士

●●法律事務所」，
「被害者側交通事故事件を

専門に扱う弁護士」
・「【交通事故】▲▲で交通事故・後遺障害・示談交渉に強い弁護士」
・「交通事故慰謝料・賠償・後遺障害の相談は専門の弁護士へ」
・
「交通事故に強い弁護士」，
「 ●●法律事務所の交通事故被害者フルサポート」，
「交通事故に強い弁護士がマンツーマンで対応

専門知識が必要な後遺障

害の慰謝料請求に強い」
・「交通事故賠償に強い▲▲の弁護士法人●●法律事務所」
・「交通事故専門弁護士●●」，「交通事故を専門とする弁護士」
・「高度の専門性…交通事故の専門弁護士，相談員」
・「交通事故に強い弁護士」，「交通事故被害者救済の専門の弁護士」
・
「▲▲交通事故相談サポート

弁護士による専門相談」，
「弁護士による交通

事故専門相談」
・
「弁護士による交通事故相談

●●法律事務所」，
「●●が選ばれる理由

１

実績が語る高度な専門性」，
「 弁護士の持っている専門性をフルに活かして」
・その他，
「交通事故専門（の）弁護士」，
「交通事故（問題）に強い」といっ
た表示は，多数のホームページに存在する。
エ

労働事件の専門表示に類する弁護士広告
・「労働問題に強い弁護士へのご相談は，●●法律事務所へ」
・「労働事件の労働側専門弁護士」
・
「労働事件（使用者側）を専門とする弁護士」，
「労働問題（使用者側）に強
く，会社側…からのご相談を専門とする弁護士」，「労働事件を専門とする
弁護士が詳しく解説！！」，「使用者側のご相談のみを専門とする弁護士」，
「使用者側としての労働事件に特化」
・「労働問題・労務問題に強い弁護士」，「労働問題専門弁護士」
・
「労働審判など企業の労働問題に強い弁護士相談●●法律事務所」，
「労働問
題専門の弁護士が，あらゆる問題を解決」，
「 労働問題専門チームのご紹介」，
「労働問題専門チームの弁護士」
・「労働問題は専門の弁護士に相談」
・「労働問題専門サイト」
・
「弁護士による労働問題専門サイト」，
「 労働問題を専門的に取り扱う弁護士」
・「労働問題専門の弁護士事務所

●●法律事務所」

・
「▲▲の労働問題相談に強い弁護士」，
「労働者側専門の弁護士●●法律事務
所」，「労働者側を専門に，解決実績多数！」，「労働者側専門の弁護士」

・「労働問題・解雇リストラに強い弁護士」
・
「労働問題に強い弁護士」，
「…労働問題をはじめとした，専門的で質の高い
弁護士サービスを提供」
・その他，
「労働問題専門（の）弁護士」，
「労働問題に強い」といった表示は，
多数のホームページに存在する。
オ

離婚・相続・交通事故・労働事件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
・離婚・相続・交通事故・労働のいずれの分野についても，複数の弁護士・
法律事務所が表示されるポータルサイトが複数あり，
「『□□』分野に強い」
弁護士一覧」，「□□に強い弁護士が見つかる『厳選
「□□問題に強い弁護士一覧

□□弁護士ナビ』」，

お助け□□ナビ」といったポータルサイト

があった。ポータルサイトにおける各事務所の紹介欄で，
「 □□専門弁護士」
という表示のほか，
「強い」，
「特化」，
「精通」，
「経験豊富」といった強調表
示がされている例が複数あった。
②

分析
・「専門」を表示する広告は，離婚，相続，交通事故及び労働のいずれにおい
ても多く，広告規程のガイドラインに明らかに抵触する例（「□□専門弁護
士」等）も相当数あった。
・企業法務や知的財産権等とは異なり，地域性を問わない分野であるせいか，
東京だけでなく，地方の弁護士会に所属する弁護士のホームページも多数あ
った。
・他の事務所との差別化のために，当該分野に特化していることをアピールす
るホームページが多い傾向があった。相続事件については，他の士業とのワ
ンストップサービスの提供を表示する例が多い傾向にあった。
・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，その中で「□□専門サイト」
という表示は，当該サイトにおいて取り上げられている分野を特定する趣旨
で「専門」という用語を用いているようである。また，複数の分野で「『□□
専門相談室』，『□□のエキスパート』」といった表示をしている例が複数あ
った。
・弁護士・法律事務所の取扱分野を限定する趣旨で「□□専門」と表示してい
ると思われるものもあった（ただし，他の分野の取扱いを排斥している趣旨
かどうかは不明。）。
・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と
思われるものが複数あった。
・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
あった。また，弁護士数が数人の事務所で，複数の分野で「□□専門相談室」，
「□□専門サイト」を設けているものも複数あった。しかし，部門毎に専属

の弁護士が所属しているのではなく，一人の弁護士が複数の部門に所属して
いる例が多かった。
・「●●刑事法律事務所」，「●●法律特許事務所」というような，事務所名に
「離婚」，「相続」，「交通事故」，「労働」がつく法律事務所は，検索結果の上
位 30 位以内のホームページには見当たらなかった。
(3) 刑事事件の専門表示に類する弁護士広告
①

専門表示に類する弁護士広告の例
・「刑事事件に強い…弁護士」，「刑事弁護の実力派」，「●●法律事務所は，…
専門性・信頼性の高い刑事弁護を提供」，「プロフェッショナルな刑事事件の
事務所」，「最強事務所の弁護士チーム」
・「●●法律事務所：刑事弁護・刑事事件の専門弁護士」
・「刑事事件の弁護士なら

逮捕・示談に強い●●法律事務所」，「刑事弁護専

門サイト」，
「刑事弁護のエキスパート」，
「刑事事件・刑事弁護専門の弁護士」，
「●●法律事務所は刑事事件・刑事弁護専門の弁護士事務所」，「刑事事件に
特化」
・「あらゆる刑事事件の分野に精通」，「刑事事件を専門に扱う法律事務所」
・
「【刑事事件専門】▲▲の弁護士

●●」，
「▲▲地域で刑事事件に強い弁護士」，

「刑事弁護全般の知識・スキル・経験が豊富な弁護士●●」
・「刑事事件の弁護士なら刑事事件専門相談室－●●法律事務所」，「事務所所
属刑事専門弁護士が他の分野の弁護士とチームを組んで刑事事件にあたり
ます。」
・「少年事件専門の弁護士」，「刑事事件専門の弁護士」
・「刑事事件・逮捕に強い弁護士」，「刑事事件を専門に扱う●●」
・さらに，複数の弁護士・法律事務所が表示されるポータルサイトとして，
「『刑
事事件』分野に強い」弁護士一覧」，「刑事事件に強い弁護士が見つかる『厳
選
②

刑事事件弁護士ナビ』」等があった。

分析
・刑事事件については，「専門」を表示する広告は，他の離婚，相続，交通事
故，労働と比べると少ないが，広告規程のガイドラインに明らかに抵触する
例（「刑事専門弁護士」，「刑事事件専門の弁護士」等）もあった。
・「●●刑事法律事務所」と，事務所名に「刑事」がつく事務所が複数存在す
る（日弁連の 2015 年７月１日現在の登録情報によると事務所名に「刑事」
がつく事務所に在籍する弁護士数は 13 人）。
・「刑事事件を専門に扱う」という趣旨の記載のある事務所では，刑事事件の
みを扱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る（ただし，他分野の受
任を排斥する趣旨かどうかは不明。）。
・「刑事事件専門相談室」，「刑事弁護に強い弁護士」として，刑事事件のみの
ホームページを開設しているが，他の事件も扱う事務所もある。１つの事務
所で，離婚や交通事故等の分野別に「□□相談室」，「□□専門相談室」とい

った別のホームページを持っているものが相当数あった。
(4) 医療過誤事件の専門表示に類する弁護士広告
①

専門表示に類する弁護士広告の例
・「医療事故のエキスパート」，「高度の専門性と多数の専門医との連携」，「医
療事故・医療過誤事件を専門とする弁護士」
・
「医療事故弁護士法律相談センター（医療過誤，医療ミス，専門弁護士多数）」，
「医療事故専門で…全国に拠点のある…医療事故弁護士法律相談センター」，
「医療専門弁護士」，「医療事故専門の弁護士とスタッフによる医療事故専門
事業部」
・「医療訴訟，医療過誤専門の弁護士」
・「医療過誤・医療事故など医療をめぐるトラブル解決は，専門弁護士と医師
ネットワーク」，「●●は，様々な分野の医師と強いネットワークをもつ専門
弁護士」，「在籍専門弁護士による無料電話相談」
・
「医療事故や医療ミス相談窓口医療過誤に強い弁護士

●●法律事務所」，
「医

療過誤に強い弁護士」
・「Ｂ型肝炎訴訟に強い弁護士」，「医療専門の弁護士」，「医療訴訟に強い弁護
士」，「医療過誤専門の弁護士」
・「医療過誤に強い弁護士

●●法律事務所」

・さらに，複数の弁護士・法律事務所が表示されるポータルサイトとしては，
「『医療事故』分野に強い」弁護士一覧」があるが，「離婚」，「相続」，「交通
事故」，「労働」と比べるとポータルサイトは少ない。
②

分析
・広告規程のガイドラインに明らかに抵触する例（「医療過誤専門の弁護士」，
「医療専門の弁護士」等）も相当数あった。
・離婚，相続，交通事故及び労働の分野と比べると，専門表示に類する広告は
少ない。理由としては，医療過誤を取り扱う弁護士が限られていることや，
医療過誤を取り扱うだけで他の事務所との差別化ができていることが考え
られる。
・地方の弁護士会に所属する弁護士のホームページは比較的少なかった。
・「医療事故弁護士法律相談センター」と，公的機関であるかのような記載を
している例があり，同センターの所属弁護士の大多数は，特定の弁護士法人
に所属している弁護士で，同法人のホームページでは，他の分野（離婚，相
続，労働問題等）も担当する弁護士として記載されており，医療過誤事件の
みを担当しているわけではないと思われる。
・１つの事務所で，医療過誤以外に，離婚，労働問題，相続，債務整理等の各
分野ごとにサイトを運営している例があるが，離婚，労働問題，相続，債務
整理の分野と比べると，医療過誤の専門サイトを設けている例は少ない。
・医療問題のうち，ある特定の分野（Ｂ型肝炎訴訟）に限定したサイトを運営
している事務所もあった。
・「●●刑事法律事務所」，「●●法律特許事務所」というような，事務所名に

「医療」，「医療過誤」がつく法律事務所は，検索結果の上位３０位以内のホ
ームページには見当たらなかった。
(5) 知的財産事件の専門表示に類する弁護士広告
①

専門表示に類する弁護士広告の例
・「知的財産権に強い弁護士●●法律事務所」
・
「知的財産権・相続に特化した専門事務所」，
「全国的にも珍しい知的財産権・
相続特化型事務所」
・「専門チーム紹介

●●法律事務所の知的財産権サイト」

・さらに，複数の弁護士・法律事務所が表示されるポータルサイトとしては，
「『知的財産権』分野に強い」弁護士一覧」があるが，「離婚」，「相続」，「交
通事故」，「労働」と比べるとポータルサイトは少ない。
②

分析
・離婚，相続，交通事故及び労働等の個人向けの分野と比べると，専門表示に
類する広告は少ない。理由としては，知的財産権は，企業等の事業者向けの
分野であり，特定の分野に特化している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こと（事業者は，個人と比べると，弁護士
に関する情報収集がしやすく，選別することが可能である。）が考えられる。
・地方の弁護士会に所属する弁護士のホームページは比較的少ない。
・「●●法律特許事務所」と，事務所名に「特許」がつく事務所が複数存在す
る（日弁連の 2015 年７月１日現在の登録情報によると事務所名に「特許」
がつく事務所に在籍する弁護士数は 366 人）。これらの事務所には，弁理士
が在籍しており，事務所の名称だけで，専門性をアピールできていると思わ
れる。
・１つの事務所で，知的財産権以外に，離婚，労働問題，相続，債務整理等の
分野ごとにサイトを運営している例が若干あり，その中で「□□専門サイト」
というのは，分野を特定する趣旨で「専門」という用語が用いられているよ
うに見受けられた。

(6) 企業法務の専門表示に類する弁護士広告
①

専門表示に類する弁護士広告の例
・「●●法律事務所

企業法務・金融法務の専門家集団」

・「企業法務に強い顧問弁護士なら弁護士法人●●法律事務所」
・「▲▲の企業法務弁護士」，「企業法務専門チーム」
・「▲▲の弁護士［・・・企業法務専門］●●法律事務所」，「専門弁護士ご相
談事例」
・「企業法務専門サイト

●●法律事務所」

・「企業法務は●●に相談を」，「専門チームがあらゆる問題に対応」
・「中堅・中小企業法務専門サイトのご紹介－●●法律事務所」
・「財務に強い企業法務弁護士」，「企業法務に強い」
・「豊富な経験と領域別の専門性を備えた○人が，企業法務のあらゆる局面を
全面的にサポート」

②

分析
・離婚，相続，交通事故及び労働等の個人向けの分野と比べると，専門表示に
類する広告は少ない。理由としては，企業法務は，企業等の事業者向けの分
野であり，特定の分野に特化している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こと（事業者は，個人と比べると，弁護士に
関する情報収集がしやすく，選別することが可能である。）が考えられる。
・地方の弁護士会に所属する弁護士のホームページは比較的少ない。
・「●●刑事法律事務所」，「●●法律特許事務所」というような，事務所名に
「企業」がつく法律事務所は，検索結果の上位 30 位以内のホームページに
は見当たらなかった。なお，日弁連の 2015 年７月１日現在の登録情報によ
ると事務所名に「企業」がつく事務所に在籍する弁護士数は３人。

４

弁護士情報提供サイトと弁護士の専門化
広く人々に対して，弁護士等の情報を提供するインターネットホームページが，情
報提供事業者によって運営されている。これらと弁護士の専門化との問題点を検討す
る。
(1) 周旋行為
①

弁護士情報提供サイトをめぐる問題は，現状，まず弁護士法第 72 条本文後段の
「周旋行為」に該当するのではないかとの問題がある。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，同法違反
が問題となる。さらに，弁護士の側も，非弁提携の禁止（弁護士法第 27 条）によ
り，事件の周旋を受け，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
定めている。

②

そうすると，弁護士情報提供サイトのシステムによっては，周旋行為に該当す
る場合もあると考えられる。それはどのような場合であろうか。
報酬を得る目的かどうかは一つのポイントである。
広告料の名目であっても，実はその中身の一部は，周旋行為に対する対価であ
る可能性があるから，深澤諭史弁護士によれば，名目「広告料」の中に「依頼者
紹介の対価」の実質が含まれていないかを判断する場合，当該「広告」の「広告
料」の決め方について，
ⅰ

スペースで定まる場合

ⅱ

クリック回数で定まる場合

ⅲ

問い合わせ回数で定まる場合

ⅳ

受任件数に応じて定まる場合

の４パターンを想定し，ⅰ，ⅱのファクターで定まる場合は，「依頼者紹介の
対価」と判断できる要素は少ない，ⅲ，ⅳのファクターで定まる場合は，
「依頼者
紹介の対価」と判断できる要素は多い，という判断枠組を提示している（深澤諭
史「弁護士業務広告の活用法と問題点」日本弁護士連合会「自由と正義」vol.66
（2015 年２月号））。
③

そうすると，このような周旋行為に該当しないとし，広告料は純粋に当該会員

弁護士の広告の対価という場合は，問題にならない。もっとも，これらは会員弁
護士の情報検索提供サイトであるから，伝統的な広告のスタイルに加え，分野別，
地域別，など一定のカテゴリーにより検索を絞り込んで利用者に提供するサービ
スも付加された料金が広告料に含まれている。そして，検索絞り込みサービスは，
有料会員にしか行わない。無料会員は，検索の序列は有料会員の後にあり，かつ，
絞り込み検索ではじかれてしまう。
さて，このような検索システムサービス自体について，「報酬を得る目的で法
律事務の周旋を業とする」とまでは言えないであろう。報酬を得て弁護士情報の
検索サービスを提供すること自体は，周旋行為ではないだろう。
④

ただし，全ての弁護士情報提供サイトが合法と言うわけではない。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構築しているものもあ
ると聞く。このような視線で絶えずサイトを注視していく必要はあるだろう。

⑤

日弁連の「ひまわりサーチ」は登録料無料であるが，使い勝手が良くないので
一般の弁護士情報提供サイトの後塵を拝している。ひまわりサーチを今後どうし
ていくかを考えても良いように思う。

(2) 弁護士情報提供サイトと弁護士の専門化
①

弁護士の専門化との関係を考えた場合，当該サイトの広告の内容が問題となり
うるが，しかし，これは一般の広告にも当てはまることであるから，弁護士情報
提供サイトに特有の問題と言うわけではない。

②

例えば，「弁護士のことなら，私たちにお任せください。」，「債務整理の専門法
律家・法律事務所がアドバイスします。」などの表現の妥当性が問題になると思わ
れる。

第７
１

弁護士の専門化に向けて弁護士会としてできること
専門分野相談の充実
各地の弁護士会が行なう法律相談センターの相談件数が激減していることから，日

弁連もそれに危機感を抱いて法律相談センター再生プロジェクトチームを急遽立ち上
げて大急ぎで法律相談センターを再生すべく提言をまとめ，全国の弁護士会にその提
言を実行するよう働きかけを行っている。この提言の三本柱の一つに「開かれた専門
相談」の実施が挙がっていることは前述のとおりである。法律相談に限定されてはい
るが，専門分野相談担当弁護士について専門研修の受講と一定の実務経験を要求する
ことによって専門分野相談担当弁護士の質を確保しようという新たな試みがスタート
しようとしている。この取組は弁護士の専門化に資することは明らかであり，全国の
ほとんどの弁護士会が抱えている法律相談センター再生問題の解決の切り札となろう
としている。
法律相談に限られたこととはいえ，この専門分野相談の充実と拡大は，これまで長
年に渡って弁護士業務改革委員会が提唱してきた専門弁護士制度の実現に向けた大き
な一里塚，突破口になる可能性が大きい。その意味で今回の弁護士業務改革シンポジ
ウムの第５分科会においても重要項目として取り上げる価値がある。当分科会として

も各地の弁護士会法律相談センターが，上記再生提言にあるような専門研修などのは
っきりした裏付けのある専門分野相談を実施するよう期待するものである。上記再生
プロジェクトチームの再生提言については，各地の弁護士会でも反対論はほとんどな
く賛成する弁護士会がほとんどだと思われる。各地の弁護士会においては，専門研修
の実施など負担増大は避けられないが，法律相談事業の再生と活性化のために努力を
惜しむべきではないと思われる。
２

専門弁護士制度の導入
専門登録制度や専門認定制度などの専門弁護士制度の導入については，日弁連内で
会内合意に至らず，導入反対論が比較的多数を占めた結果，これまで不幸な歴史が積
み重なってきたが，その経過は前述したとおりである。しかし，それで諦めてしまっ
ては，弁護士の利用者である市民のニーズに応えきれないばかりか，日本の弁護士だ
けが世界の大きな潮流に遅れをとることになりかねない。現にそうなっているとも言
える。そこで，もう一度改めて専門弁護士制度の導入に対する反対論，問題点の指摘
と，それに対する反論，対策などを整理しておきたいと思う。
(1) まず，主な反対論は以下のとおりである。
①

専門弁護士制度の設置は，日弁連，弁護士会がやるべきではなく，任意の団体
が独自にやるべきである。専門性について問題があったときに，日弁連，弁護士
会では保証できない。

②

弁護士が資格を有して職務を行っている以上，更に専門登録は必要ない。弁護
士はジェネラリストであり，全ての法律分野を取り扱うべきである。

③

地方の弁護士会では，幅広く事件を扱うのが一般的であるため，専門分野を登
録してしまうと，専門分野以外については苦手だと思われてしまい，他分野の依
頼が来なくなるおそれがある。

④

専門分野登録の要件の設定が難しく，実体に沿わない，あるいは不公平な専門
分野登録を招くおそれがある。

⑤

医療過誤については，これを専門分野と見るかは意見が分かれるところである
が，それ以外のものは，通常，弁護士であれば扱う分野であり，それらについて
も専門分野というのはおかしい。弁護士にとって最もスタンダードな取扱分野で
あり，誰もが取り扱う分野について,専門分野登録制度を設けることには，意味が
ない。

⑥

専門分野登録の要件を満たさなければ登録はできず，若手の参入障壁となる。
また，若手でなくても，一定件数の処理が要求されると，例えばこれまで何十件
と処理してきていたが，対象となる時期には事件処理件数が少なかった場合，専
門登録できなくなる。

⑦

大規模弁護士会の会員と地方弁護士会の会員とで，取扱事件数などの要件を充
足するための実質的なハードルの高さが異なる。不公平となる。

⑧

我が国の弁護士業務の現状においては，専門性評価を行うための適切な基準の
定立は困難である。
「専門分野」における質を確保する方策が未確立であり，専門
性の資質を日弁連，弁護士会が担保できない。「専門家」足るにふさわしい識見，

能力を備えているかは，事案の内容に踏み込まなければ判断できない。しかし，
この客観的判断は大変困難である。
⑨

取扱件数が認定基準の主たる要素となると，大手・多数事務所と比べて少数・
単独事務所に不利，偏った基準となりかねない。

⑩

小規模弁護士会で実施した場合，登録人数が限られ，利用者の選択の幅を狭め
てしまうおそれがある。また，市民が遠方の弁護士に依頼することになれば不自
由である。

⑪

小規模弁護士会の弁護士においては，専門分野登録制度を積極的に導入すべき
ニーズはない。他方で，事件処理数や研修だけでは能力の担保が確実といえない
のに，日弁連が「専門」と評することは市民にかえって不利益をもたらしかねな
い。

⑫ 「専門性」を量る合理的基準を策定することは困難である。各分野において「専
門」と言うに必要な経験，知識は千差万別であり，単なる事件処理数や研修受講
だけでこれを満たしているか判断できない。
(2) 専門弁護士制度に対する反対論，課題に対する反論と対応策
①

弁護士はジェネラリストであり，スペシャリストを標榜する専門弁護士制度は
不要であるとの意見について。
この批判は，ドイツでも，アメリカにおいても，専門認定制度の構築の初期に，
大きな議論がなされたようである。確かに，司法試験においては，憲法，民法，
刑法，商法（会社法），民事訴訟法，刑事訴訟法，行政法，労働法など多数の法律
分野の試験を受験し合格する必要があることからすると，弁護士に求められてい
るのは様々な法律分野での法的処理であり，特定の法律分野だけを処理すれば良
いというものではないことは，その通りである。
しかし，専門弁護士制度を導入し，その資格を取得したとしても，当該専門法
律分野以外の事件などを処理してはいけないことはなく，当然，様々な法律分野
の問題を処理することができる。これは，医師が専門医として表示をしていても，
当該専門分野以外の分野の治療を行えるのと同様である。整形外科を表示してい
る医師が内科の診察・診療を行えるのと同様である。弁護士も，当該法律分野以
外の法的処理を行うことが期待されているのであるが，それを行うか否かは個々
の弁護士の判断によるものである。
従前から，知的財産権，労働問題，交通事故問題など特定の法律分野しか対応
しない弁護士は少なからずいたが，それが，ジェネラリストではないと言って非
難されたことはない。専門弁護士制度が構築され，専門弁護士となったとしても，
その弁護士の判断で，専門法律分野以外の法律分野の法的処理をするか否かが決
まるのであって，それを非難するいわれはないといえるのである。

②

家事，遺言・相続，交通事故など弁護士が通常扱っている法律分野を専門法律
分野とすることはおかしい，との意見がある。
しかし，これは，弁護士サイドからの見方であり，弁護士の利用者からすれば，
専門弁護士制度がない現状において，何を基準として当該法律分野，例えば離婚
事件に長けている弁護士を探せば良いのか迷っている状況であるといえる。離婚

事件といっても，依頼者の抱えている離婚にまつわる法的問題は，離婚，財産分
与，慰謝料，年金分割，親権，子どもとの面会交渉，婚姻費用分担，養育費，ド
メスティックバイオレンス，ストーカーなど多くの問題が包含されている。全て
の弁護士がこの全ての法的問題に長けていて，迅速かつ適切に対応できるのであ
れば依頼者は困ることはないが，現実にはそれができる弁護士は必ずしも多くな
い。自分の抱えている問題に対応して貰える弁護士を探し求めているというのが
実情である。離婚事件は，多分に心理的に解決すべき要因が多い中，依頼者の心
理的問題に対応し，カウンセリングなどにより適切に対応できる弁護士は多くは
ないといえる。
カリフォルニア弁護士会において，離婚専門弁護士となるためには５時間の心
理的研修を受講することが義務付けられている。
依頼者の抱える問題に対する弁護士への要望と，弁護士の知識，経験のミスマ
ッチが生じており，これが家庭裁判所における調停委員や裁判官の弁護士への苦
情となって現れているのが実情である。
これを解消するには，例えば離婚問題の法律分野について専門弁護士制度を構
築し，弁護士の利用者である市民，裁判官に対する信用を獲得する努力をするし
かないと考えられる。
また，例えば離婚を専門法律分野とし，離婚専門弁護士にならなかったからと
いって離婚事件を扱ってはいけないというものではなく，非専門弁護士であって
も離婚事件を扱えるのであり，離婚専門弁護士は離婚以外の法律分野の事件も当
然扱えるのである。この点でかかる批判をするものに，誤解がありその誤解から
専門弁護士制度を批判しているものと考えられる。
③

専門分野登録をしてしまうと，専門分野以外については苦手だと思われてしま
い，他分野の依頼が来なくなるおそれがあるとの心配がある。
しかし，これは，専門弁護士となった弁護士の広報，広告の問題であり，専門
弁護士制度が抱える問題ではないと考えられる。
カリフォルニアでの調査においても，専門認定弁護士が専門分野以外の法律分
野の業務を行っている例は多数あり，専門分野以外の依頼が来ないといったこと
はなかった。むしろ，専門認定を受けたことから，市民（コンシューマー）から
の直接の依頼以外に，弁護士仲間からの事件紹介が多くなったとの意見があり，
専門分野の業務が増加していっているとの意見が多数あった。
要するに，弁護士のかかる心配は，適切な広告などによって回避できるが，市
民，中小企業からの特定の法律分野の長けている弁護士を探したいというニーズ
に応える方が重要であると考えるのである。

④

専門弁護士制度を構築する上での，専門性認定の要件，認定主体についての疑
問，懸念が多数寄せられている。
これはもっともなことであり，専門弁護士制度を構築する上で，十分議論をし，
弁護士間でコンセンサスを得ていかなければならない問題であると理解している。
ドイツなどのヨーロッパの専門弁護士制度の専門性認定要件，イギリスにおける
専門弁護士認定要件，アメリカにおける専門認定制の認定要件などを研究し，日

本における専門弁護士制度の認定要件を検討する必要があると考えている。
一般的には，当該法律分野における，取扱経験，十分な時間をかけての研修受
講，筆記試験，口頭試験，ピアレビュー，継続研修受講など，ドイツ，アメリカ
などで実施されている専門性認定要件を考慮しつつ，検討をしていくことになる
と思われる。
専門弁護士制度を真の意味で構築するのであれば，その認定要件を厳格にし，
かなりの費用及び手順を掛けて認定することを考えなければならないとも考えら
れる。
単なる研修受講と取扱件数だけで専門弁護士として認定することは市民，中小
企業に対しても誤解を与えることとなり，採用は難しいと考えられる。
⑤

経験年数の少ない若手弁護士にとって参入障壁となる，不利に扱うとの意見が
ある。これは，確かに専門認定の要件として当該法律分野の取扱経験を加味する
場合，弁護士となって年数の少ない弁護士は，すぐには専門弁護士として認定さ
れないこととなる。
しかし，例えば知財事件のみを扱っている法律事務所に入所して，アソシエイ
トとして１年間に 20 件以上の知財事件に関わっているといった特殊な場合であ
っても，弁護士としての経験は年数とともに充実していくものであり，専門弁護
士制度が特定の法律分野の知識，経験が豊富であるというだけではなく，ピアレ
ビュー，口頭試験を含めることは，弁護士としての固有の事件対応経験を問うも
のともいえるのである。市民，中小企業からの信頼を得られる制度とするために
は，３年くらいの弁護士経験は必要であるといえる。
この場合，例えば，３年間の特定の法律分野の経験がないと専門弁護士になれ
ないということはあるが，これは，市民，中小企業に向けた弁護士の情報提供と
いう制度の趣旨からしてやむを得ないと考えられる。
この若手弁護士に対する対策は，例えば専門弁護士との共同受任制度を作ると
いった方策が考えられるが，今後の検討課題であるといえる。
もちろん，弁護士である以上，専門弁護士の資格を有していなくても当該法律
分野の事件処理を行えることは当然である。

⑥

次に，専門弁護士の認定団体が，日弁連，弁護士会であることについて，日弁
連，弁護士会に当該弁護士の専門性についての責任問題が生じるのではないかと
いった懸念が出されている。
この懸念も確かにその通りであるといえる。カリフォルニアでの調査では，弁
護士会の担当職員の方からは，専門認定制度が開始してから１件も弁護士会に当
該弁護士の専門性についてのクレームが出されたことはないとのことであったが，
その理由は，弁護士会は，一定の要件を充足した弁護士に対して専門認定してい
るに過ぎず，当該弁護士が訴訟などにおいて勝訴するといったことを担保してい
るわけではないからであるとしていた。
しかし，日本において，この理屈がそのまま通用するかどうか不明であり，日
弁連，弁護士会が市民，中小企業からクレームの矢面に立たされるおそれはある
といえる。これに対しては，最悪の場合に備えた保険制度の構築などを検討せざ

るを得ないと思われる。
現在でも，東京弁護士会，大阪弁護士会などで専門法律相談を実施しているが，
相談担当弁護士の相談内容によっては，弁護士会に対して弁護士の誤った回答に
よる損害賠償問題が発生することが考えられる。また，弁護士会が，専門法律相
談に対応する法律分野に関して，弁護士を紹介した場合の紹介弁護士の専門性欠
如による損害賠償問題はより大きな問題として出てくることが予想される。
これらを含めて，日弁連，弁護士会が早急に対応を検討することが迫られてい
るように思われる。
(3) 専門弁護士制度の導入を急ぐべきである。
以上見てきたとおり，専門弁護士制度に関する批判は多く存在し，検討を要する
ものも複数存在する。しかし，専門弁護士制度として専門弁護士を認定するものは，
当該弁護士の事件対応能力を担保するものではなく，一定の要件，すなわち，当該
弁護士が特定の法律分野の事件を一定数以上取り扱っていたこと，要求された研修
を受講したこと，各種試験に合格点を取ったこと，ピアレビューで合格したことな
どを形式的に認定するものである。その認定機関と研修，試験などを担当する機関
とを分けることにより，当該弁護士の実質的な事件処理能力を担保するのではなく，
認定資格を具備しているかどうかだけの判定をするといった仕組みを作ることがで
きると考える。
これはアメリカでの専門認定制度の仕組みであり，それなりに成功しているもの
である。日本でも導入できるのではないかと考える。社会，経済の仕組みが複雑化
し細分化している現状においては，市民，企業の専門弁護士に対するニーズに応え
るためにも，一刻も早く日本版の専門弁護士制度の構築に取りかからなければなら
ないと考える次第である。
３

弁護士広告の専門表示要件の緩和
弁護士の業務広告が原則自由化されてから丁度今年で 15 年目である。この間インタ
ーネットによる広告や新聞，雑誌，テレビなどのマスメディアを利用した広告も多数
行われるようになり，状況は激変したといえる。そのような中で弁護士人口が急増し
たこともあって，専門表示そのものやそれに類似する広告が横行していることは前述
のとおりである。このような状況を良しとするか否かは意見の分かれるところである。
利用者である市民の目線でみれば，信用のおける専門表示であれば大歓迎であり，そ
れによる弊害もないことになる。ところが専門的な技量や質を伴わない単なる客寄せ
（顧客獲得）のための実質を伴わない専門表示や専門類似の表示が横行しているのが
現実である。それをそのまま放置することは弁護士全体の信用低下を招きかねない。
従って，早急に何らかの形の歯止めを掛ける必要があると思われる。
また，弁護士紹介サイトへの登録問題も日弁連として早急な対応が求められている。
弁護士広告については業務広告ガイドラインの見直し作業を進めており，弁護士広
告で専門表示を一定の要件の下に認めていくことが必要であろう。前述の業務広告に
関するアンケートでも専門表示を認めるべきだという意見が多く寄せられているので，
専門表示が認められる要件については現在の業務広告ガイドラインを緩和する方向が

望ましい。
第８

今後の展望―結びに代えて
弁護士の専門化と専門弁護士制度については，2009 年 11 月開催の第 16 回弁護士業
務改革シンポジウム以来６年ぶりに分科会テーマとして取り上げられた。前回はアク
ションプログラムまで用意して具体的な提案をしたが，全国の弁護士会や個々の弁護
士の多くの賛同を得ることができず挫折した。その後，６年間が経過した。この間，
弁護士を取り巻く環境には，変わったこともあるし，旧態依然として何の変化もない
部分も多々ある。
しかし，前述したとおり確実に変化の波は押し寄せている。この間，我が国は東日
本大震災や福島原発事故など未曾有の大災害に見舞われ，日本社会全体が閉塞感に包
まれ超高齢化社会に向けて驀進している。この辺りで弁護士，弁護士会も大きな一歩
を踏み出さないと弁護士全体として様々な競争に敗れて衰退の道を進むことになるの
ではないかと危惧する。その典型的な表れが弁護士会法律相談センターの相談件数の
激減である。それへの対応として専門分野相談の実施が提言されている。これなど６
年前の上記アクションプログラムが実現していれば，専門分野相談担当弁護士選任の
ためのインフラは完備していたといえる。今からでも遅くないので日弁連や弁護士会
は，弁護士の専門化に向けて，早急にできることから実行する必要がある。
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第１

はじめに

多様化・複雑化する行政需要の拡大，地方分権の進展など，近年，自治体を取り巻く環
境は大きく変化しつつある。高齢者，障がい者，子ども，貧困者，女性など権利を侵害さ
れやすい社会的弱者と呼ばれる人たちの権利擁護，救済に関わる分野でも，地域における
福祉の担い手であり，住民により身近な存在として，自治体や福祉関連団体（以下「自治
体等」という。）の果たす役割は益々増大している。こうした中で，我々弁護士や弁護士会
は，地方行政や福祉の分野における「法の支配」の貫徹，
「住民福祉」の拡充という観点か
ら，改めて，社会から何を期待され，その期待にどのように応えていくべきかを見定め，
具体的な実践活動を通じて自治体等との新たな関係を構築していくという大きな課題に直
面している。
日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）は，かかる課題に向けた取組を総合的・戦
略的かつ強力に推進するため，2013 年秋に，2 つの大がかりな調査（地方行政分野におけ
る法的ニーズ把握のためのアンケート調査及び全国の弁護士会における地方自治体等との
連携活動実態調査）を実施するとともに，2014 年 4 月，それまで各関連委員会等に分散し
ていた上記分野に関わる諸活動を統合し，これをマネジメントする組織として，理事会内
本部としての法律サービス展開本部の事業組織として「自治体等連携センター」を発足し
た。
自治体等連携センターでは，上記 2 つの調査結果等を踏まえ，自治体等における多様で
専門的な法的ニーズに的確に対応するため，①各弁護士会における地元自治体等との「行
政連携」の推進と②自治体職員として活躍する弁護士（以下「自治体内弁護士」という。）
の任用拡大・支援に向けて，様々な取組を行ってきた。加えて，4 つの個別分野，すなわ
ち，③条例等の制定・改廃支援，④公金債権の管理・回収支援，⑤包括外部監査・第三者
委員会，⑥福祉の各分野におけるニーズの把握・発掘と，そのニーズに応えることのでき
る人材・受け皿の養成・確保を図るべく，同センターにそれぞれ専門の部会を立ち上げ，
日弁連における他の福祉関連委員会，各弁護士会，外部の関連諸団体等の協力を得ながら，
自治体職員や弁護士を対象としたセミナー・研修会，経験者交流会，地元自治体等と連携
した各種モデル事業等を積極的に推し進めてきた。
本報告書は，自治体等連携センター発足から約 1 年半の間における取組の成果と，そこ
で浮き彫りになってきた諸課題を，上記①ないし⑥の各視点から検証し，自治体等と我々
弁護士及び弁護士会との新たな関係を展望するものである。
本分科会に参加いただいた方々はもとより，多くの自治体関係者，福祉関係者，市民，
会員等に御高覧いただき，ともに考え，取り組んでいただく手掛かりとなれば幸いである。

第２
１

行政連携全般
はじめに

(1) 行政連携活動とは
行政連携活動とは，
「弁護士会が，国・自治体等と連携して活動を行うこと」をい
う。行政連携活動は全ての弁護士会において幅広く実施されている。

(2) 行政連携とは
これに対し，本報告書において「行政連携」とは，
「弁護士会が，会としての戦略
を立て，組織的・有機的・継続的・積極的に行政連携活動に取り組むこと」をいう。
【ポイント】①委員会任せではなく，会として戦略を立てる。
②縦割りを排除して情報を共有する。
③組織的・有機的・継続的・積極的に取り組む。
２

なぜ，弁護士会が行政連携に取り組むのか
(1) 弁護士会（委員会）の役割・機能
【ポイント】
 自治体には，多様な法的ニーズが存在し
ている。
 自治体による弁護士活用法は，多様化し
ている。
 弁護士会（委員会）と自治体とは，既に
多方面で連携している。
 弁護士会（委員会）の役割・機能
～公共性・専門性～

 弁護士会の政策や理念にマッチす る。

 役割
①基本的人権擁護・社会正義実現
（弁護士法第１条） →公益性・公共性
②多彩な委員会活動による公益活動の実践（ＯＪＴ）

 機能
①人材養成機能 →多様性・専門性・公共性のかん養
②シンクタンク機能 →審議会委員等
③人材バンク機能 →多様な弁護士活用の給源
（マンパワー）
④内部化した弁護士職員に対するバックアップ機能

(2) 弁護士会の政策や理念にマッチすること
①住民福祉の充実・セーフティネット機能の拡充につながる。
②法の支配を遍く行き渡らせ，行政運営のコンプライアンス向上，よりよい地方自治実現につながる。
③弁護士会（委員会）活動が活性化する。
④弁護士・弁護士会の活動領域が拡大する。

①

住民福祉の充実・セーフティネット機能の拡充
自治体と弁護士会は，住民福祉の面で互いに「パートナー」の関係に立つ。
基礎自治体（市町村）は，住民の身近にあって，社会的弱者を対象とした様々
な福祉サービスを行っており，セーフティネット機能を有している。他方，弁護
士・弁護士会は，社会正義の実現及び基本的人権の擁護を使命とし，様々な人権
擁護活動を行っている。これら人権擁護活動は財政的な裏付けを要するものばか
りである。自治体と弁護士会とは相互に連携することを通じて，住民福祉の充実
を図り，自治体の持つセーフティネット機能の拡充を図ることが可能となる。

②

法の支配を貫徹，コンプライアンス向上，よりよい地方自治の実現
自治体は，透明で公平・公正・適正・適法な行政運営を求められる存在であり，
法の最大の「ユーザー」である。
かつて自治体業務は，長く国の通知通達や先例に依存し，首長の意向や議員の

口利きも少なくなかった。その後，地方分権改革が進展し，機関委任事務が廃止
されたことに伴い，自治体は，国の通知通達や先例に依存することなく，自己責
任に基づく自己判断を求められる時代を迎えた。しかも自治体の組織や業務は，
納税者の税金で賄われ公益に関わることから，首長や議員の意向や口利きに影響

されてはならず，透明性・公平性・公正性・適正性・適法性が強く求められる。
自治体の高度に専門的で公益に関わる法律問題に対し，人権感覚を備え，かつ，
住民訴訟等の訴訟リスクにも配慮し，総合的かつ多面的視点から迅速かつ的確に
対応し得る担い手としては，弁護士が最もふさわしい。弁護士・弁護士会が法の
最大の「ユーザー」である自治体に対し法的サービスを提供することを通じて，
行政運営全般に法の支配を貫徹し，よりより地方自治を実現することに資するべ
きである。
③

専門性のかん養と弁護士会活動の活性化
弁護士会の各種委員会は，平素から個別行政分野の調査研究を行っており，
「人
材養成機能」，「シンクタンク機能」，「人材バンク機能」を有している。自治体が
抱える具体的な相談事例や，講師派遣等の依頼が弁護士会に持ち込まれるように
なると，受任弁護士は，所属する委員会のサポートを受けつつ，事件処理を通じ
て，個別行政分野における専門的知見やノウハウを獲得することが可能となる。
ここで得られた専門的知見やノウハウは，受任弁護士の守秘義務に配慮しつつ，
所属委員会等にフィードバックし情報共有することにより，弁護士会活動が活性
化する。また，経験弁護士から未経験弁護士へ専門的知見やノウハウが継承され，
自治体の新たな依頼に応える有意な人材を拡大再生産する給源となる。

④

弁護士・弁護士会の活動領域の拡大
これまで弁護士・弁護士会は，行政分野において，主に行政訴訟等を通じ行政

と対峙する形で行政権の適正な行使をチェックしてきた。また，個別の委員会又
は委員会所属の有志が主体となって，公益活動ないし委員会活動の一環として，
主に自治体の「外部」から審議会委員や共同事例研究等の形で関わりを持ってい
た。
しかし，自治体には様々な法的ニーズがあり，そのニーズを充足する手法は自
治体の事情（規模・財政力等）に応じて多種多様である。すなわち，自治体が「外
部」から弁護士のサポートを求める形態としては，研修講師，日常業務に関する
簡易迅速な相談，事件受任などもある。他方で，自治体の「内部」職員として弁
護士のサポートを求める法的ニーズも広がりつつある。自治体と弁護士会との連
携が深まると，相互間の誤解や偏見が解消され，誤解や偏見に起因するアクセス
障害が取り除かれ，様々な連携形態により，地方行政分野における弁護士の活動
領域が大きく拡大することとなる。
３

行政連携に取り組むに当たっての視点
(1) 「アクセス障害」を取り除く
今や弁護士が事務所に待機していれば依頼が来る時代ではない。顧客層の中でも
多くの自治体にあっては，もともと顧問弁護士以外の外部の弁護士・弁護士会とは
疎遠な関係にあることから，大きな「アクセス障害」が存在する。そのため，自治
体の法的ニーズの多くはいまだ眠ったままの状態である。
したがって，弁護士会には，

①

自治体に向けて積極的な情報発信を行うこと
（情報発信），

②

顕在化した自治体のニーズを受け止めること
（受付），

③

ニーズにマッチした適切な人材を提供するこ
と（マッチング）

が求められる。
(2) 地域重視（地産地消）
法の「ユーザー」である自治体は，全国各地域に遍く存在している。他方，全国
52 の弁護士会は，地元の実情を最も良く知る存在であり，濃淡はあるものの，各種
委員会活動を通じて既に行政連携活動を行っている。利用者である自治体の利便性
を考えると，行政連携の担い手としては，地元弁護士会が適任である。
(3) 会内事情への配慮
全国 52 の弁護士会は，対象地域の広狭，会員数，会財政，会内コンセンサスなど
の面で会内事情に大きな相違がある。したがって，行政連携に向けた取組を弁護士
会として積極的に行うか否か，どのような考えの下に，どのような手法を用いて行
うかは，各会の会内事情に十分配慮する必要がある。
４

これまでの日弁連における行政連携促進に向けた取組
(1) マネジメント（自治体等連携センターの発足）
(2) 情報収集
①

利用者（ユーザー）のニーズ把握

②

供給実態の把握

③

担い手となる弁護士会窓口の確認

(3) 取組促進に向けた会内情報発信・弁護士会サポート
①

アンケート分析結果の取りまとめと情報提供

②

センター会議での各弁護士会の取組報告

③

弁護士会執行部との意見交換会（2013 年：福岡県，仙台，2014 年：愛知県，札
幌，2015 年：香川県，熊本県）

④

弁護士業務改革シンポジウムへの参加

⑤

各種シンポジウム・研修会等の主催・共催・後援

⑥

パイロット事業への助成

⑦

会員向け情報提供（自由と正義，委員会ニュース，ひまわり求人求職ナビ）

⑧

広報ツールの開発

(4) 自治体ニーズ発掘のための自治体向け広報・情報発信
①

アンケート分析結果の情報提供

②

ブロックごとのシンポジウム・セミナー開催（前記(3)③と同日開催）

③

弁護士業務改革シンポジウムへの参加

④

広報ツールの開発

５

自治体ニーズに関する需要分析
(1) 「地方行政分野における法的ニーズ把握のためのアンケート調査」の概要
全国の都道府県，市及び特別区（東京 23 区）を対象として，総務部門及び事業部
門（福祉部門，学校教育部門）にアンケート調査を実施した。回答率は総務部門 69％，
回答数は福祉部門 505，学校教育部門 500 であった。
(2) 分析結果（兵庫県内 2013 年 7 月 19 日現在，その他 2014 年 1 月 20 日現在）
（資料
6-1）
①

顧問弁護士は，有効に活用されており，
「役立っている」と評価されている（総
務部門 100％。事業部門約 95％）。

②

一方で，職員向け法律相談の外部弁護への依頼は，現状では少数（総務部門 10％，
事業部門 4％）にとどまるが，専門性の高い特定分野での依頼（事件処理，職員
向け法律相談等）が有用と考えている自治体は非常に多い。より現場に近い事業
部門では，専門的な援助に対するニーズが高い。

③

弁護士会との連携は，関心のある自治体が多い（総務部門 78％，事業部門 69％）。
連携を図る上で，「一元的な窓口の設置」（292 自治体），「連携内容を一覧できる
メニューリストの提供」
（285 自治体）を有効な手段として上げる自治体が非常に
多く，アクセス障害の存在が明らかとなった。

④

自治体内弁護士は，任用数は少数にとどまるが，「具体的計画がある」「現在検
討中である」
「 関心がある」と回答する自治体が多数に上る（総務部門 70％以上）。
現に任用された者に対する満足度は高く，顧問弁護士との橋渡し役としても有効
に機能している。

⑤

以上のことから，外部弁護士に対する自治体のニーズは，自治体の規模，地域
を問わず，また，弁護士活用の形態を問わず，幅広く存在している。外部弁護士
の活用が少数にとどまっている原因としては，弁護士会に対するアクセス障害が
存在することにある。多くの自治体は， 弁護士会に対し，自治体に提供可能なメ
ニューの「見える化」，自治体向け窓口の設置を望んでいる。

６

弁護士会の供給分析
(1) 「全国の弁護士会における地方自治体等との連携活動実態調査」の概要
全国 52 弁護士会を対象として，アンケート調査を実施した（回答率 100％）。
(2) 分析結果（2014 年 10 月 31 日現在）（資料 6-2）
①

弁護士会の会員数
弁護士会は大都市（東京，関東，近畿）に偏在する傾向が強い。

②

弁護士会による法的サービスの提供が高い分野
しかしながら，各地の弁護士会では，会員規模の大小や地域を問わず，各種委
員会が担い手となり，自治体による住民サービス（市民講座，不当要求防止責任
者講習，市民法律相談，女性相談，多重債務者救済事業，法教育等）のほか，自
治体業務支援（各種審議会委員，行政対象暴力・高齢者障がい者・消費者保護に
関する事例研究，ケース検討会議へのアドバイザー・顧問の派遣，高齢者虐待対
応支援チーム派遣等）を行うなど，多方面で，自治体との連携を行っている。

③

弁護士会としての取組状況
大阪弁護士会が 2011 年 4 月「行政連携推進プロジェクトチーム」を発足し，
2013 年 4 月「大阪弁護士会行政連携センター」を発足したことに端を発するもの
であるが，弁護士会としての行政連携の取組は，会員規模の大小や地域を問わず，
全国的に広がりつつある。

(3) 追加ヒアリング（2015 年 9 月 1 日現在）
①

行政連携のお品書き等の作成状況
弁護士会の取組状況をアップデートするため，自治体等連携センター委員の協
力を得て非公式にヒアリングを実施した。自治体向けに提供可能なメニューを「見
える化」する取組は拡大傾向にあり，「完成」「案を作成」「作成予定」は全 52 会
中 26 会（50％）に上ることが判明した。（資料 6-3）
《完成・案作成・作成予定》･･･26 会
〈完成〉14 会（資料 6-4）
東京・大阪・愛知県・横浜・福岡県・兵
庫県・京都・新潟県・熊本県・鹿児島県・
岐阜県・三重・奈良・宮崎県
〈案作成〉4 会
広島・静岡県・滋賀・山梨県
〈作成予定〉8 会
第二東京・仙台・群馬・沖縄・金沢・大
分県・富山県・島根県
注目すべきは，会員数 175 名以下の小規模会（奈良，宮崎県，滋賀，山梨県等）

にも行政連携の動きが広がっている点である。
②

行政連携のお品書き等の効果
お品書き等の効果について，回答のあった 11 会の反応は以下のとおりである。
効果

あり

なし

利便性

9 会（82％）

2 会（18％）

問合せ

5 会（45％）

6 会（55％）

申込み

5 会（45％）

6 会（55％）

効果があった会の活用方法を紹介すると，以下のとおりである。
 役員及び委員会委員が，自治体に挨拶回りを行い，対面で配布する。
 自治体との協議会等の会合の場で，参加者に配布する。
 自治体対象セミナーやシンポジウムを開催し，参加者に配布する。
 弁護士会ホームページに掲載する。
 自治体へ郵送する。
 自治体職員向け研修に派遣された弁護士が，参加者に配布する。

一方，「利便性を感じない」という会や，「問合せ，申込がない」という会もあ
るが，今後，いかに効果的な活用をするかが課題と思われる。

③

行政連携センターなどのマネジメント組織の設置状況
〔組織新設例〕
東京（弁護士活動領域拡大推進本部自治体連携センター），大阪（行政連携センター），
奈良（行政連携センター），岐阜県（行政連携ＰＴ），佐賀県（自治体等広報担当者制度），
沖縄（対外広報プロジェクトチーム），旭川（行政連携対応ＰＴ）

設
置
済
み
11
会

〔既存組織活用例〕
第一東京（弁護士業務改革委員会第３部会），第二東京（弁護士業務センター行政連携部会），
高知（高齢者・障害者支援センター運営委員会ひまわりあんしんＰＴ，子どもの権利委員会
連携ＰＴ），新潟県（執行部）

設置予定 1 会，検討中 13 会，予定なし 26 会

「予定なし」26 会の中には，既存組織（執行部，委員会）で対応していること
を理由とするものがあった。
７

行政連携を阻害する要因（課題）
(1) 自治体側の要因
①

認識不足
ア

多様な法的ニーズがあることを，自治体自身が自覚していない。

イ

顧問弁護士，自治体内弁護士，外部の弁護士・弁護士会は，相互に排斥する
関係に立つものではなく，相互に自治体の法的ニーズを補完する関係にあるこ
とを，自治体自身が自覚していない。

②

偏った「弁護士・弁護士会」像
弁護士・弁護士会は，多くの自治体職員から「縁遠い存在」「対峙する存在」
として目されている。

③

内部事情
自治体の内外に様々な利害関係者（首長，財政部門，法務部門，顧問弁護士，
議会，住民等）が存在している。

(2)
①

弁護士会側の要因
情報発信の不足
弁護士会は，日頃，現場レベルで，自治体と積極的な連携活動を行っている。
それにもかかわらず，そのような実態が，外部の自治体からは「見えない」状況
にある。そのため，自治体職員の「偏った弁護士・弁護士会像」が根強く残って
いる。

②

「縦割り」による「情報の偏在」
弁護士会内部は，
「縦割り」による「情報の偏在」があるため，どの委員会が自
治体等との間でどのような連携活動を行っているかが「見えない」状況にある。

③

会内コンセンサスを得られないことが予想される阻害要因
追加ヒアリングで「行政連携のお品書き等」の作成予定を質問したところ，52
会中，「作成する予定がない」12 会（23％），「検討中」14 会（27％）であった。
「作成する予定がない」と回答した 12 会の規模別内訳は，大規模会 1 会（2％），
中規模会 2 会（4％），小規模会 9 会（17％）であった。
「作成する予定がない」又は「検討中」と回答した 26 会に対し，「会内コンセ
ンサスを得られないことが予想される阻害要因」
（複数回答可）について尋ねたと

ころ，意識傾向は次のとおりであった。
ア

マンパワー不足･･･10 会（26 会中 38％）
「会員数が少なく，既に公益活動で手一杯である。行政連携活動を行う担い
手が不足している」というものである。

イ

自治体ニーズや連携の意義･･･7 会（26 会中 27％）
「弁護士会が自治体を始めとする行政機関等と連携の行うことについての
必要性や意義について理解が広がらない」というものである。

ウ

弁護士会の在り方
(ｱ) 委員会活動との関係･･･13 会（26 会中 50％）
「既に個々の委員会が積極的に行政連携活動を行っており，弁護士会が組
織的に行政連携を行う必要性を感じない」というものである。行政連携活動
そのものには肯定的な回答と言える。
(ｲ) 顧問弁護士の業務との関係･･･8 会（26 会中 31％）
「行政機関の顧問弁護士の活動や業務を妨げるおそれがある。顧問弁護士
たる会員の賛同が得られないおそれがある」というものである。
(ｳ) 個々の弁護士の活動との関係･･･7 会（26 会中 27％）
「行政機関と個人レベルで連携している弁護士がいるため，弁護士会が行
政連携を行うと個々の弁護士の活動や業務を妨げるおそれがある」というも
のである。
(ｴ) 弁護士会と自治体との距離感･･･6 会（26 会中 23％）
「人権擁護・社会正義の実現のため行政機関と対峙してきた歴史や理念と
相容れない，又は，抵抗感がある」というものである。

エ

費用対効果･･･9 会（26 会中 35％）
「予算のない行政機関に安く都合良く使われるだけで，適正な対価を得られ
る見通しがない」というものである。

オ

専門性･･･5 会（26 会中 19％）
「自治体のニーズに対応できる専門性のある人材が不足している」というも
のである。

８

対策と展望
(1) 自治体側の需要の喚起
①

方向性
ア

認識の喚起
自治体内部に多様な法的ニーズがあること，及び，顧問弁護士，自治体内弁
護士，外部の弁護士・弁護士会は，相互に排斥する関係に立つものではなく，
相互に自治体の法的ニーズを補完する関係にあることについて，自治体自身の
認識を喚起するような取組が必要である。

イ

「見える化」，「情報発信」による偏った「弁護士・弁護士会」像の払拭
弁護士・弁護士会は日頃から現場レベルで多くの自治体との間で行政連携活
動を行っている。偏った「弁護士・弁護士会」像を払拭するためには弁護士会

内部の連携活動の実態を「見える化」し，
「情報発信」することが必要である。
ウ

内部障壁の除去
自治体の内外の利害関係者の理解を得るためには，現場レベルでの交流を通
じてボトムアップで実現する方法のみならず，トップである首長の理解を得て
トップダウンで実現する方法も組み合わせることが有益であると考えられる。

②

方法
ア

見える化

→

行政連携のお品書き等の広報ツールの作成

イ

情報発信

→

行政連携のお品書き等の配布，自治体訪問

ウ

ボトムアップ

→

顔が見える形での相互交流，共同研究，セミナー

エ

トップダウン

→

市長会等でのプレゼンテーション，市長インタビュー

③

発信する情報の内容
自治体内部における法的ニーズ等に関する認識を喚起し，偏った「弁護士・弁
護士像」を払拭するためのコンテンツを提供することが有益である。
ア

「変わる自治体」情報～自治体による弁護士活用事例の紹介

イ

「変わる弁護士会」情報～弁護士会による自治体との連携事例の紹介

(2) 供給の確保
①

弁護士会における供給態勢
ア

会内コンセンサスの形成
弁護士会として組織的な行政連携に取り組むためには，会内コンセンサスを
形成することが不可欠であるが，小規模会を中心に阻害要因となっている。
行政連携に向けた取組に懐疑的な弁護士会に対しては，日弁連と地元執行部と
の積極的な情報交換等を通じ理解を広げていくことが求められる。

イ

対応態勢の整備
小規模会では，行政連携の取組に対する負担感や会内の人的関係への懸念が
大きい。したがって，行政連携の取組は，決して全国一律に進めるべきもので
はなく，会内事情に応じた態勢作りを進めることが必要である。

②

近隣弁護士会及び日弁連によるバックアップ体制
行政連携の取組は，全国 52 の弁護士会の中で自ずと濃淡がある。その結果，自
治体の法的ニーズが「行き場」を失うことになれば，自治体内部に潜在する需要
が顕在化することはなく，弁護士・弁護士会に対する期待感は大きく萎むことに
もなりかねない。日弁連においては，全国どこの自治体等から依頼があろうとも，
地元弁護士会で対応できない法的サービスについては，近隣の弁護士会や日弁連
によるバックアップ態勢を用意しておくことが望まれる。

(3) むすび
日弁連による行政連携の取組はいまだ緒に就いたばかりである。濃淡はあるもの
の，全国 52 の弁護士会に浸透しつつある。今後とも自治体等連携センターは自治体
に潜在する法的ニーズの喚起に取り組む一方で，全国の自治体が「いつでも」
「どこ
でも」「行政分野に精通した弁護士」による法的サービスの提供が受けられるよう，
自治体と弁護士会との行政連携の取組を積極的にサポートすることが必要である。

第３
１

自治体内弁護士の任用促進
日弁連の自治体内弁護士任用促進に向けた取組
日弁連は，上記の自治体を取り巻く状況を踏まえ，自治体内弁護士（本項では任期

付職員を前提とする。）の任用促進に向けて各種の取組を行ってきた。具体的には，弁
護士業務改革委員会行政分野関連小委員会及び若手法曹センター公務員任用支援ＰＴ
が主体となって任用促進に取り組んできたところ，2014 年 4 月，法律サービス展開本
部内に自治体等連携センターが設立され，任用促進に向けた取組が更に充実・拡大さ
れることになった。
同センターにおけるこれまでの主な取組は，以下のとおりである。
(1) 自治体内弁護士対象アンケートの実施・分析（資料 6-5）
(2) 自治体対象アンケートでの自治体内弁護士の需要・満足度等の分析（資料 6-1）
(3) 経験交流会（大阪，東京）
(4) 採用説明会への協力等（明石市，南相馬市，小林市）
(5) 被災自治体等任期付公務員任用セミナー（宮城県，石巻市，東松島市，相馬市）
(6) 自治体向けパンフレット「地方公共団体における弁護士採用Ｑ＆Ａ」作成・配布
（資料 6-6）
(7) 弁護士向けパンフレット「自治体内弁護士という選択」作成・配布（資料 6-7）
(8) 名古屋，札幌，高松における任期付弁護士パネルディスカッション
(9) 中核市長会，施行時特例市長会での説明
(10) 地域ごとの自治体内弁護士による意見交換会（盛岡，福岡，岡山）
(11) 任期付公務員キャリア・マガジン，ひまわり求人求職ナビによる広報
(12) 自治体内弁護士採用情報の収集
２

自治体内弁護士の有用性
(1) アンケート結果
全国の都道府県，市及び特別区（東京 23 区）を対象とする日弁連の「地方行政分
野における法的ニーズ把握のためのアンケート」の結果（資料 6-1）のうち，自治
体内弁護士を採用した実績のある自治体からの回答によれば，全ての回答で「当初
の期待に応じた成果が上がっている」又は「当初の期待を上回る成果が上がってい
る」との回答であった。
日弁連の「地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員に対するアンケート」
の結果（資料 6-5）によれば，採用後の効果として，庁内の法律相談件数の増加，
私債権等の滞納案件の処理件数増加，徴収率の増加，顧問弁護士との円滑な連携な
どが挙げられている。担当業務についても，職員向け法律相談，研修等の人材育成，
訴訟対応，債権管理，行政不服審査，コンプライアンスの施策立案，議会対応，例
規審査，住民への直接対応，選挙事務，条例等の立案業務など多岐にわたっている
ことが明らかになった。
また，自治体内弁護士が一度採用された自治体においては，継続して自治体内弁
護士を採用している場合がほとんどである。

(2) 活用例
上記のとおり，自治体内弁護士は，各自治体において法の専門家としての能力
が活用されているものであるが，その中で，新たな活動領域を開拓していった弁
護士が数多く生まれており，これらの例もまた自治体内弁護士の有用性を示すも
のであるので，その例をいくつか紹介する。
①

被災地
東日本大震災において甚大な被害を受けた被災地においては，復興に当たり
様々な職種の任期付職員が任用・活用された。弁護士も被災自治体が抱える様々
な法的課題に対応できるものと期待され，2012 年以降，岩手県，宮城県，福島県，
宮古市，山田町，石巻市，気仙沼市，東松島市，郡山市，相馬市，南相馬市，浪
江町において任期付職員として弁護士が採用された。
被災自治体において，自治体内弁護士は，被災自治体の抱える多くの未曾有の
法的諸課題に職員とともに取り組み，復興に向けて着実な成果を上げており，今
後も被災自治体における自治体内弁護士に対するニーズは高いものと考えられる。

②

事業部門での活用
従前は弁護士が配置される部門は総務部門であることがほとんどであったが，
近時は福祉関係などの事業部門に配置される例が出てきている。
例えば，福岡市においては，2011 年から子ども総合相談センター（児童相談所）
の児童虐待対応課に弁護士が任期付職員として配置されており，児童虐待対応に
取り組んでいる。児童虐待対応は，保護者との緊張関係をはらみながら子どもの
最善の利益を守るという困難なものであるが，上記弁護士は，親が子どもの輸血
を伴う手術に反対した事案において迅速に家庭裁判所に親権停止審判の保全処分
の申立てを行うなど，弁護士としての専門性を大いに発揮している。また，名古
屋市においても児童福祉センターに弁護士が任期付職員として配置されている。
ほかには，教育委員会（神奈川県，明石市），用地課（山田町），福祉部局（和
歌山県，岡山県，明石市，大阪市など）などの事業部門への配置の例があり，総
務部門のみならず事業部門での活用は今後更に増えていくものと考えられる。

③

人口規模の大きくない自治体での活用
南伊勢町（三重県，人口約 1 万 4000 人），山田町（岩手県，人口約 1 万 5000
人），浪江町（福島県，人口約 1 万 8000 人），南さつま市（鹿児島県，人口約 3
万 7000 人）などの全国的に見て人口規模の大きくない自治体においても，自治体
内弁護士が採用され，その専門性が活用されている。この人口規模の自治体にお
いては，法務部門の人材が十分とは言えないことが少なくなく，また，顧問弁護
士等への相談も日常的に行うことは容易ではないこと，にもかかわらず様々な法
的課題を抱えていることから，自治体内弁護士の需要はむしろ高いものと言える。

④

任期終了後の活躍
任期付職員の活用が始まったのはここ数年のことでもあり，任期終了後のキャ
リアについては多くの例があるとは言えない状況であるが，勤務地において法律
事務所を開業した例，勤務していた自治体の顧問弁護士となった例，他の自治体
や国家機関の任期付職員となった例などがある。

３

自治体内弁護士の需要について
(1) 現状の分析
ア

募集・採用実績
自治体における弁護士・法曹有資格者の常勤職員（任期付，任期の定めなしを
含む。）の採用実績は，2004 年時点では 2 名であったのが，2014 年には 27 名とな
っている。自治体における弁護士・法曹有資格者の常勤職員（任期付，任期なし
を含む。）の数は，2015 年 9 月時点で 75 自治体で 106 名となっている。
このように，自治体内弁護士は増加の一途をたどっており，自治体内弁護士に
対する需要の存在を端的に示している。
ただし，自治体数（都道府県数 47，特別区及び市町村数 1741）に対して，75
自治体というのは約 4％に過ぎない。自治体内弁護士に対する需要は特定の自治
体に偏在しているとは考えられないから，まだ採用していない自治体においても，
潜在的需要は存在するとみられる。
特に，都道府県，政令指定都市，東京 23 区，中核市などの人口規模の大きな
自治体については，相当の需要があると考えられる。しかし，法曹有資格者の常
勤職員を採用している自治体の割合は，都道府県 29.8％，政令指定都市 45％，中
核市 26.7％であり，潜在的需要を顕在化させていく必要があると考えられる。

イ

自治体向けアンケートの分析・自治体内弁護士アンケートの分析
①

自治体向けアンケート
上記「地方行政分野における法的ニーズ把握のためのアンケート」の結果に
よれば，弁護士・法曹有資格者の採用について「具体的な計画がある」，「現在
検討中である」，
「関心がある」との回答が総務部門で 73％，事業部門でも 35％
を占めた。
自治体内弁護士の採用により成果が期待される分野については，総務部門で
は，日常的な法律相談の対応，行政不服審査業務，行政対象暴力・不当要求行
為への対応，債権の管理回収業務，訴訟，例規業務などであり，事業部門（福
祉部門，学校教育部門）では，日常的な法律相談，住民向け法律相談，学校事
故や苦情への対応，虐待防止などのニーズが高いことが明らかになった。

②

自治体内弁護士アンケート
上記「地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員に対するアンケート」
によれば，自治体内弁護士の採用後，「従来は顕在化してこなかった法律相談
が多く寄せられるようになった」との回答が過半数を占めており，自治体内部
には自治体内弁護士が対応すべき多くの法的課題が存在するものと考えられ
る。
これらのアンケート結果からも，自治体内弁護士に対する需要が存在するこ
とが示されている。

ウ

行政不服審査法改正
さらに，近時の法改正等によっても，自治体内弁護士の需要はますます高まっ
ているものと考えられる。例えば，2014 年の行政不服審査法改正により，審理員
による審査制度が導入されることになった。この審理員は，自治体の職員ではあ

るが，裁判官的な役割を担うものであり，法適用，事実認定，審理の進行など，
正に弁護士がその能力を発揮できるものと考えられ，弁護士の需要を更に高める
ものである。
エ

小括
このように，人口規模の大きくない自治体も含めて自治体内弁護士の需要が存
在するものであり，今後更に高まるものと考えられる。ただし，現時点では潜在
的な需要にとどまっている部分も多い。

(2) 課題とその解決策
ア

自治体内弁護士の有用性の認知度の向上
上記のとおり，需要自体はあるものの潜在的需要にとどまっており，実際に採
用を行うに至る自治体はまだまだ少ないという課題がある。
この原因として，自治体にとっての典型的な弁護士像は，顧問弁護士か，住民
側の代理人弁護士であり，組織の一員として日常的な法律相談に応じる弁護士と
いうものが具体的にイメージできないということが考えられる。
実際に採用された自治体内弁護士は，比較的若手が多いこともあって，組織の
一員として気軽に日常的な法律相談に応じており，決して敷居の高い存在ではな
い。
このような自治体内弁護士の実際の姿や有用性が周知されていないことが，自
治体が弁護士採用に踏み切れない一つの原因であると考えられることから，これ
らの点を自治体に周知していくことが必要であると考えられる。
具体的には，パンフレットの配布やウェブでの広報に加えて，各地域での自治
体向けのイベント等において，自治体内弁護士や採用自治体が，直接その職務内
容や効用について語る機会を更に積極的に増やしていくべきである。

イ

コスト（人件費）の問題
自治体においては，自治体内弁護士の人件費も，採用に踏み切れない原因の一
つであると考えられる（上記「地方行政分野における法的ニーズ把握のためのア
ンケート」によれば，400 自治体が「任用コスト・人員の定数管理」を，想定さ
れる採用の消極意見として挙げている。）。確かに，自治体内弁護士の平均給与は
770 万円であり（前記「地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員に対する
アンケート結果報告」），自治体職員の平均給与からみれば安いとは言えないし，
人員の定数管理・削減が求められる中，新たに常勤職員を採用することは決して
容易ではないと考えられる。
しかし，法科大学院での専門教育を受け，司法修習を経て，かつ，実務経験の
ある法律専門家を育成コストなしに即戦力として採用できること，任期の中で昇
任や昇給等を考慮せずに柔軟な人事が可能なこと，任期終了後も外部からの連携
が期待できること，顧問弁護士や外部弁護士への委託事項を適切に選別してコス
ト削減にも貢献できることなどの観点からすれば，コストに見合った効用が得ら
れるものと考えられる。そこで，これらの効用を積極的にアピールしていくこと
が考えられる。

ウ

顧問弁護士等との関係

既に顧問弁護士がいることから，弁護士は不要と考えている自治体は多い（上
記「地方行政分野における法的ニーズ把握のためのアンケート」によれば，498
の自治体が「必要に応じて外部の顧問弁護士等を活用すれば足りる」を想定され
る採用の消極意見として挙げている。）。
しかし，上記のとおり，自治体内弁護士は，従来の顧問弁護士では十分に対応
ができなかった日常的な法律相談業務への対応が可能であり，さらに，顧問弁護
士等への外部弁護士への委託事項を適切に選別することができる。自治体内弁護
士からの聞き取りにおいても，顧問弁護士と対立的になっている例はなく，経験
豊富な顧問弁護士と日常的に行政実務に関与している若手の自治体内弁護士との
間ではそれぞれの特性に応じた役割分担と連携が円滑に行われている例が多い。
そこで，自治体に対し，このような自治体内弁護士と顧問弁護士の役割分担と
連携の成功例を積極的にアピールしていくことが必要である。
４

自治体内弁護士の供給の課題と解決策
(1) 応募者数全体の問題
これまでの実績からすれば，現時点では自治体内弁護士募集に対する応募者は多
いとは言えないのが実情である。この原因として以下のような事情が考えられる。
①

自治体内弁護士という選択肢があることが十分に周知されていないこと

②

行政実務，自治体法務の経験がなく，適応できるか不安があること

③

既に確立した弁護士業務の基盤を一時的にせよ置いて，職務専念義務のある公
務員になることへの不安があること（任期満了後の弁護士業務復帰の不安や自治
体勤務の経験がキャリアアップにつながるかの不安）

④

募集の告知から採用までの期間が短く，業務の引継ぎが困難であること

⑤

要求される弁護士経験を満たさないこと
このうち，①については，パンフレットの配布，自治体内弁護士の活動内容を紹

介するイベント（座談会やシンポジウムなど）により，徹底した周知を図るべきで
ある。
②については，ほとんどの自治体内弁護士が，採用前は行政実務や自治体法務の
経験がなくても，基本的な法的素養があれば十分に対応していることをパンフレッ
トや各種イベントなどで周知していくと同時に，内定者や採用された自治体内弁護
士に対して，自治体法務に関する研修を行い，質の確保・向上を図っていく必要が
ある。
③については，自治体内弁護士任用希望者の業務の引継ぎや任用終了者を受け入
れる法律事務所をリスト化することが考えられる。この点について，日弁連で，2015
年度から自治体内弁護士等任用支援事務所登録制度を創設し，既に 13 の法律事務所
が登録を行っている。
④については，日弁連等が，自治体に対し，弁護士が応募しやすい採用スケジュ
ールについてパンフレットを配布することにより周知し，自治体からの問合せに対
し適宜助言を行うことが行われており，今後もこの取組を継続する必要がある。
⑤については，自治体内で法の専門家として業務を行うためには相応の実務経験

が必要である。一方で，どれだけの実務経験年数が必要かについては，その弁護士
のキャリアなどにも影響され得るものであり，一律に定まるものではない。実際に，
これまでは，2 年程度の弁護士実務経験を要求する自治体が多かったが，応募条件
に経験年数を明示しない例が増えてきている。応募者が決して多いとは言えない現
状では，間口を広げた上で，経験年数も考慮した選考を行えばよいのではないかと
考えられる。
(2) 人口規模の大きくない自治体における応募者数の問題
上記のとおり，自治体内弁護士の応募者自体は多いとは言えない状況ではあるが，
都道府県，大都市部やその近郊の市においては，相当数の応募がある。一方，都市
部から離れた人口規模の大きくない自治体においては，全く応募がない（再募集を
行ってもなお応募がない場合がある。）又は応募者が極めて少数にとどまる例が見ら
れる。
これは，自治体が自治体内弁護士の有用性を認めて募集をしたにもかかわらず，
これを断念せざるを得ない事態を招くことになり，極めて深刻な事態である。
なぜこのような事態が生じるのか。その理由としては，①当該自治体の地域には
地元の弁護士が少ないことが多く，かつ，そのような地域では弁護士が比較的早期
に独立する傾向があることなどから地元の弁護士の中から応募する者の数がかな
り限られていること，②大都市で執務している弁護士は執務場所から離れた場所で
の勤務について弁護士業務復帰後につながるメリットを感じていないと考えられ
ること（現地での開業が困難あるいは大都市での業務再開後に当該地域との関係を
維持することが困難ということがあり得る。）などが考えられる。
そこで，解決策としては，①地元の若手弁護士にやりがいやメリットについて働
きかけること，②募集自治体に弁護士向け採用説明会の場（テレビ会議利用により
全国の弁護士が対象となる。）を提供するなどして，募集自治体の魅力や自治体内弁
護士のやりがい等を知ってもらうこと，③任期付職員の経験弁護士の任期終了後の
キャリア（自治体で勤務した経験自体がその後の弁護士業務に有益となることや，
地方の人口規模の大きくない自治体であっても，その後の弁護士業務にもつながる
ことなど）を広報していく必要がある。
５

まとめ
自治体内弁護士に対する需要があることは明らかであるが，現実の採用に結びつい
ていないことから，特に大規模自治体に対して採用を働きかけていく必要がある。
一方，人口規模の大きくない自治体の募集に対して，十分な応募がないことは深刻
な課題であり，弁護士会として継続的に質の高い弁護士を供給していかなければなら
ない。この課題の解決は容易ではないが，地元弁護士会との連携，各種広報活動に加
えて，赴任する弁護士の養成も進めていく必要がある。

第４
１

条例・規則等の制定・改廃における弁護士の支援・関与
はじめに
自治体における政策立案及び政策の実施において，住民の権利・義務に関して定め

る条例の役割が増大している。殊に，地方分権一括法やその後の分権改革の取組によ
って地方分権の必要性が強く意識されるようになってからは，例えば，2011 年以降の
義務付け・枠付けの見直し等に係る一括法からも明らかなように，法律による制度設
計においても，具体的な事項は条例及び規則（以下「条例等」という。）で定めるよう
求めることが多くなってきている。
条例等の制定においては，基本的人権や法秩序全体における位置付けを総合的に検
討し，解釈・適用の場面における問題点を網羅的に検討しておく必要がある。しかし，
実際には，自治体の担当者が手探りで立案せざるを得ないことも多く，結果的に憲法
や法律との抵触や解釈についての疑義が生じたり，実効性の確保に問題が生じた例も
少なくない。他方，これまで弁護士が，業務として条例等の制定に正面から取り組む
ことは極めて少なく，訴訟の段階に至って初めて問題に関与するという場合が多かっ
た。
こうした経緯から，住民の権利・義務という重大事項に関して規定する条例等につ
いて，依頼者（自治体）が，弁護士の法的知識や経験を活用したよりよい適正な条例
等の制定を想起せず，ひっきょう弁護士の側の関心も低いという状況が生じていると
すれば，法治主義，広く法の支配という観点からも放置しておくことができない問題
である。
地方分権時代における条例等の制定は自治体の自己決定・自己責任のバックボーン
をなすものであるとともに，地域課題の解決手段として必要不可欠なものである。条
例等の制定に対して，弁護士の幅広い法的知識や経験を活かしていくことは大変有意
義であり，地方分権の進展をより一層図る上でも大きな社会的価値が認められる。
今後，条例等の制定という自治立法の分野においても，自治体のニーズに応じた様々
な形での，より幅広い弁護士の積極的活用が求められている。
２

現状と課題
条例，規則，要綱等の制定・改廃・審査等の自治立法分野への弁護士の関与は，顧
問弁護士による助言や一部の自治体における弁護士任期付職員による関与を除いては，
全体としては，希薄なものにとどまっていると言わざるを得ない。
しかし，一方で，行政連携メニューを提供している弁護士会では，メニューの中に
条例の制定支援を掲げているところもあるとともに，現に，弁護士有志により，債権
管理条例や再生可能エネルギー導入条例の制定支援など，特定の分野において，自治
体のニーズに対応した取組が一定程度進みつつある状況も見られる。
そこで，自治体の条例制定支援のニーズを把握するために，2015 年 1 月から 2 月に
かけてアンケート調査を実施した。対象自治体は，2013 年秋に日弁連が実施した自治
体向け「地方行政分野における法的ニーズ把握のためのアンケート」の質問項目「利
用したいと思う制度」に対して「条例規則等立案のための助言・支援」の選択肢を選

んで回答した自治体並びにその余の都道府県，政令指定都市及び中核市の合わせて
270 自治体である。うち 186 自治体から回答を得た。その回答結果の一部について紹
介すると，
「条例の制定改廃に関して，弁護士（任期付職員を除く。）から助言，支援を受ける
ことができるとした場合，条例の制定改廃のどの段階における支援を希望するか」と
いう設問に対する回答は，多いものから，
「条例案策定前の調査分析（課題の発見，課
題に関連する法分野の調査等）」が 95 件，
「条例案策定（関連法令や自治体の施策との
整合性調査，条文の起案等）」が 95 件，
「罰則規定の検察官協議」が 79 件，
「運用準備
（逐条解説・運用マニュアルの作成，庁内説明会等）」が 73 件，
「施行後の実効性・課
題点の分析」が 69 件，「改正の要否検討及び改正案の審査」が 46 件，「条例に基づく
各種施策の実施支援（計画・要綱等）」が 21 件，「その他」が 13 件であった（図表 1
参照）。
図表 1

条例の制定改廃に関して希望する弁護士の支援

また，「既存の条例の検証及び見直しについて，弁護士（任期付職員を除く。）から
の助言や支援を利用したいと思うものは何か」という設問に対する回答は，
「関連法令
の制定改廃や条文の解釈に疑義が生じた場合等における改正の必要性及び改正内容の
検討」が 110 件，
「条例の実効性，課題点の検討」が 71 件，
「実効性を高め又は課題点
を解消するための改正内容の検討」が 58 件，
「 その他」が 11 件であった（図表 2 参照）。
図表 2

既存の条例の検証・見直しに関して希望する弁護士の支援

このように，アンケート調査からは，自治体側の条例制定に関して弁護士を活用し

たいというニーズは相当程度あることが認められる。すなわち，顧問弁護士，任期付
職員を除く外部弁護士の活用ニーズは潜在的には高いと考えられる。
人口規模の大きくない自治体においては，コストや業務量などの点から，単独で弁
護士を職員として任用することが困難な場合があると思われるところ，2014 年 11 月
より，全国知事会を始めとするいわゆる地方 6 団体の一つである全国町村会において，
初めて常勤職員として弁護士 1 名を採用した。同弁護士は，法務支援室長として，全
国の町村からの相談を受け，あるいは実際に当該町村に赴くなどして，各町村におけ
る条例制定の支援を行っている。具体的な条例支援としては，マイナンバー制度導入
に伴う特定個人情報保護条例のモデル条例の策定を行った。本件のように複数の自治
体が活用できる形態は，今後，人口規模の大きくない自治体において，自治体の行政
に通じた弁護士による条例制定に関する支援を受ける一つの方策となり得ると考えら
れる。
３

自治体等連携センター条例部会におけるこれまでの取組
条例部会の業務としては，自治体の条例等の制定・改廃・審査等を支援するため，
①自治体のニーズに対応した支援を行っていくためのコーディネート機能（専門的知
見を有する弁護士との橋渡し，地元弁護士会との連携など）の発揮，②自治体の条例
制定支援ニーズの把握と自治体への説明会やワークショップの開催，③条例制定の支
援を行う弁護士の裾野拡大のためのセミナーの実施，情報提供などを行っており，こ
れまでに以下のような取組を行ってきた。
(1) 自治体の条例支援ニーズの把握
自治体がどのような支援を望んでいるかについて，そのより具体的な内容を把握
するため，前述のとおり，2015 年 1 月から 2 月にかけて 270 の自治体を対象にアン
ケート調査を実施した。
本アンケート調査では，先に紹介した設問以外に，
「条例の制定改廃に対する法規
担当部署のスタンス」，「条例の制定改廃についての出版業者・シンクタンク等の関
与」，
「条例について弁護士から受けた支援の内容」，
「条例の制定・改廃により解消・
軽減が見込まれる課題」などを尋ねた。
(2) 弁護士を対象としたセミナーの開催
条例制定支援に関心を持つ弁護士の裾野拡大のため，一般弁護士の興味を喚起し，
スキルを習得するためのセミナーの開催を企画しており，初年度の取組として，2014
年 12 月に，
「自治立法に関する研修会」を開催した。内容は，
「立法における弁護士
の強みと弱み」
（松永邦男内閣法制局第一部長），
「条例の役割と条例制定に弁護士が
関与する意義」
（泉房穂明石市長），
「条例制定に関与した弁護士の実体験・関与した
い弁護士からの質疑（パネルディスカッション）」である。
41 名（ＴＶ会議接続全国 15 地点）の参加者からは，
「先進自治体の取組を知るこ
とができ有益だった」，「内部，外部の立場で具体的な体験が聞け，日頃の業務にす
ぐに役立つ」等の感想を得た。また，今後開催してほしい企画としては「自治体内
弁護士の使い方のモデルケースを自治体に提示してほしい」，「任期付公務員向けの
ノウハウ等の研修会を開催してほしい」等の要望が挙げられていた。

2015 年度も 12 月頃に同様の趣旨の研修の開催を検討している。
(3) 自治体職員等を対象としたセミナーの開催
日弁連の取組について周知を図るとともに，理解を深めるための自治体職員等を
対象としたセミナーの開催を企画しており，初年度の取組として，自治体職員，地
方議会議員，弁護士を対象として，2015 年 1 月に，
「法化社会における条例づくり」
と題するセミナーを開催した。内容は，
「条例制定の更なる進化に向けて～弁護士の
果たす役割～」
（山田啓二全国知事会会長・京都府知事），
「条例制定における弁護士
の支援の可能性」（大杉覚首都大学東京大学院教授）の講演に続き，「飯田市再生可
能エネルギー促進条例」に対する弁護士の支援の具体的事例の紹介，弁護士による
個別テーマ（空き家条例，景観まちづくり条例，防災対策基本条例）に関する条例
の現状分析等についての発表が行われた。
参加者（自治体職員 36 名，地方議会議員 14 名，弁護士 39 名，その他 14 名，計
103 名）からは，
「条例制定前から弁護士が関与することの重要性を認識した」，
「特
に空家条例，防災条例についての全国の状況分析が参考になった」等の感想を得た。
また，今後開催を希望する企画ないしテーマとしては「法解釈のノウハウについて
の研修」「弁護士の得意分野の調べ方」「全国的に着目されている条例をテーマとし
て各自治体の条例の特色などの紹介」等が挙げられていた。
2015 年度も 2016 年 1 月頃に同様の趣旨のセミナーの開催を検討している。
(4) 条例支援を行うためのモデル条例の作成
日弁連は，長年にわたり，人権擁護活動・政策提言を行う主体として各委員会に
おいて多くの知見を蓄積してきているが，これまでは条例等に焦点を当てる形での
活動は必ずしも行っていなかった。
そこで，日弁連の各委員会における活動を踏まえたモデル条例等の研究のため，
日弁連から公益財団法人日弁連法務研究財団に対し研究委託を行った。委託を受け
た同財団では，日弁連各委員会の有志から提案を募った具体的テーマごとに研究班
を設置し，モデル条例等の研究を行っている。2015 年 3 月から，同財団において，
「子どもの権利条例研究班」，「子どもの貧困対策推進条例研究班」，「犯罪被害者条
例研究班」，「復興計画合意形成手続条例研究班」，「公共事業改革条例研究班」，「ま
ちづくり条例研究班」などが研究を開始している。
(5) 弁護士に対する条例制定支援スキル研修
2015 年度においては，新規事業として，弁護士向けに，条例制定支援を行う上で
必要となる実務的能力を高めるための研修会等を企画することとなり，
「 条例制定支
援実務研修」を 9 月 1 日と 7 日の 2 回にわたって実施した。内容は，地方自治法，
条例における罰則規定，法制執務，自治体における条例制定手続である。
４

今後の展望
(1) 自治体のニーズに合った支援の在り方
条例制定支援を始めとする自治立法の分野は，これまで弁護士の活用があまり見
られなかった分野であり，現在においても，依然として，弁護士の活用のメリット
が自治体に十分に浸透していない。しかしながら，これまでのセミナーの開催等の

条例部会の取組を通じて，条例制定支援に係る弁護士の関心がそれなりに高いこと
及び自治体の弁護士に対する期待が相当程度存在することについては，概ね確認す
ることができたところである。
先に述べたアンケート調査結果を分析することによって，自治体のニーズに合致
した支援の在り方を検討し，自治体及び弁護士双方に対する取組を今後拡充強化し
ていくことが重要である。その際，自治体における条例案策定及び既存条例のレビ
ュー等具体的な場面における自治体のニーズに的確に対応した弁護士の関与の在り
方について，より深い検討を行っていくことも必要であると考えられる。
(2) 条例制定支援に関する弁護士の能力向上
自治立法の分野における弁護士の関与がいまだ限定的であることから，弁護士の
側においても，この分野に対応するための知見が必ずしも蓄積できているとは言い
難く，条例制定支援を行う上で必要となるスキルや経験の積み重ねが今後一層必要
である。この意味から，今後，この分野に必要とされる能力を弁護士がかん養する
機会を拡大していく必要がある。上述の３(5)等の研修を今後も企画・検討していく
予定である。
(3) 弁護士の活用に対する自治体の理解促進
日弁連や各弁護士会が中心となって，地方 6 団体とも連携しつつ，セミナー，シ
ンポジウムの開催等を各地で行い，これらの取組を通じて弁護士の活用について広
く自治体に周知する必要がある。その際，これまでの弁護士による具体的取組を紹
介するなどにより，条例制定等における弁護士の支援・関与についての自治体の理
解促進を図っていくことが重要と考える。

第５
１

公金債権の管理回収分野における弁護士の関与・支援
自治体における債権管理の現状と課題

(1) 自治体債権の種類
自治体が有する債権は，地方税，国民健康保険料（注1）等の自力執行権のある公
債権，生活保護費返還金，児童扶養手当過誤払金等の自力執行権のない公債権，貸
付金，公営住宅の使用料（家賃）等の私債権に分類できる。
(2) 公金の滞納額
地方税

2 兆 292 億円（注2）2010 年度決算（総務省）

国民健康保険料
公営住宅家賃

1 兆 2315 億円（注3）2010 年度国民健康保険事業年報

636 億円

2005 年度公営住宅の滞納家賃の徴収業務について（国
土交通省）

注1

国民健康保険は国民健康保険税（地方税の一つ）として徴収している自治体と国民健康保険料として徴

収している自治体がある。税の場合は時効期間が 5 年であるが，料の場合は 2 年である。ちなみに，東京
23 区，横浜市は料である。
注2

国民健康保険料を含んだ金額である。

注3

国民健康保険税を含んだ金額である。

保育料

83 億円

2006 年度保育所保育料の徴収状況に関する調査結果について
（厚生労働省）

＊出典：内閣府／自治体における官民連携のための事例研究（滞納公金回収への官
民協力）19 頁
(3) 自治体における債権管理の現状
①

督促，催告を繰り返しているだけという自治体が多い。
回収すべきものは回収し，落とすべきものは落とすというのが債権管理の要諦
である。しかるに，督促・催告を繰り返しているだけという自治体がほとんどで
ある（訴訟提起等の法的手続を採っている自治体は極めて少ない。）。そのため，
過年度分の対応がほとんどできていない。

②

法令に則った債権管理回収が行われているとは言い難い。
債権管理は法令に則って行われなければならない。しかるに，そもそも債権管
理に関する地方自治法や地方自治法施行令の規定を読んだことがないという自治
体職員が多い。前任者のやってきたことを踏襲しているだけという職員が少なく
ない。そのため，ときに法令にそぐわない事務処理が代々受け継がれ，継続して
いる事態が生じている（注4）。

③

債務者に係る情報の入手・共有ができていない。
自力執行権のない債権については，地方税などの自力執行権のある債権と異な
り，債務者の財産等についての強制的な調査権がない。また，個人情報保護法や
個人情報保護条例に定める制約があるため，個人情報の入手が難しく，また，所
管課間の情報の共有が難しい。そのため，せっかく判決を取得しても，財産の有
無・所在が不明なため強制執行ができないなど，実効性のある債権管理回収が困
難な状況にある。

(4) 滞納が累積する要因
①

マンパワーの不足
行政需要は拡大の一途をたどっていると思われるが，他方，地方公務員の数は，
減少傾向にある。そうした状況の中，担当職員は本務に忙しく，なかなか債権回
収業務にまで手が回らないというのが実情である。

②

ノウハウの不足
債権管理回収に関する法令知識は多岐にわたり，実際に業務を遂行する際のノ
ウハウの取得が必要である。しかるに，数年で人事異動があり，やっと習熟して
きたころに異動となってしまうことがしばしばである。そのため，債権管理に習
熟した職員が少ないというのが債権管理の現場の実情である。
地方税以外の自力執行権のある債権，例えば，介護保険料，保育料については，
ほとんど滞納処分が行われていないが，その原因の一つは，この種の債権を担当
する職員に滞納処分についてのノウハウがないことにあると思われる。

注4

地方自治法第 240 条第 2 項，地方自治法施行令第 171 条の 2 は，督促後相当の期間を経過してもなお履

行がないときは原則として訴訟提起等の法的手続を採らなければならない旨規定しているが，そのとおり
に法的手続を採っている自治体は少ない。

また，自力執行権のない債権（私債権，非強制徴収公債権）の場合，任意の支
払いがなければ，原則として訴訟を提起し，強制執行の手続を採らなければなら
ない。しかしながら，自治体職員のほとんどは民事訴訟法や民事執行法について
の知識，経験に乏しく，法的手続を採った経験もない。そのことが法的手続を控
える理由の一つになっていると思われる。
③

人口規模の大きくない自治体における特殊事情
加えて，我が国には約 1700 の自治体があるが，そのうち約 7 割が人口 5 万人
以下である。こうした人口規模の大きくない自治体にあっては，地方公務員と住
民の関係性が密接であるがゆえに，本来対応すべき債権回収業務について消極的
になりかねないという実態がある。

２

政府の取組
(1) 閣議決定
政府は，2005 年 3 月 25 日付け「規制改革・民間開放推進 3 か年計画（改定）」及
び 2006 年 3 月 31 日付け「規制改革・民間開放推進 3 か年計画（再改定）」において，
地方税及びその他の公金の徴収・収納について，民間活用，民間開放を推進すべき
ことを閣議決定している。
(2) 総務省の取組
総務省は上記 2005 年 3 月 25 日付け閣議決定を受けて，2005 年 4 月 1 日付けで都
道府県税務主管部長ら宛てに通知（注5）を発し，地方税徴収に係る民間活用の具体
的な方策を示し，各自治体において，地方税の徴収に係る民間活用の推進を図るよ
う通知した。
また，総務省は 2007 年 3 月 27 日付け都道府県税務主管部長ら宛てに通知（ 注6）
を発し，重ねて地方税徴収に係る民間活用の具体的な方策を示し，更なる民間活用
の推進を図るよう通知した。
(3) 内閣府その他の省庁の取組
内閣府は，2012 年 2 月「地域の公共サービス改革『公金の債権回収業務』～官民
連携に向けて～」を公表し，公金債権回収についての官民連携の考え方についてま
とめている。
また，各省庁は，所管の事業にかかる公金（例えば，国土交通省は公営住宅家賃）
の回収について民間活用すべきことを都道府県宛てに通知を発している。

３

公金債権の管理回収に弁護士会・弁護士が関わる意義
政府や省庁が推進する公金債権に係る民間活用，民間開放は，規制緩和，構造改革
（「民でできるものは民へ」がその柱の一つ）の理念を具体化するものとして唱道され

注5

総税企第 79 号「地方税の徴収に係る合理化・効率化の一層の推進について」
（総務省自治税務局長通知），

総税企第 80 号「地方税の徴収に係る合理化・効率化の推進に関する留意事項について」（同企画課長通知）
注6

総税企第 54 号「地方税の徴収対策の一層の推進について」（総務省自治税務局長通知），総税企第 55

号「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」（同企画課長通知）

ており，民間の担い手として想定されているのは，弁護士だけではない。司法書士，
サービサー，更には一般企業などもその担い手として想定されている。
しかし，弁護士会・弁護士が公金の管理回収に関わる意義は，主として次の述べる
ところにあり，規制緩和，構造改革の観点からのみ捉えるのは相当ではない。
(1) 自治体における法の支配の貫徹
債権管理は法令に則って行われなければならない。しかるに，公金債権の管理回
収に関係する法令は多岐にわたっており，自治体の職員にとって法律の専門家であ
る弁護士の支援は必要不可欠である。
職員研修や法律相談などを通じて，債権管理に係る法令知識，ノウハウなどを自
治体の職員に提供し，法的思考及び遵法精神のかん養に寄与することができる。
自治体の債権管理の分野では，判例も少なく，文献も少ない。弁護士によるメー
ル相談の実施や公金債権の管理回収に係る書籍を出版することにより，判例や学説
の不足を補充することができる。
(2) 福祉の増進
自治体が有する債権は福祉的な債権が多い。公金の管理回収は，ただ単に回収す
ればよいというものではなく，債務者に対する福祉的配慮や自立に向けた支援が必
要な場合が少なくない。弁護士は人権擁護と社会正義の実現を使命とする職業であ
り，そのような場合に，弁護士の知識，経験等を債務者の福祉の増進，経済的更正
のために活かすことができる。滞納者の中には多重債務者や生活困窮者も少なくな
い。そのような方々にそこから抜け出す具体的な方策をアドバイスすることも債権
管理回収を担当する弁護士の重要な任務である。
(3) 公平性の確保
自治体職員が催告しても無視を決め込んでいた債務者であっても，弁護士から催
告を受けると，かなりの割合の者が弁護士に支払の意思があることを表明する。弁
護士からの催告に対して反応しなかった債務者であっても，裁判所から呼出状がく
れば，かなりの割合の者が弁護士に支払の意思のあることを表明する。
このように，弁護士が関与することによって，従前は滞納状態にあった債権の多
くが解決されることになり，そのことが公金の債権管理回収おける公平性の確保に
つながる。
４

自治体等連携センター公金債権部会の取組状況
(1) 公金債権の管理回収に係る自治体の弁護士ニーズの把握
①

日弁連が 2013 年から 2014 年にかけて実施した「地方行政分野における法的ニ
ーズ把握のためのアンケート」について検討した。

② 「内閣府地方公共サービス小委員会報告書」
（2014 年 3 月），コンサルティング
会社が上記小委員会に提出した「自治体の公金債権回収促進のための民間委託に
関する調査報告書」（2014 年 2 月）について検討した。
(2) 弁護士会の取組状況の把握
①

自治体等連携センター公金債権部会（以下，本項において「当部会」という。）
の委員に対し所属弁護士会の取組状況について書面による報告（アンケート）を

求めた。
また，当部会開催日に出席した委員から口頭で説明を受けた。
②

先進的な取組をしている大阪弁護士会，東京弁護士会，岡山弁護士会の取組と
その成果について上記弁護士会に所属する当部会の委員から具体的な説明を受け
た。

(3) 自治体職員向け債権管理回収に係る研修会の開催
①

内閣府主催の研修に対する支援
内閣府（公共サービス改革推進室）は，2012 年 2 月から 2014 年 8 月にかけて，
東京（4 回），札幌，福岡，大阪，名古屋において，自治体職員向けに債権管理に
関する研修を実施した。当部会の前身ともいうべき日弁連「公金の債権回収問題
検討協議会」は，内閣府の要請を受けて，地元弁護士会と協働して，会場の確保，
講師の派遣等の協力を行った。

②

地元弁護士会主催の研修に対する支援
当部会は，内閣府（公共サービス改革推進室）の協力の下，次のとおり，地元
弁護士会の主催による自治体職員及び弁護士を対象とする債権管理に関する研修
を支援した。

５

2015 年 1 月 19 日

新潟（新潟日報メディアシップ 2 階）

2015 年 2 月

岡山（ピュアリティまきび 2 階）

4日

各弁護士会の取組状況
(1) 東京弁護士会
2005 年 9 月，江戸川区の依頼を受け，東京弁護士会弁護士業務改革委員会の委員
有志が同区職員を対象に債権管理回収に関する研修を行った。その後，同委員会の
有志が同区の依頼を受け債権管理条例，債権管理マニュアルの策定に関与した。
2007 年 4 月，会内に自治体法務に関わる法律の習得，研鑽，研究を目的とする東
京弁護士会自治体等法務研究部（以下「本研究部」という。）が設立され，以後，自
治体職員を対象とする研修，メールによる法律相談，債権回収案件の受任等は，本
研究部の部員が担当しており，本研究部は，債権管理回収の分野における自治体ニ
ーズの受け皿になっている。
ちなみに，2007年9月から2015年3月31日までの間に，江戸川区から受任した同区
の生活一時資金貸付金の案件は，合計3457件，回収額は4億8560万円（回収率約60
％）に達している。また，江戸川区以外にも，練馬区（応急小口資金等），品川区（
奨学金等），大田区（奨学金，住宅等），世田谷区（奨学金等）等から依頼を受け，
本研究部部員が案件処理を担当している。
なお，詳細は別添資料（資料6-8）を参照していただきたい。

(2) 大阪弁護士会

2006 年以降，弁護士業務改革委員会と行政問題委員会が中心となって自治体の債
権管理回収の問題について取り組んできたが，2008 年度に両委員会のメンバーを中
心に「自治体債権管理研究会」を組織し，同研究会は 2009 年度に河内長野市から自
治体の債権管理に関する報告書の作成業務を受任したのを皮切りに，自治体債権管

理に係る研修講師の派遣，債権管理回収業務の受任弁護士の紹介，相続財産管理人
選任申立ての受任，自治体職員との相談事例検討会の開催，自治体債権の管理回収
にかかる図書の出版等の活動を行ってきている。
2013 年 4 月に行政連携センターが発足し，自治体，行政からの依頼の窓口になっ
ており，債権管理分野について上記研究会がその受け皿となって担当弁護士を推薦
している。また，某自治体の外郭団体の債権回収案件では，同研究会の名義で受任
し，担当弁護士は同研究会のメンバーから選任のうえ担当し，2010 年度から 2013
年度にかけて回収額 3836 万円（回収率約 50％）となっている。
なお，詳細は資料編 （資料 6-14） を参照していただきたい。
(3) その他の弁護士会

当部会の委員からの報告によれば，東京弁護士会，大阪弁護士会を除いて，自治
体からのニーズに応える具体的な取組をしている弁護士会はないようである。
横浜弁護士会，京都弁護士会，愛知県弁護士会，岡山弁護士会，札幌弁護士会な
どでは，弁護士会内の組織ではないが，会員有志による団体が組織され，自治体か
ら相談を受けたり，回収案件を受任したりしているとのことである。
６

見えてきた課題
(1) 自治体のニーズがいまだ潜在的なものにとどまっていることについて
上記のとおり，公共サービスにおける民間活用は時代の大きな流れであり，政府
もこれを推進しているところである。また，日弁連が行った前記アンケート調査の
結果などからすると，自治体が債権の管理回収に高い関心を示していることが見て
取れる。
前述した研修はいずれも満員の盛況であり，会場の規模により 80 名から 180 名程
度が研修に参加している。参加者募集は内閣府公共サービス改革推進室が行ってい
るが，狭い会場の場合，募集開始後数日で応募打切りになっている。このことから
も自治体職員の債権管理回収についての関心の高さがうかがえる。
しかしながら，多くの自治体において，その関心の高さが直ちに弁護士に対する
具体的な業務委託には結びついておらず，いまだ自治体のニーズは潜在的なものに
とどまっているというのが実情である。債権管理回収に関する案件を弁護士に委託
するには予算に計上しなければならず，庁内の合意形成が必要である。そのハード
ルを越える程には自治体のニーズが高まっているとは言えないのであろう。
(2) 弁護士会がいまだ自治体のニーズに応える体制が整っていないことについて
上記当部会委員からの報告によれば，東京弁護士会，大阪弁護士会を除いて，自
治体からのニーズに応える受け皿づくりについて具体的な取組をしている弁護士会
はないようである。
各弁護士会においては，自治体のニーズの存在や業務上のメリットに懐疑的な意
見があること，公金の回収業務は，そもそも弁護士の使命から外れるのではないか，
顧問弁護士の業務を侵犯するのではないか，という疑問が存することなどを理由に，
公金債権に弁護士が関わることについては消極的な意見が強いとのことである。
自治体のニーズは高いと思われるのに，弁護士会が自治体のニーズに応えていな

いことは問題である。どのような形で弁護士会が関与すべきかは，今後各弁護士会
において検討されるべき問題ではあるが，しかるべき対応は必要である。
７

今後の展望・方向性
自治体が扱う債権は，自治体が様々な行政目的の下に行う事業に伴って発生するも

のであり，自治体が扱うほぼ全ての法領域が関係する。したがって，公金を扱う者は，
民法，民事訴訟法，民事執行法，破産法，民事再生法や各種行政法規，税法等に精通
している者でなければならない。また，前述したように，債権管理回収は，ときに福
祉的考慮や債務者の経済的更正に向けた支援が必要である。その点からして，プレイ
ヤーとしては弁護士が最も適している。そうであるにもかかわらず，このままだと，
サービサーや司法書士などが公金を扱う主要プレイヤーになってしまうかも知れな
い。そこで，自治体との意見交換会を実施し，公金を扱う者として弁護士が最適任で
あること理解してもらうことが大事であり，これこそ，日弁連や各弁護士会が担うべ
き役割である。
他方，全国各地の弁護士に公金債権についての関心を持ってもらうことが大切であ
る。前記研修は，これに参加している自治体の職員の熱気を弁護士が直に感じること
のできる絶好の機会であり，また，自治体の職員と知り合う絶好の機会でもある。そ
れゆえ，今後も全国各地で上記研修と同様の研修を実施していくことを，当面，当部
会の主要な活動とする所存である。
最後に，自治体のニーズに応えるには，日々の研鑽が必須である。単に弁護士であ
るというだけでは，自治体のニーズに的確に応えることはできない。自治体のニーズ
に応える受け皿としての役割と弁護士の研鑽の場としての研究会ないしはこれに類す
る組織を作るよう弁護士会に働きかけていく必要がある。

第６
１

外部監査・第三者委員会部会の活動状況
はじめに
地方自治法の改正により，1999 年 4 月から，都道府県，政令指定都市及び中核市に

包括外部監査が義務付けられているが，既に 15 年以上が経過するも，弁護士が包括外
部監査人に選任される例が，対象自治体の 1 割程度にしかなっていない。
このような実情を踏まえ，弁護士がこの分野に進出し，自治体におけるコンプライ
アンスの実現にもっと寄与すべきであるとの考えから，本部会は設立された。そして，
自治体の活動に対しては，この分野にとどまらず，より広い場面でのチェック機能が
弁護士に期待されるのであり，その一つとして第三者委員会が考えられるため，これ
をも部会の活動対象としようとしたものである。
ただ，現状においては，包括外部監査についての活動が中心であり，第三者委員会
に対する活動はほとんどなされていないため，ここでは，包括外部監査についての報
告が中心となる。

２

外部監査の現状と問題点
(1) 外部監査について
①

はじめに
外部監査は，従前の監査制度の問題点として指摘されてきた，監査機能の専門
性と独立性を強化することによって，自治体の監査機能に対する住民の信頼を高
めることを目的として導入されたもので，包括外部監査と個別外部監査がある。
そして，この内容は，地方自治法第 252 条の 36 以下に規定されているが，1998
年 10 月から導入が可能となり，1999 年度からは，都道府県，政令指定都市及び
中核市では，包括外部監査が義務付けられており，その他の自治体においても，
条例で制定することによって導入は可能である。

②

制度について
包括外部監査とは，当該自治体と包括外部監査契約を締結した，包括外部監査
人が，期間内（会計年度）に自由にテーマを設定して行うものであり，連続して
4 回，同一の者が包括外部監査契約を締結することはできない。

③

外部監査人になり得る資格者
包括外部監査人には，地方自治法上，弁護士，公認会計士，実務経験者のほか，
税理士も就任することができることになっており（地方自治法第 252 条の 28），
外部監査人は補助者を選任することができる。

(2) 包括外部監査人・補助者の選任状況
このように，監査人になり得る資格者の一つに弁護士が規定されている。そして，
同じ監査人が 3 年を超えては選任されることがないため，各自治体においては，1999
年度以降，少なくとも，6 名以上の監査人が選任されていることになるが，ほとん
どの自治体では，監査人に公認会計士が選任されており，弁護士が選任されている
のは，全体の 1 割程度である。
そして，制度導入から，一度も弁護士が監査人に選任されたことがない自治体は
7 割以上存在しており，誰も監査人になったことがない弁護士会も少なくない。し
かも，包括外部監査は，監査人が補助者を選任してチームで監査をしていくことに
なるが，公認会計士が監査人になっても，補助者に弁護士が選任されず，監査する
チームの中に，弁護士が 1 人も入っていないケースも多数存在している。ちなみに，
1999 年度から 2014 年度までの監査人・補助者の選任状況は次のとおりである。

監査人・補助者内訳

（単位：名）

監査人

補助者

1999年

86

7

76

行政実務
行政実務
弁護士 公認会計士 税理士
その他 合計
精通者
精通者
2
1
23
429
17
6
84 559

2000年

91

7

81

2

1

2001年

95

8

84(1)

2

1

2002年

100

8

88(1)

3

2003年

104

7

94(1)

2

2004年

108

9

95

3

2005年

111

6

101(2)

2006年

114

7

104(1)

2007年

113

9

2008年

118

2009年

119

2010年

119

2011年
2012年

年度

自治体合計 弁護士 公認会計士 税理士

29

439

22

1

46

451

1

43

477

1

40

4
3

104(3)

11
10

9

81

580

38

136

671

39

132

691

497

40

133

710

30

526

39

134

729

36

519

34

130

719

0

41

479(5)

23

133

676

102(3)

5

45

434

67

117

663

102(4)

7

44

436

65

121

666

8

103(3)

8

45

487

56

147

735

118

7

106(4)

5

46

513

48

148

755

119

11

103(4)

6

48

530

51

119

748

2013年

121

12

104(2)

5

60

559

29

119

767

2014年

119

12

101(3)

6

〈注〉いずれも全国市民オンブズマン連絡会議包括外部監査評価班「包括外部監査の通信簿」からの数字を拾った
もので，監査人補助者の数は，2000年度(平成12年度）までは，総務省調査による数字であるが，その後は，
上記オンブズマンの調査による数字であって，2001年度(平成13年度）は統計がなされておらず，2002年度
（平成14年度）からは，「行政実務精通者」の数は区別されていない。
※1

2001年度（平成13年度）から2003年度（平成15年度）までの公認会計士のかっこ内の数字は，弁護士，税理
士の資格を有する者の数

※2

※1以外のかっこ内の数字はいずれも公認会計士と税理士を兼務している者の数

(3) 外部監査業務と弁護士
①

外部監査の目的
外部監査の目的として，いわゆる３Ｅ監査（効率性，経済性及び有効性）が挙
げられるが（地方自治法第 252 条の 27 第 2 項，第 2 条第 14 項，同第 15 項参照），
その前提として，適法性，正当性・妥当性に関する監査も当然に期待されている。

②

弁護士にとっての外部監査業務
弁護士は，破産，企業再生事件を扱っており，ときには，企業不祥事案件等で，
企業の決算書類に接する機会も少なくなく，公認会計士・税理士のように会計・
税務の専門家ではないが，会計についての一定の知識を有するものであり，必要
に応じて，公認会計士・税理士の協力の下，事案の解決を図っているところであ
る。したがって，弁護士において，自治体の財政を把握して，その財務執行の問
題点を監査していくことに何らの支障はない。
むしろ，弁護士は，日常業務の中で，関係者からの聴取，証拠との突合等によ
って，事実認定を行っているのであって，このように，事実を把握する能力は，
監査業務を行うに当たっても，最も必要とするところである。
しかも，弁護士は，その活動する場面は広く，様々な問題に関心を示している

のであり，自治体の活動するいろいろな場面の中から，問題点を拾い上げること
にも長けていると言える。
③

外部監査における法的視点の必要性
ア

外部監査では，会計・財務の視点からの監査のみが期待されているのではな
く，その導入経緯から見ても，法的視点からの監査も必要とされている。その
ため，地方自治法第 252 条の 28 第 1 項においては，包括外部監査人になるこ
とができる専門家として，法律の専門家である弁護士と会計の専門家である公
認会計士が，実務経験者とともに，規定されている（なお，税理士は，同条第
2 項において規定されている。）。
そして，前記のとおり，いわゆる３Ｅ監査の前提として，適法性監査，正当
性・妥当性監査も求められており，適法性監査を行うに当たって，弁護士の法
的視点は不可欠であり，また，正当性・妥当性監査を行うにも，制度，規定の
趣旨，目的に翻って考えようとする弁護士の思考・視点が重要であることも疑
いのないところである。
実際，今までに作成された監査報告書においても，監査テーマ選定，監査の
視点，監査の手法等の点で，外部監査人が公認会計士のものと，弁護士のもの
とではかなり違っていると言える。例えば，公認会計士による監査の場合，制
度，規定は所与のものとして，その財務執行の問題点について監査を行う傾向
が強いのに対して，弁護士は，制度趣旨・目的にまで遡って，監査を行う傾向
が強く，そのため，従前，自治体職員において当たり前のものとして行われて
いることに対しても，問題点を指摘するものが少なくない。一方，弁護士によ
る監査に比して，公認会計士が監査人の場合には，数字面でのチェック，デー
タ集積，グラフ化等において，優れたものが多いとも言える。

イ

包括外部監査は，法律の専門家や会計の専門家が，監査人として監査を実施
していくのであるが，その中で，他の専門家を補助者として協力しながら行っ
ていくことになる。
そのため，法律家である弁護士の監査のみが優れており，弁護士による監査
のみが必要であると言うつもりはないが，少なくとも，制度導入から一度も弁
護士が外部監査人になることもなく，いわば，法律の専門家の視点・手法によ
る監査が一度もなされてない自治体があるとすれば，外部監査導入の趣旨から
考えて相当とは言えない。しかも，公認会計士が外部監査人である監査が続い
ている中で，補助者にすら，弁護士が選任されていないようではあまりに偏っ
た監査であると言わざるを得ない。

④

弁護士による外部監査の実績
包括外部監査に関しては，全国市民オンブズマン連絡会議（包括外部監査評価
班）によって，毎年，全ての包括外部監査報告書の評価がなされており，その中
で特に優れた報告書に優秀賞（毎年 3～5 件程度），その中でも最も優れたものに
はオンブズマン大賞（毎年 1 件。ただし，該当がない場合もある。）が授与されて
いる。そして，前記のとおり，弁護士が包括外部監査人になっているのは，全体
の 1 割程度であるが，2008 年度から 2013 年度まででみても，弁護士が監査人で

ある監査報告書が，オンブズマン大賞に 4 件（なお，2011 年度は，オンブズマン
大賞の該当がなかったため，直近 5 件のうち 4 件が弁護士のものである），オンブ
ズマン大賞以外の優秀賞にも 4 件が選定されている（注7）。
全国市民オンブズマン連絡会議の評価が全てではないが，上記の点からも，弁
護士による包括外部監査は期待され，実際に評価を受けていると言える。
(4) 弁護士が外部監査人に選任されていない理由
①

自治体の中には，包括外部監査業務を担う専門家が公認会計士であるかのよう
に誤解しているところがあるのも事実である。
そのため，監査人を選任するには，公募制，推薦制（士業団体に推薦依頼をす
る方法。なお，1 団体に対してのみ推薦依頼をする例もあるが，多くは，複数団
体に推薦依頼をして，推薦を受けた複数の者から選任している。）等の方法がある
が，公募に当たって，応募資格を公認会計士のみに限定したり，推薦依頼を公認
会計士協会にのみ行っている自治体もある。しかし，最初から，包括外部監査人
に選任する資格者を公認会計士に限定している選任方法は極めて問題である。
一部の自治体は，数年ごとに，弁護士，公認会計士（及び税理士）を交替で選
任しているが，やはり，公募や推薦依頼するに当たっても，最初から，弁護士を
排除した形での選任方法は改められるべきである。

②

一方，弁護士会の中においても，包括外部監査業務は弁護士が担う必要がない
と考えている弁護士会も一部にはある。そのため，自治体から，弁護士会に，外
部監査人の推薦依頼があった場合でも，誰も推薦しない会もあるようである。
しかし，前記のとおり，包括外部監査には，法的視点による監査も必要であり，
自治体の活動をチェックし，そのコンプライアンスを高めていくのは，弁護士の
使命であり，地方自治法においても，弁護士による監査が期待されている。
そのため，もし，包括外部監査人に弁護士が選任される必要はないとの考えを
持っている弁護士会があるとすれば，その考えを改めていただきたい。

③

そして，包括外部監査人に選任するのを最初から公認会計士と決めて，公認会
計士協会のみに推薦依頼をしたり，公募するに当たっても，資格者を公認会計士
に限定したりしている自治体に対しては，各弁護士会において，当該自治体に対
して，その選任方法を改めるよう申し入れるべきである。

３

包括外部監査制度に対する部会での取組
(1) 従前の取組
日弁連では，外部監査制度導入当時から，弁護士業務改革委員会（当時，弁護士
業務対策委員会）が対応しており，2013 年度までは，同委員会の行政分野関連小委
員会で対応していた。
具体的な活動内容としては，次のものがある。
①

研修会の開催

注7 2014 年度についても，弁護士である監査人の報告書が，オンブズマン大賞と優秀賞（優秀賞 2 件のうち
1 件）を受賞している。

各弁護士会での研修，日弁連ライブ実務研修，e ラーニング研修
②

経験者交流会
監査人・補助者経験者間での情報交換（年 1 回実施）

③

マニュアル作成
研修会でテキストとして使用していたものをベースに 2007 年度に作成。

(2) 当部会における取組
自治体に対しては，日弁連よりも各弁護士会によって，働きかけることが望まし
いとの考えの下，全国全ての弁護士会が，包括外部監査人に弁護士が選任されるべ
きであるとの認識をもって，積極的に働きかける必要があると考えている。
そのため，従前から行われている会員に対する研修，情報提供等のほか，弁護士
会に対する働きかけを重点的に行ってきている。
①

会員に対するもの
ア

外部監査人経験交流会の実施
制度導入当時から毎年実施されているもので，外部監査人・補助者経験者と
新たに外部監査人・補助者に選任された者の間で，情報・意見交換を行うもの
であり，当部会においても開催している。今後は，日弁連として，ここでの議
論について情報を集積するとともに，それ以外の形でも，経験のある弁護士，
弁護士会からの情報収集を進めていきたいと考えている。

イ

外部監査のための研修の実施
従来，包括外部監査人の経験がある弁護士が講師となり，実際に行った監査
の内容を中心とする研修が多かった。そのため，監査を実施するに当たっての
基礎的知識である自治体の財政の仕組み，監査委員の活動内容等についての研
修は実施されておらず，また，そもそも，監査人に選任されるための手順，仕
組みに対する研修も十分であったとは言えない。
そこで，前者については，2015 年 6 月に，「包括外部監査制度の現状と課題
（包括外部監査は弁護士の仕事！）」「監査委員監査の現状と課題」「自治体の
財務会計」の 3 テーマで研修を実施し，後者については，今後，弁護士会ない
し弁護士会連合会において，研修を実施することを計画している。

ウ

包括外部監査マニュアルの改訂
2007 年 10 月に「包括外部監査マニュアル－平成 19 年度版」が，日弁
連弁護士業務改革委員会外部監査人制度運営小委員会の編集の下で作成され
ている。このマニュアルは，監査制度の説明とともに，監査人に選任されてか
らの流れに沿ってまとめられたもので，モデル書式や参考となる裁判例も紹介
されており，初めて外部監査人になった者には大変役に立つものであり，本年
度にその改訂版を発刊した。

②

弁護士会に対するもの
ア

実態調査（アンケート）
2014 年 8 月 8 日付け「包括外部監査制度への対応及び実態調査について（依
頼）」によって，各弁護士会に対して，包括外部監査人を推薦できる体制づく
りを要請するとともに，監査対象団体（自治体）の選任方法，推薦状況等の実

態調査を行った。
イ

自治体への働きかけの呼びかけ
2014 年 10 月 16 日付け「包括外部監査対象団体等への働きかけについて（依
頼）」によって，対象団体に向けての要望書（案）も添付して，各弁護士会に
対して，監査対象団体への働きかけとともに，2015 年 4 月 1 日から特例市が廃
止されることにより（5 年の猶予期間あり），中核市に移行する自治体もあるた
め，特例市への働きかけも要請した。

ウ

リーフレットの作成（資料 6-9）
自治体への説明用リーフレットを作成し，2015 年 7 月 15 日付け「包括外部
監査対象団体への働きかけの再度のお願い」によって，同リーフレットを使っ
た，監査対象団体への働きかけを要請するとともに，特に，公認会計士協会の
みに推薦したり，公募に当たって応募資格を公認会計士に限定している監査対
象団体への対応を強く求めた。

③

重点弁護士会の選定
包括外部監査人は，3 年を超えては同じ監査人が選任されないことから，多く
の自治体では，2～3 年ごとに監査人が交替しており，新たな監査人が選任される
年度も予想がつく。そのため，次年度に監査人が交替する自治体においては，候
補者の募集（ないし推薦依頼）がなされるため，これに対応する弁護士会を重点
弁護士会として選定し，バックアップを進めようとしている。

４

まとめ
(1) 自治体の監査制度については，2008 年頃から，改正の動きがあり，包括外部監査
制度についても，その存続を含め，議論がなされているところである。
ただ，包括外部監査は，専門家である包括外部監査人が，当該自治体において問
題と思われる分野からテーマを選定して，監査をするものであり，その監査内容が
当該自治体の活動に反映されるほか，当然，同じ問題を抱える他の自治体に対して
も一定の効果を及ぼすことも期待できるものである。
そのため，監査制度の改正の動きについては，日弁連としてきちんと対応できる
ようにしていくつもりである。
(2) 弁護士が包括外部監査人・補助者として，自治体の財務執行状況を監査すること
は，自治体のコンプライアンスを推進するためにも必要なことである。
そのため，弁護士ないし弁護士会が，弁護士が包括外部監査人に選任されること
の意義を理解し，積極的にこの分野に進出することが必要であり，そのためのバッ
クアップを日弁連がしていくことになる。
また，財務執行に関しても，包括外部監査という形でなく，自治体側から提示さ
れた個別テーマについて，個別外部監査人が選任される場合にも弁護士が担うべき
役割は大きく，財務執行以外の場面で，自治体の活動の中で生じた問題を解明する
ための第三者委員会においても，弁護士が果たす役割は大きい。

第７
１

福祉分野における自治体・福祉事業者との連携
福祉分野における弁護士，弁護士会の役割

(1) 福祉分野の現状
「超高齢社会の到来」，「障がい者の権利の保障」，「貧富の差の拡大」，「子ど
もを取り巻く環境の変化」，「労働環境における女性差別や離婚増加による女性の
貧困化」などのキーワードが毎日のように新聞紙上をにぎわせているが，高齢者，
障がい者，子ども，貧困者，女性など，権利を侵害されやすい社会的弱者と呼ばれ
る人たちを取り巻く環境が，近年，大きく変化している。また，このような変化に
伴い，福祉の担い手である国，自治体等行政の役割が大きくなり，民間事業者が多
数参入する中で等，その権利が侵害される場面も増加している。このような現状を
踏まえて，我が国では，高齢者，障がい者，子ども，貧困者，女性等の権利を擁護
するための公的な仕組みづくりや救済方法の確立が急務となっており，社会のニー
ズとして，弁護士，弁護士会についても，今まで以上に，福祉分野の隅々まで法の
支配を及ぼし，当事者の権利擁護を果たす役割が求められていると言わなければな
らない。
(2) これまでの日弁連・弁護士会委員会の活動
福祉分野において，日弁連，各弁護士会では，以下のとおり，各当事者に対応す
る専門の委員会等を設置し，当事者を支援し，その権利を擁護する活動を行ってき
た。例えば，日弁連では，福祉関連の委員会として以下の各組織を設置している。
高齢社会対策本部（2009 年〜2015 年）
高齢者・障害者の権利に関する委員会（1998 年〜2015 年）
日弁連高齢者・障害者権利支援センター（2015 年〜）
子どもの権利委員会（1992 年〜）
貧困問題対策本部（2010 年〜）
両性の平等に関する委員会（1976 年〜）
①

など

高齢者・障がい者分野
各地の弁護士会は，「高齢者・障害者支援センター」等を立ち上げ，そのセン

ターを中心にした支援活動を行ってきた。なお，従前，各地の弁護士会で行って
いる活動に地域差があったことから，日弁連では，2011 年から，各地の弁護士会
の支援センターが行うべき標準事業内容を定めて，「ひまわりあんしん事業」と
名付け，各地の弁護士会に実施を依頼し，現在，ほとんどの弁護士会で，標準事
業が実施されるようになっている。
ア

ひまわりあんしん事業（標準事業）
2011 年から各地の弁護士会で順次実施。電話相談・出張相談（2015 年 5 月現
在，52 弁護士会のうち 48 弁護士会で実施）を中心に据え，弁護士に相談しや
すい環境整備（法律相談のバリアフリー化）を進めている。相談業務に併せ，
自治体，地域包括支援センター，社会福祉協議会等の福祉関係機関との連携，
資力の乏しい当事者を支援するための日本司法支援センター（法テラス）との
連携，高齢者，障がい者福祉に関わる精通弁護士の養成，支援も行っている。

イ

その他の活動（権利擁護の集い開催，虐待対応専門職チームの設置等）
ひまわりあんしん事業実施に加え，2003 年から地域の福祉関係者，自治体，
弁護士会と福祉関係ネットワークを構築，活性化することを目的として「権利
擁護の集い」を毎年各地で開催している。また，2006 年からは，公益社団法人
日本社会福祉士会と連携して，自治体に対し，高齢者や障がい者の虐待対応ア
ドバイザーとして，「虐待対応専門職チーム」を養成，派遣している（2013 年
10 月現在，52 弁護士会のうち 37 弁護士会で実施。）。

②

子ども分野
各地の弁護士会に専門相談窓口設置を進め，全国で 7 割の弁護士会（2014 年 10
月現在，52 弁護士会のうち 40 弁護士会）が，子ども専門の法律相談窓口を設け，
いじめ，事故，虐待，親子関係，非行等の専門相談を行っている。また，2013 年
に「いじめ防止対策推進法」が施行され，学校や自治体の責務としていじめ予防，
早期発見，適切な対応が規定されたことに伴い，近年，自治体や学校が設置する
第三者委員会への弁護士派遣が増加しており，「経験交流会」を開催するなどし
ていじめ問題についての最新の議論状況に関する情報共有や対応できる人材の養
成も行っている。さらに，1991 年から，付添人の「全国付添人経験交流会」を毎
年開催し，この分野で適切な活動できる質の担保された弁護士の養成も図ってい
る。

③

貧困分野
貧困問題対策本部では，全国の弁護士会に生活保護等の貧困問題について専門
相談窓口を設置するための活動を進め，相談体制を構築するための「相談体制構
築マニュアル」を刊行して，各地の弁護士会に送付，自治体との連携体制構築を
促している。併せて，「貧困問題対策に関する全国協議会」を毎年開催して，各
地の情報共有や，この分野に専門的に関わることができる人材の育成も進めてい
る。また，貧困等を原因とする自殺者増加を踏まえ，国の自殺対策強化月間にお
いて全国一斉「暮らしとこころの総合相談」を実施し，自治体（自殺対策協議会），
日本精神保健福祉士協会，日本ソーシャルワーカー協会，日本臨床心理士会，日
本精神神経科診療所協会等と連携した，いわゆる「ワンストップ相談」の実施も
行っている。

(3) 福祉分野における弁護士・弁護士会の役割
このように，既に，日弁連や各地の弁護士会を通して，福祉分野で様々な活動が
行われてきたが，その活動は，以下のとおり，大きく 3 つに整理できる。
①

当事者の代弁，権利擁護
・成年後見／未成年後見制度の利用支援
・ホームロイヤーとして支援
・子どもの（手続）代理人，付添人として支援
・生活保護申請の同行支援

②

福祉の実施主体である自治体の支援
・アドバイザー（虐待・ＤＶ・いじめ等の困難案件）の派遣
・第三者委員会（虐待・ＤＶ・いじめ等の調査，検証）の委員派遣

・職員研修・市民向け講演会講師の派遣
・市民向け専門相談の相談員派遣
・条例，規則等の制定支援
③

福祉サービスを提供する民間団体等の支援
・コンプライアンス体制の構築
・社員（ＣＷ）研修講師の派遣
・労働問題への対応
・事故（介護，学校等）の対応

２

自治体等連携センター福祉部会の活動
(1) 「福祉部会」の設置目的
弁護士会及び弁護士は，高齢者，障がい者，子ども，貧困者，女性，犯罪被害者
等の権利を擁護するという社会的使命に基づき，これまで，当事者を，直接支援す
る活動（上記１(3)にいう①当事者の代弁，権利擁護）を中心に行ってきた。しかし
ながら，近年の社会的弱者の置かれた立場から福祉の役割が飛躍的に増大している
ことや，日弁連が 2013 年度に実施した「自治体アンケート」によれば，69％もの自
治体が，福祉分野において，弁護士，弁護士会との連携に興味を有していること等
も踏まえると，これまで重視してきた当事者を直接支援するという活動に加え，福
祉の実践主体である自治体や福祉サービスを提供する民間団体が，適切にそのサー
ビスを実施することができるよう支援する活動（上記１(3)にいう②福祉の実施主体
である自治体の支援，③福祉サービスを提供する民間団体等の支援）にも力を入れ
ていく必要がある。自治体や福祉サービスを提供する民間団体を支援することが，
福祉分野に法の支配を隅々まで行き渡らせることになり，結果として，当事者の支
援や権利擁護，住民福祉の増進につながっていくという発想を持つ必要がある。
このような視点から，自治体等連携センター「福祉部会」は，2014 年 6 月，日弁
連の福祉関連委員会を支援し，福祉を実施する自治体や福祉サービスを提供する民
間団体との連携を進めるべく活動を開始されることになった。具体的には，①日弁
連の福祉関連委員会の活動を支援し，各委員会が企画実施する事業をバックアップ，
全国展開を図っていく，②縦割りになっている福祉関連委員会の活動に横串を刺し
て，情報の共有や連携を図り，各委員会の活性化を図る，という二つが活動目的と
なっている。当部会では，設置後，直ちに福祉関連委員会に働きかけ，各福祉分野
における弁護士及び弁護士会の継続的な業務としての取組について検討をしてもら
った。その結果，いくつかの委員会から先進的な取組について提案があり，それを
日弁連のモデル事業として予算をつけ，実施を支援することになった。現在，実施
中のモデル事業は以下のとおりである。
(2)
①

福祉関連委員会等でのモデル事業について
地域包括支援センター・障害者相談支援事業所との連携モデル事業
介護保険法に基づき自治体が設置する地域包括支援センター，障害者総合支援
法に基づき自治体が設置する障害者相談支援事業所と弁護士会との連携を深め，
精通弁護士を派遣し，アドバイス，研修，法律相談等に応じ，高齢者・障がい者

に対する総合相談や権利擁護業務の担当職員に対する法的支援サービスの提供
を拡充する（高齢者・障害者権利支援センター企画）。
ア

大阪弁護士会（資料 6-10）（資料 6-11）
大阪府下の各市町村において，①毎月 1 回（2 時間），各市町村内の地域包括

支援センター・障害者相談支援事業所に担当弁護士が出向いて職員から相談を
受け，②電話，ファックス，メール等適宜の方法で，職員からの随時の相談に
対応する。
2014 年度（初年度）は，大阪市と堺市を除く 31 市 9 町 1 村の計 41 の自治体
のうち，29 地域包括支援センター，2 障害者相談支援事業所対象に無料で精通
弁護士を派遣。延べ相談日数 207 日，相談件数 412 件，学習会の開催 36 件であ
った。モデル事業と並行し，自治体と次年度以降の継続実施のため事業の予算
化を協議。その成果，平成 27 年度は 13 市町村で予算化，継続実施を合意（2015
年 5 月 31 日現在）。
イ

金沢弁護士会
事業の開始に当たり，地域包括支援センターとの関係づくりや利用のお試し

のため相談員を，石川県内の各地域包括支援センターに 1 名ずつ派遣し，市民，
福祉・医療関係者を対象とした一斉の無料相談会を開催。その後，各市町村の
地域包括支援センターに対する法律支援事業実施のための協定の締結を申入れ，
担当弁護士複数名によるチームを設定，職員からの日常的な相談に対応するほ
か，高齢者・障がい者本人，家族への法律相談（出張相談含む。）を実施，研修
講師，ケース検討会への出席などを簡易迅速に行える体制を構築する。なお，
面談，出張相談等は有料とするが，電話，電子メール，ファックスによる相談
は無料。
2014 年度は，27 か所の地域包括支援センターで無料一斉法律相談 70 件を実
施。2015 年度になり，5 市町村と契約締結（2015 年 5 月 31 日現在。その他 3
市町村で調印式待ち，5 市町村で引き続き調整中。）。
ウ

徳島弁護士会
徳島県下の全市町村（24 自治体）を対象とし，地域包括支援センター等の職
員から高齢者・障がい者に関する無料電話相談，職員から紹介された相談者本
人・家族・支援者に対する面談相談，ケース検討会等への弁護士派遣その他を
予定。2015 年 6 月，自治体を一同に集めた説明会を開催（24 自治体中 22 自治
体が参加），既に 3 市町村から申込がある状況（2015 年 6 月 29 日現在）。なお，
説明会の前に全市町村を弁護士が訪問し，説明会への参加を呼びかけ。

②

生活困窮者自立支援事業に関する連携モデル事業
2015 年 4 月施行の生活困窮者自立支援法に基づく相談支援事業を実施する自治
体に精通弁護士を派遣し，生活困窮者自立相談支援事業の実施に伴って生じる法
律相談ニーズに応える法的支援業務を行う（貧困問題対策本部企画）。
ア

大阪弁護士会
大阪市東淀川区，西成区，西淀川区を対象に，月 1 回，弁護士が出向く定例
相談のほか，電話等での相談，来所相談，出張相談を弁護士会の負担で一定期

間行うとしてモデル事業をスタート。その後，モデル事業と並行し，各市町村
と，事業実施のための予算化を協議。その結果，モデル事業の対象が，大阪市
全区と交野市に広がるとともに，茨木市及び東大阪市では予算化の上で相談事
業が開始される。現在も，複数の自治体と事業の実施を交渉中。
イ

兵庫県弁護士会
担当弁護士を決め（1 区域当たり原則として 2 名），相談担当職員又は支援担
当者からの相談を受けて法的助言を行い，必要があれば事件受任する。対象は
神戸市（2015 年 2 月〜2017 年 3 月），尼崎市（2015 年 3 月〜2016 年 3 月）。当
初は弁護士会の負担で（無償）実施。相談方法は，①定例相談（月 1 回 2 時間），
②電話等での相談，③来所相談（担当弁護士事務所），④出張相談（支援対象
者の自宅等）。モデル事業の実施と並行して，自治体における予算化を協議予
定。

ウ

愛知県弁護士会
名古屋市内 3 か所に設置される施設に対し，9 か月間（2015 年 7 月〜2016 年
3 月）を弁護士会の負担において（無償）実施予定。内容は，兵庫県弁護士会
と同様。

③

要保護児童対策地域協議会との連携モデル事業
児童福祉法に基づき被虐待児童など要保護児童等に対する支援機関として自
治体に設置されている要保護児童対策地域協議会と連携し，精通弁護士派遣，ア
ドバイス，法律相談等の法的支援を行う（子どもの権利委員会企画）。
ア

広島弁護士会
2015 年 4 月から 2016 年 3 月までの 1 年間，広島市要保護児童対策地域協議
会の実施する個別ケース検討会議や実務者会議に精通弁護士（原則として 1 名）
を派遣する。

④

福祉事業者と精通弁護士（高齢者・障がい者分野）とのマッチングモデル事業
高齢者・障がい者分野の諸制度や福祉サービス提供の実情，権利擁護支援等に
精通した弁護士を養成するとともに，高齢者の介護保険サービスや障がい者の福
祉サービスを担う福祉事業所と精通弁護士との関係を構築する（マッチング）機
会を創出する（高齢者・障害者権利支援センター企画）。
ア

広島弁護士会
2015 年 6 月，広島県下の社会福祉法人のうち高齢者・障がい者分野を実施事

業としている法人を対象にニーズ把握のためのアンケートを実施（県内 160 か
所の社会福祉法人が対象），精通弁護士養成講座の開催，福祉事業所向けのセミ
ナー開催を予定。
今後，当部会では，福祉関連委員会と連携し，上記各モデル事業を通して，全国
の弁護士会で実施するためのデータ収集，事業実施のための課題等を分析・検討，
その成果を各地の弁護士会で利用できるツール化する作業を進めていく予定として
いる。また，上記のほか，福祉関連委員会で新たな取組が企画されれば，それをモ
デル事業として認定し，当部会として支援していく予定である。
３

見えてきた課題及び展望

(1) 見えてきた課題
上記モデル事業の実施は道半ばであるが，事業実施に当たって，以下のとおり，
既にいくつかの課題が生じている。
①

モデル事業という形であっても，一度弁護士会として取組を開始すると途中で
やめることが難しくなる。そのため，一部の弁護士のボランティアになってしま
うことを懸念して（既にそのような経験も多い。），弁護士会の活動として取組
を始めることについて躊躇がある。

②

①に関連し，事業実施のための財源を確保することができない。

③

②に関連し，現場ではニーズが認められるが，そのニーズが，国や自治体等に
うまく伝わらず，制度，仕組みに反映されない。

④

一方，取組が国，自治体等に理解され，事業が実施されることになる場合には，
ニーズに応える精通弁護士を弁護士会においてそろえる必要があるが，①〜③の
事情により，精通弁護士を確保することが困難となるおそれがある

⑤

福祉関連委員会の取組として，これまで，立法・公的制度に対する意見の表明，

政策提言，人権擁護活動に注力してきた経緯があり，業務的な発想（弁護士業務
として正当な対価を得る）に乏しい。また，人権擁護の観点からは，「権利を侵
害する側」にもなり得る自治体や福祉事業者等と連携することが，本当に権利擁
護につながるのかという懸念，躊躇がある。法の支配を福祉分野に隅々まで及ぼ
すことが，結局のところ当事者の権利擁護，住民福祉の増進につながるという考
えが十分に浸透していない。
(2) 今後の展望
上記の課題も踏まえ，今後，当部会では，福祉関連委員会と連携し，以下の活動
を予定している。
①

モデル事業の実施や成果を通して，国，自治体に対し現場にニーズのあること
について理解を求め，予算付け等，事業実施のための財源確保につながるよう，
国，自治体等に働きかけを行う。なお，財源確保の一つの方法として，法テラス
を活用し，また，法テラスとの連携を更に進めることも検討する必要がある。

②

福祉分野に関する法務は，もはや弁護士であれば誰でも対応できる分野ではな
く，それぞれ高度に専門化しているため，精通弁護士の養成が必須となる。その
ための研修体制や情報提供の方法等を検討し，弁護士，弁護士会に提供していく
必要がある。

③

モデル事業や高齢者分野での活動（ひまわりあんしん事業）等をもとに，障が
い，貧困，子ども，女性等，これまで弁護士，弁護士会として自治体等との連携
が必ずしも十分とまでは言えなかった福祉分野について，自治体や福祉事業者等
との連携や福祉分野における弁護士業務としての取組が，当事者の権利擁護活動
や住民福祉の増進につながっていくという考えを意識できるよう情報発信してい
く。

第１９回弁護士業務改革シンポジウム

〈第７分科会〉

弁護士保険制度の発展とその可能性
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ける弁護士保険（権利保護保険）に関する調査報告書
カナダ法曹協会（ＣＢＡ：Canadian Bar Association）における弁護士保
険（権利保護保険）に関する調査報告書
Davies Ward Phillips & Vineberg 法律事務所における弁護士保険（権利
保護保険）に関する調査報告書
アッパー・カナダ弁護士会での弁護士保険（権利保護保険）に関する調査
報告書
STERLON 社（保険のアンダーライター会社）等に関する調査報告書
Assistenza Internationale 社（電話法律相談事業者）に関する調査報告
書
ケベック州弁護士会における弁護士保険（権利保護保険）に関する調査報
告書
米国のリーガル・プランに関する調査報告書
カナダ（オンタリオ州），アメリカ（カリフォルニア州）の法律事務所，
保険会社を訪問して
プリベント少額短期保険株式会社 弁護士直通ダイヤル・弁護士紹介サー
ビス利用状況（2015 年 7 月末日時点）
大阪弁護士会における初期相談担当者向け研修会資料
対象範囲を拡大した際の弁護士会の紹介態勢についてのアンケート結果の
分析
ドイツ Roland 社 企業向け権利保護保険の構成要素（参考資料）
ＬＡＣ制度における相談・着手から保険金支払までの流れ
ＬＡＣ制度における紹介弁護士に対するクレーム事例の分析
埼玉弁護士会法律相談センター運営委員会ＬＡＣ部会創設のお知らせ

第１

基調報告に当たって

弁護士保険（権利保護保険）では，交通事故紛争における弁護士費用を補償すること
が主であったが，近年，より広範囲の法的紛争を補償対象とする権利保護保険が販売さ
れ，その販売主体も複数となっている。今後，この種の保険が，多くの保険会社から販
売される可能性が高くなってきたと言ってよいであろう。そこで，どのような保険が望
まれているのか，日常紛争に接している弁護士の観点から，提案したい。そして，この
種の保険の販売が増加していくに当たり，保険会社を介して弁護士会が紹介する弁護士
の信頼性を，どのように確保していくのかということを，具体的に検討すべきである。
そのために，弁護士の信頼確保に係る問題点を取り上げ，今後，この種の保険が円滑に
発展するよう助力することにより，この保険の普及に貢献したいという想いから，今回
の分科会が実現したものである。
ここで取り上げる問題とその解決の方向性を議論することにより，弁護士会として，
この種の保険の発展を後押しすることができ，国民の司法アクセスの改善に貢献できる
はずである。今回は，我が国と同じく，この種の保険の立上げに弁護士会が大きく関与
したカナダにおける調査から得た知識等を提供しつつ，権利保護保険の新たな在り方に
ついて考えていきたい。
（第 7 分科会長：佐瀬 正俊）

第２
１

カナダにおける弁護士保険（権利保護保険）についての現地調査報告
調査の概要とその総括
カナダで販売されている権利保護保険には，(i)中小企業向けの同保険の販売，(ii)

同保険の普及につき，弁護士会などの深い関与，(iii)弁護士による電話相談の充実と
いう特色が存する。我が国では，未だ中小企業向けの権利保護保険は普及していると
は言い難く，また，日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）を含む弁護士会や
弁護士が同保険にどのように関与していくべきか，という点で今後の参考になる。そ
こで，日弁連リーガル・アクセス・センター（以下「日弁連ＬＡＣ」という。）では，
2015 年 4 月 12 日から 17 日にかけて，調査参加者 14 名（弁護士の他，山下典孝大阪
大学大学院教授，その他の有識者を含む。）により，カナダのオタワ，トロント及び
モントリオールでの調査を行った。（なお，本文中の 1 カナダドル（C$）の円換算額
は，本稿脱稿時の為替レートに鑑み，1 カナダドル（C$）＝100 円で計算する。）
(1) 首都オタワでは，①カナダ弁護士会連合会及び②カナダ法曹協会 1において，カナ
ダ全体における権利保護保険の普及状況や位置づけ，各団体の関与等につき聴取し，
弁護士会の関与という観点で非常に有益な示唆を得た。

1

その他カナダ財務省（Canadian Department of Finance）の税政策室（Tax Policy Branch）の Christian Charron
氏から，権利保護保険の税控除につき，ケベック州で付加価値税（ＶＡＴ）に係る税控除を弁護士らが主張し
ているが，連邦税ではそのような状況にはないという点を含め，様々な示唆を受けた。

(2) カナダ最大の都市であるトロントでは，主に 2，③アッパー・カナダ弁護士会，世
界最大の権利保護保険企業である DAS グループの④DAS Canada 社と事業者向けの権
利保護保険商品の企画等を行う⑤STERLON 社等にて，事業状況や弁護士会の関与，
保険商品の内容や事務処理等の説明を受けた。中小企業や専門職等の事業者向けの
権利保護保険や，国外の保険事業者による権利保護保険の引受けの可能性を示唆す
るものだった。
(3) ケベック州の最大都市モントリオールでの調査 3では，電話法律相談事業者である
⑥Assistenza Internationale 社と⑦FBA 社から，電話相談の実務を聴取した。この
電話相談では，相談者から書類等の徴求は行わないものの，弁護士が電話で対応で
きる範囲で，紛争解決方針に関するアドバイスのような相談まで行っており，その
需要が高いことが明らかとなった。また，⑧ケベック州弁護士会では，2012 年の報
告書での権利保護保険に係る 7 つの提言とその後の状況，権利保護保険についての
ケベック州弁護士会としての宣伝活動を聴取し，その関与の深さと度合いは，今後
の我が国における権利保護保険制度を考えるに当たって，参考になるものであった。
以下では，上記現地調査で得られた情報及び米国フィラデルフィアで行われた，リ
ーガル・プラン（以下「ＬＰ」という。）の普及のために米国法曹協会（ＡＢＡ）が
設立した団体（ＧＬＳＡ）の年次総会で得られた情報を含む，我が国における権利保
護保険制度に意義のある事項につき，都市毎に記載する。
なお，ＬＰとは，米国で主として団体向けの司法アクセス改善策として行われてい
る前払いリーガル・サービス・プランないしリーガル・サービス保険の総称とする。
２

オタワでの調査（カナダ弁護士会連合会【資料 7-3】・カナダ法曹協会【資料 7-4】）
カナダ弁護士会連合会は，カナダの弁護士約 10 万人の実務家が会員となる 14 の弁
護士会により構成される。弁護士会からの要請に従って運営されており，弁護士会間
の調整などが主で，主導的な役割は期待されていない位置づけである。カナダ弁護士
会連合会の司法アクセスについての常任委員会では，2012 年に権利保護保険等に関す
るメモランダムを作成する等，検討・研究を行っている。2012 年のメモランダムにて，
カナダでは，約 500 万人が権利保護保険やＬＰを享受できるのに，十分な利用はされ
ておらず，権利保護保険の存在を知らしめ，利用を推奨することが必要と分析されて
いる。実際，統計によれば，過去 3 年間で回答者のうち 33％は法的な問題に遭ったと
回答しているにもかかわらず，権利保護保険は必要ないと 56％の人が信じており，ま
たこの保険が高額だと思われている。そのため，カナダ弁護士会連合会では，一般市
民に周知するために，以下の 2 つの方策を考えている。即ち，①権利保護保険の補償
する範囲の拡大（特に家事事案への適用）により，そのニーズに応えるよう保険事業
者に要請すること及び②弁護士会や弁護士を通じて権利保護保険の認知度を上げるこ
とである。

2

そのほか Torys 法律事務所【資料 7-1】，Blakes 法律事務所【資料 7-2】，STERLON 社の企画した保険商品
につき，英国ロンドンのロイズでの引受けを手配している Am Trust 社などから，有益な情報を得た。
3
その他 Davies Ward Phillips & Vineberg 法律事務所【資料 7-5】から聴取した。

他方，権利保護保険における，保険会社と提携関係にある特定の弁護士（一般的に
「パネル弁護士」と呼ばれている。）や弁護士選任の自由の在り方について，カナダ
弁護士会連合会は，各弁護士会の判断に委ねており，弁護士選任の自由を重視するケ
ベック州弁護士会もあれば，アッパー・カナダ弁護士会のように，弁護士選任の自由
より，権利保護保険の販売促進によるスケールメリット（規模の利益）を得ることに
注力する方針のいずれをも，バランスの問題として認めている。なお，弁護士選任の
自由を，個人による選択の自由，選択する権利として尊重するカナダの文化の一端に
よるものと位置づけ，重要視している側面も垣間見られ，個々人の選択権を文化とし
て尊重すべきという考え方も一考に値する。
カナダ法曹協会は，3.8 万人の実務家を会員とする任意加入団体で，会員の研修や
情報提供，連邦政府へのロビー活動等を行う。権利保護保険を司法アクセス改善の解
決策と位置づけて，カナダ法曹協会は，後述する DAS Canada 社との間でスポンサー契
約を締結し，同社をパートナーとして遇している。もっとも，カナダでの権利保護保
険の保険料収入は，年間 11～12 百万カナダドル (約 12 億円)程度に過ぎず，ヨーロッ
パと比較して権利保護保険が未だ普及していないと分析されている。その原因は，法
的問題が生じた場合の費用と補償範囲を消費者が想定しにくいため，必要性が十分認
識されておらず，認知度も低いためである。カナダ法曹協会では，2012 年 8 月に，(i)
保険事業者と協働し，弁護士も含め，権利保護保険の便益と常用性を伝えることの必
要性と，(ii)消費者を保護し，必要な情報を伝え，合理的な価格で家族法もカバーす
る等，カナダ市場の法的保護の必要に応える政策を採用するよう保険事業者に働き掛
けを行う旨決議した。また，カナダ法曹協会の司法アクセス委員会による 2013 年 11
月付け｢公平な司法への到達に関する報告書｣では，権利保護保険を一つの鍵として，
2030 年までには 75％の中間所得層のカナダ人が同保険に加入することを目標として
挙げ，そのためにカナダ法曹協会で行うべき活動を掲げており，我が国にとっても参
考になる。即ち，情報交換を増やし，権利保護保険が費用対効果では比較的低コスト
であるという周知に努めること，また，保険事業者との協働や，権利保護保険の強制
化に係る調査での政府との協働である。
３

トロントでの調査（DAS Canada 社及びアッパー・カナダ弁護士会【資料 7-6】，STERLON
社【資料 7-7】）
トロントは，カナダ人口の約 3 分の 1 が集まるオンタリオ州の州都で，人口約 590
万を擁するカナダの最大都市である。オンタリオ州は，英米法（コモン・ロー）圏に
属する。トロントでは，弁護士会，保険事業者，法律事務所 4等において，聴き取り調
査を行った。
(1) オンタリオ州を所管するアッパー・カナダ弁護士会と，DAS Canada 社
DAS Canada 社は，ミュンヘン再保険会社を頂点とするエルゴ・グループの権利保
護保険部門として，世界最大の権利保護保険企業であるドイツ DAS グループに属す

4

法律事務所 2 か所（Blake, Cassels & Graydon LLP 及び Torys LLP）からは，権利保護保険の他に，後述す
る米国由来のＬＰや，集団訴訟などへのファンドが，カナダでの訴訟費用の調達方法として用いられ得るが，
米国と異なり，民事訴訟では，弁護士報酬は敗訴者負担の原則がとられているという説明を受けた。

る権利保護保険専門の保険会社であり，2010 年にカナダで営業を開始した。その事
業形態は英国のモデルに近く，弁護士選任に関しては，DAS Canada 社と提携関係を
結んでいる特定の弁護士を指名する，いわゆる「パネル制」を採用している。単体
型商品（Stand-alone），団体保険（Groups），企業提携（Corporate Partnerships）
及び事後保険（紛争発生後に加入する保険で，ＡＴＥ （after-the-event）と呼ば
れる。）の 4 つの事業部門があり，それぞれ売上の 9％，35％，26％，31％を占め
る。
DAS Canada 社は，個人向けのほか，企業向けの保険商品を揃えている。「DAS
live&drive」という個人向けの保険は，雇用紛争，契約上の紛争，税務調査・不服
申立て，住居に関する紛争，人身傷害，交通違反等の防御などをカバーするほか，
電話による法律相談サービスを提供している。「DAS business」という企業向けの
保険は，雇用紛争，従業員の刑事事件の防御，税務調査・不服申立て，事業免許に
関する防御，事業所施設に関する紛争，第三者から人身傷害を受けた従業員の損害
賠償請求などをカバーしている。また，特約で契約上の紛争・債権回収を対象とす
ることができるほか，電話による法律相談サービスを提供している。雇用問題，刑
事問題，契約紛争，その他の民事紛争が相談内容の大部分を占める。
アッパー・カナダ弁護士会は，司法アクセス改善の点から，この DAS グループの
カナダ進出を歓迎しており，今後の事業拡大を期待しているとのことであった。弁
護士選任のパネル制に対しては，アッパー・カナダ弁護士会は寛容な姿勢であった。
なお，DAS Canada 社は事業免許の取得に当たり，金融当局から，各地の弁護士会の
意見を聴取するよう指導を受けた。
(2) STERLON 社，Am Trust 社に対する聴取り調査
カナダにおける事業者向けの権利保護保険商品の企画及び損害査定（担当弁護士
ネットワーク（パネル制）の構築を含む。）等を行っている STERLON 社及び同社の
企画した保険商品の英国ロンドンのロイズでの引受けを手配している Am Trust 社か
ら，その事業及び保険商品につき，聴取した。
STERLON 社は，1990 年代から同地での権利保護保険の普及に取り組んできたパイ
オニア的存在であり，現在，中小企業や各種専門職等の事業者向けの権利保護保険
の分野で有力な地位を占めている。主な対象分野は，雇用関係紛争，刑事弁護，不
動産紛争，人身傷害，契約紛争の 5 つである。中小企業向けには，企業総合賠償責
任保険とセットで販売されることが多い。権利保護保険部分の保険料は，保険契約
者の事業規模により異なるものの，年間売上 25 万カナダドル（約 2,500 万円）の企
業では年間 130 カナダドル（約 1.3 万円）程度である。STERLON 社の保険商品では，
保険事故発生の際は，被保険者はまず弁護士の助言を受けなければならず，助言を
受けなかった場合は保険金が支払われない。このように法律相談を保険商品に組み
込むことが保険企業向けの権利保護保険を成功させる秘訣であるとのことであっ
た。STERLON 社のスキームでは，保険の引受けを国内の保険事業者ではなく，英国
ロンドンのロイズが行っており，我が国においても，国内の保険事業者以外の保険
引受けによる事業の可能性を示唆するものとして興味深い。

４

モントリオールでの調査（電話法律相談事業者【資料 7-8】，ケベック州弁護士会
【資料 7-9】）
カナダ・ケベック州の最大都市モントリオールでの調査は，ケベック州弁護士会の
他，電話法律相談事業者である Assistenza Internationala（以下「ＡＩ社」という。）
と FBA 社，法律事務所（Davies Ward Phillips & Vineberg LLP）に対して行った。中
でも，ＡＩ社の電話による法律相談システムの運用手法とケベック州弁護士会におけ
る権利保護保険の広報は，我が国にとって極めて参考となるものであった。
都市名の由来（モン・ロワイヤル：「王の山」の仏語）から判るように，モントリ
オールの公用語は仏語であり，人口は約 400 万人である。そのため，大陸法と英米法
（コモン・ロー）の双方を，そして英仏両言語を駆使できる法律家が多い。
ＡＩ社は，その場所的優位を利用しつつ，独特の電話による法律相談システムを作
りあげている。実務経験 5 年以上（実際は 10 年以上）の弁護士 12 人が，複数の保険
会社の被保険者からの電話に対し，リーガル・アシスタンス（法律援助）を提供して
いる。刑事関係と保険契約に関するものを除き，相談分野・回数に制限は無く，9 時
から 20 時までは弁護士が直接対応し，その余の時間帯は，弁護士以外のスタッフが相
談内容を記録し，その後，弁護士から相談者に連絡を入れる方法で 24 時間対応してい
る。日弁連が始めた「初期相談」よりも踏み込んだ内容の法的アドバイスであるが，
「電話」という手段に限られており，書類などを基に面談する，いわゆる弁護士が通
常行う「法律相談」よりも簡略で，いわば，紛争解決方針のアドバイス程度である。
元々は家族保険に付加価値を付けるために，保険会社のサービスとして普及したもの
で，権利保護保険に特有の制度ではない。もっとも，12 人の弁護士が相談の上，専門
的な立場で回答するという方式であるため，相談の質は相当高いようである。電話相
談の受付件数や，複数の保険会社の依頼を受けている点を見ても，その需要は高いと
考えられる。
ケベック州弁護士会は，中間所得者層の司法アクセス改善という目的のために，権
利保護保険の普及が非常に重要な役割を担うものと考えた。このことは，小規模事業
者や専門職業人についても同様と考えている。ケベック州で販売されている権利保護
保険は，誰にでも起こり得る一般的な紛争を対象分野としており，家事事件，刑事事
件，名誉毀損などは免責とされている。権利保護保険で補償される弁護士費用は一般
的に時間制報酬（タイムチャージ）制度で，1 時間当たり 85～150 カナダドル（約 8,500
円～1.5 万円）で，ケベック州の通常の平均的な弁護士報酬は，1 時間 110 カナダドル
（約 1.1 万円）である。
ケベック州弁護士会では，中間所得層の司法アクセス改善のために，権利保護保険
の開発から普及に至る販促を行っている。具体的には，権利保護保険に対する社会の
関心喚起，保険事業者への呼びかけ，商品開発，億単位の費用をかけたテレビＣＭを
含む広報宣伝，法律改正にまで及ぶ。ケベック州における同保険の種類は，個人家族
向け，中小企業向け，専門家向けと 3 種類あり，年間保険料も年間約 35～90 カナダド
ル（約 3,500～9,000 円）である。40 万世帯は権利保護保険に加入していると考えて
いる。とりわけ，ケベック州弁護士会は，「依頼者の弁護士選任権（弁護士選任の自
由）」を，弁護士への信頼関係の基礎と位置づけて重視しており，他地域の弁護士会

における保険会社主導の弁護士選任も許容する立場とは大きく異なる。
なお，ケベック州弁護士会の権利保護保険に関する専門家委員会は，2012 年 9 月 28
日付けの報告書において，権利保護保険に関する広報活動を行い，電話による法律援
助との違いを明らかにすることや，金融市場局などとの連携を行い，税控除や自動付
帯，生命保険における権利保護保険の付帯などの法改正を含む要請を行い，権利保護
保険の対象分野の拡大による消費者の需要に応えること等を含む 7 つの提言を行って
いる。税控除としては，消費者が加入する住宅保険又は自動車保険に付帯する権利保
護保険商品の保険料の 50％，30 カナダドル（約 3,000 円）を上限とすること，対象
分野の拡大としては，詐欺・資格僭称（クレジットカードの僭称などを含む。），遺
言・就労不能の代理のような非紛争行為，家族上の仲裁過程で行った法的助言，少額
債権の請求における裁判所の聴問準備に関する報酬の一部負担等，具体的に挙げられ
ており，我が国における日弁連の今後の活動の参考になるであろう。
５

その他，米国フィラデルフィアでの調査（米国における司法アクセス改善の手法）
【資料 7-10】
ＬＰの普及のために米国法曹協会（ＡＢＡ）が設立した団体であるＧＬＳＡ（Group
Legal Services Association）がフィラデルフィアで開催した年次総会に参加し，Ｌ
Ｐ業界の現状，弁護士とＬＰ事業者との関係強化の在り方等，ＬＰに直接かかわるテ
ーマや法律事務に関するセッションの中から，ＬＰの意義，法規制，弁護士選任につ
いて，以下その内容を報告する。なお，同総会には，弁護士（多くは中小規模の法律
事務所），労働組合，ＬＰ事業者など約 100 名の参加があった。
ＬＰとは，紛争法務を主な対象とする欧州の権利保護保険とは異なり，前払いされ
た資金を基に，法律相談や遺言作成，契約書のレビューといった予防法務を提供する
ものとして出発し，次第に紛争法務等を対象とした保険の性質を持つものも現れるよ
うになった。典型的には企業等の団体が，従業員向けの福利厚生策として導入してお
り，かつては，労働組合が団体交渉により使用者に資金を拠出させてＬＰを設立する
ことが多かったが，次第に従業員が掛金を負担するものが主流になっている。ＬＰの
運営は，外部のＬＰ事業者のほか，労働組合や弁護士が当たることもある。近年，ク
レジットカードへの付帯や団体に属さない一般個人への販売等の募集方法の多様化も
あって，普及が拡大しており，全米で約 1 億 2,200 万人が何らかのＬＰに加入してい
ると推計されている。
ＬＰに対する法規制は，上に述べたＬＰの多様性に加え，州ごとの規制の違いもあ
り，一様ではない。また，保険に該当するＬＰには，各州の保険法による規制がかか
る。企業の福利厚生として導入されるＬＰには，エリサ法（Employee Retirement Income
Security Act pf 1974）の適用があり，その運営者は信託基金の受託者（Trustee）と
して特に重い信認義務（fiduciary duty）を負う。その他，弁護士の独立，広告，仲
介といった面から，各州の弁護士会の弁護士倫理規範や裁判所規則等による規制を受
ける。
ＬＰにおける法役務の提供は，一般に，特定の弁護士によるいわゆるパネル制によ
り行われている。最大手の Hyatt Legal Plans は，主に次の弁護士選定基準を定めて

いる。
(1) 十分な数の弁護士（かつ最低 8 年以上の経験者）が常勤で一般法律事務に携わ
っている。ＬＰに精通しており，一定額以上の弁護士賠償責任保険に入っている。
(2) 事務所がＬＰによりカバーされる多くのタイプの事件を日常的に扱うことを確
実にするだけの業務の幅があり，電話応答に必要な職員が配置されている。
(3) 事務所が扱う事件又は依頼者の大半は，通常その利益が加入者に反するもの（保
険の防御や商業貸付など）には当たらない。
また，同社は，礼儀，尊厳及び敬意をもって，卓越した法的サービスを加入者に提
供し，その進捗を適時に加入者に知らせるとともに，弁護士倫理規範に従い，最高水
準の倫理行動を実践すること，1 営業日以内の応答義務など，パネル弁護士の行動規
範を定めている。
ＬＰは保険以外の形式により，弁護士主導による司法アクセス向上手段の可能性を
示唆するものとして興味深い。ただ，現在では，最大手ＬＰ事業者の 2 社（Hyatt Legal
Plans 及び ARAG North America）は，いずれも保険企業グループの傘下に入っている。
また，前述の DAS グループも米国進出を検討中とのことで，この年次総会に参加して
いた。今年度のＧＬＳＡ総会には欧州等の権利保護保険事業者の国際団体である訴訟
費用保険国際協会（ＲＩＡＤ）5も招待され，来年度の総会は同協会との共催とする方
向で検討されており，米国のＬＰも，欧州の権利保護保険との接近が進んでいく可能
性がある。
６

カナダ現地調査から得られた我が国の権利保護保険の在り方への示唆
(1) 事業者向けの権利保護保険
事業者向けの権利保護保険の対象セグメントとしては，中小企業だけでなく，医
師や教員などの各種専門職も考えられ，各職種に応じた商品設計や職業団体等を通
じた募集により，セグメントごとに保険を普及させていくことが考えられる。
(2) 権利保護保険事業の担い手の多様化
従来，権利保護保険事業の担い手は，専ら国内の保険事業者であったが，事業者
向けの権利保護保険においては，保険ブローカーを通じて海外保険事業者に付保す
るという可能性についても十分検討に値する。
(3) 予防法務におけるアクセス改善策
カナダや米国では，ＬＰと権利保護保険の役割・意義が接近化していることに鑑
み，我が国においても，権利保護保険による紛争に巻き込まれた際の司法アクセス
改善だけでなく，保険以外の方法も視野に入れた予防法務における弁護士へのアク
セス改善の在り方を検討していくことが必要である。
(4) 電話相談及び法律援助
カナダで行われている弁護士による電話相談では，法律相談とは異なるものと位
置づけられ，電話で聴き取って分かる範囲での回答が行われ，一定程度の相談者の

5

ＲＩＡＤ（http://riad-online.eu）： Rencontres Internationales des Assureurs Défense (International
Association of LegaＬＰrotection Insurers) ホームページ：http://riad-online.eu

納得が得られており，権利保護保険における電話相談の前置は，保険会社のコスト
削減のためにも，また，被保険者の満足という点でも，必要不可欠かつ重要視され
ている。紛争初期の対応として電話相談及び法律援助の重要性に鑑み，我が国にお
いても，相談対応の多様性を含む，新たな手段の拡充を図っていくべきか否かを検
討していく必要があろう。
(5) 弁護士選任の自由の重要性
弁護士選任の自由を，どのような内容で拡充すべきか，文化という捉え方とする
ことの意味づけや，パネル制による弁護士と依頼者の関係に対する影響や，国民の
利得を十分に検討することで，その重要性を再確認する必要があろう。
(6) 普及推進に向けた日弁連及び弁護士会の関与の在り方
訴訟費用の調達の必要性はもとより，権利保護保険の意義を周知させることが極
めて重要であり，これにカナダ弁護士会連合会や各州等の弁護士会が相当な労力を
かけていることが，カナダにおける現地調査で再認識された。我が国においても，
日弁連及び弁護士会において，権利保護保険の利用強化をどのように図るか，また，
その関与の在り方を再度検討する必要がある。
（文責：應本 昌樹，武田 涼子）

第３
１

新しい弁護士保険（権利保護保険）の可能性
一般民事事件に対応する新しい権利保護保険

(1) 特約型と単体型の権利保護保険
我が国における権利保護保険は，2000 年に自動車保険の特約として販売された。
自動車保険の特約としての権利保護保険は，交通事故等の偶発事故における被害者
が加害者に対して損害賠償請求する場合の弁護士費用を保険金として支払うという
保険である。この特約は，制度発足時の 2000 年度の販売件数はわずか 7,397 件であ
ったが，2013 年度には日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）といわゆるＬ
ＡＣ協定を締結している損害保険会社，共済組合及び少額短期保険会社（以下「協
定保険会社等」という。）だけで約 2,100 万件を販売しており，自動車保険の特約
としては非常にポピュラーなものとなった。最近まで，権利保護保険，あるいは弁
護士保険といえば，自動車保険に付帯するこの弁護士費用特約のことを意味した。
この弁護士費用特約は，主に交通事故に起因する損害賠償請求に関する弁護士費
用（法律相談費用を含む。）が保険金として支払われるという保険であるが，2013
年 5 月にはプリベント少額短期保険株式会社（以下「プリベント社」という。）か
ら交通事故等の偶発事故だけではなく，貸金，離婚，労働等のいわゆる一般民事事
件に関する弁護士費用（ただし，偶発事故による損害賠償事件以外は法律相談費用
及び着手金の一部）が保険金として支払われる保険が販売された（商品名「弁護士
保険 Mikata」）。この保険は権利保護保険として単体型で販売されている保険であ
る。
この単体型の権利保護保険を販売しているプリベント社と日弁連は，2014 年 11
月 28 日，ＬＡＣ協定を締結した。これにより，被保険者から弁護士の紹介を求めら

れたときには，日弁連リーガル・アクセス・センター（以下「日弁連ＬＡＣ」とい
う。）を経由して各地域の弁護士会から弁護士が紹介されることとなった。
このように，特約型の権利保護保険は，主に自動車保険に特約として付帯される
もので，その適用範囲も交通事故と日常生活事故による損害賠償に限られているが，
他方，単体型の権利保護保険では，適用範囲も偶発的事故に限らず，離婚や相続を
含む一般民事事件にまで対象事件が拡大されている。
ところが，今般，損害保険ジャパン日本興亜株式会社から，傷害保険や医療保険
の特約としての権利保護保険でありながら，その適用範囲が①被害事故（交通事故
を除く。），②借地・借家，③遺産相続調停，④離婚調停，⑤人格権侵害，⑥労働
（オプションで付保できる。）に拡大した保険が販売された。
(2) 初期相談
日弁連とプリベント社は，『弁護士保険（権利保護保険）に関する覚書』を締結
し，その中で，初期相談を，「弁護士費用保険に関し，①相談事案が法的な紛争か
否か及びこれに関連する事項，②相談事案に関する相談窓口等に関する事項のいず
れかについて，弁護士が保険契約者から電話により受ける相談を言う（ただし，弁
護士保険における保険事故の該当性及び保険契約の内容に関する相談は除く）」と
定義している。
初期相談の具体的内容としては，①相談事案が法律問題か否かを回答すること，
②一般的な法制度を回答することないし③法律相談の相談窓口等あるいは法律相談
以外の事案である場合には，その事案に即した相談窓口等を紹介するということで
ある。
(3) 初期相談の実施
2015 年 1 月 13 日から，東京弁護士会と大阪弁護士会が初期相談を行っている。
初期相談は，電話による相談であり，東京弁護士会と大阪弁護士会の各 2 回線（合
計 4 回線）で，平日の午前 10 時から午後 2 時までの 4 時間実施されている。東京と
大阪に午前の部（10 時から 12 時）として各 2 名，午後の部（12 時から 14 時）とし
て各 2 名の初期相談担当弁護士を配置して相談に当たっている。
相談者が初期相談の専用ダイヤルに電話をすると（通話料は利用者が負担），東
京弁護士会と大阪弁護士会の 4 回線のいずれかに繋がる。相談者は保険証番号，又
は氏名と生年月日を伝える必要があるが，電話をかけてきた者が，プリベント社の
保険における被保険者であることの確認はしない。初期相談は 15 分以内とされてい
ることから，初期相談担当弁護士は相談者から相談事案の概要を聴取し，当該相談
事案が法律問題か否かの判断をし，それが法律問題であれば相談事案に対する一般
的な法制度の説明をしたり相談事案に応じた相談窓口を紹介したりする。また，当
該事案が法律問題ではない場合には，プリベント社が契約している悩みごと相談ダ
イヤルを紹介する等する。
これまで，我が国には初期相談という概念がなかったことから，初期相談に関す
る研修会を開催し，この研修を受けた弁護士だけが初期相談を担当することとした
（研修要件）。また，初期相談は，相談事案に対して一般的な法制度を説明するに
とどめ，具体的事案としての法律相談に踏み込まない。1 回 15 分という時間制限が

あり，しかも，電話による相談であり，法律相談として適切な回答をすることは非
常に困難であることから，通常の法律相談よりもある意味で難しい面がある。そこ
で，一定の弁護士登録年数を有する弁護士が初期相談を担当することとした（経験
年数要件）。東京弁護士会においては 10 年以上，大阪弁護士会においては 5 年以上
の弁護士登録年数を有することが要件とされた。
(4) 実績
前述のとおり，初期相談は 2015 年 1 月 13 日から実施されたが，その実績は【資
料 7-12】のとおりである。
2015 年 1 月は実施日数が 14 日で受電件数は 180 件，2 月は実施日 19 日で受電件
数が 199 件，3 月は実施日数が 22 日で受電件数は 209 件であり，3 月までの件数を
単純平均すると，1 日当たり 10.69 件で，これを東京弁護士会と大阪弁護士会の合
計 8 人の担当弁護士で分担するので，相談担当弁護士 1 人当たり 1.34 件という数字
になる。その後，4 月 177 件，5 月 136 件，6 月 157 件と漸減傾向にある。
最初の 3 か月は，初期相談が始まって間もないということから，多数の相談が寄
せられたが，それが一巡して件数としては落ち着いたものと思われる。ただ，「弁
護士保険 Mikata」の販売件数は徐々に増加していることから，販売件数に比例して，
初期相談の件数も増加することが予想される。
他方，被保険者からの要請により，日弁連ＬＡＣを通じて各地域の弁護士会から
弁護士を紹介した件数は，1 月から 6 月末までで合計 152 件であった。「弁護士保
険 Mikata」では特定原因不担保期間という制度があり，例えば，相続問題について
は保険の責任開始後 1 年以内に相続が発生した場合には保険適用が無い。離婚につ
いてはこれが 3 年となる。「弁護士保険 Mikata」は 2013 年 5 月に販売され始めた
ので，現時点では離婚に関するトラブルは保険の適用が無い。しかし，今後，相続
問題や離婚に関しての弁護士紹介依頼が増加してくるものと予想される。
(5) 問題点
前述したとおり，初期相談では，相談事案が法律問題か否かを判断し，又は相談
事案に対して一般的な法制度を回答するにとどまる。法律相談をしないのは，15 分
という時間制限があり，かつ，電話での相談ということから，相談事案に対して具
体的な法的アドバイスをすることは困難であり，不正確なアドバイスをする可能性
が高くなるとの判断からである。初期相談は，あくまで当該相談事案が法的問題か
否かを判断し，一般的な法制度の説明にとどめ，当該相談事案が法的問題であれば，
個別の法律相談を受けることを勧めるということが予定されている。
ところで，初期相談を実施後，プリベント社に対して初期相談に関する苦情が何
件か寄せられた。苦情の多くは，「聞きたいことを回答してもらえなかった」とい
うものである。プリベント社では，初期相談を「弁護士直通ダイヤル」と称して，
「電話一本で弁護士に繋がります。一般的な法制度上の助言が得られます。」と告
知をしているのであるが，苦情を寄せた被保険者は，これを「無料電話法律相談」
と勘違いしていると思われる。
初期相談は，権利保護保険の保険料という対価を支払った被保険者に対するサー
ビスの一つであることから，被保険者（相談者）に初期相談を受けたことに対する

満足を与えることが重要である。初期相談では具体的事案に即した具体的な回答は
できないが，一般論として丁寧に説明し，面談による法律相談が必要な場合にはそ
れを説明して，苦情にならないように上手く法律相談へ誘導していくということが
求められる。短時間でこのような説明をするには，弁護士としての経験が一定程度
必要であるとの判断から，初期相談を担当する弁護士に経験年数要件を設けている
のである。このような苦情が寄せられないよう，苦情内容を分析し，初期相談担当
弁護士にフィードバックしていく必要がある。また，今後，この制度が広がれば，
初期相談を実施する弁護士会が増えてくることも予想されるため，初期相談を初め
て担当する弁護士が適切に対応できるよう，実際の初期相談であった相談事例の内
容を分析・検討し，詳細な『初期相談マニュアル』を作成する必要がある。
２

新しい権利保護保険の可能性
前述のとおり，権利保護保険は，自動車保険の特約から始まり，一般民事事件を対
象とする単体型の保険，更には，特約型でありながら対象が拡大した保険へと，多様
な形態の権利保護保険が開発されつつあり，今後も様々な権利保護保険が開発されて
いくものと思われる。何よりも市民のニーズに合った，そして，弁護士へのアクセス
が改善されるような権利保護保険の開発が望まれるところである。
そこで，以下では，新しい形の権利保護保険を提案する。
(1) クレーマー対策
①

教員向けクレーマー対策保険
教員に対する保護者等からのクレームに関する相談，対応，交渉及び訴訟に対
応する弁護士費用が保険から支払われる。
ア

学校単位で付保することが考えられる。被保険者は学校とその学校の教職員。
主に防御のための保険なので，広い意味での権利保護保険とは言えるが，本来
的な権利保護保険ではない。

イ

教員向けクレーマー対策保険は，当該クレームが保険適用か否かを誰が判断
するのかという点が問題となる。例えば，初期相談のような形で保険適用の有
無を判断することが考えられる。

②

一般業務向けクレーマー対策保険
クレーマー対策は教員だけに必要なものではなく，一般小売店，飲食店等あら
ゆるサービス業にも必要である。
ただ，この保険の大きな問題点は，どのようなクレームが「クレーマー対策」
として，保険適用になり，弁護士に依頼できるかという基準をどうするのか，ま
た，この基準に合致しているか否かを誰が判断するのかという点にある。サービ
ス業におけるクレームは正当なクレームも多いため，保険の適用があるクレーム
か否かの判断は簡単なことではないと思われる。

(2) 労働関係
労働審判，訴訟等の労使間の紛争において，労働者側が弁護士に依頼する際に，
弁護士費用が保険から支払われる。個別の労働問題について保険が適用される。
①

保険料

給料に一定割合をかけた金額
②

問題点
些細なことが労使紛争として扱われる可能性がある。労使紛争を煽るものとい
う批判を受ける可能性がある。

(3) 建築紛争
①

施主個人向けとしては，新築，リフォーム等の請負に関する紛争について保険
が適用される。請負契約時に保険へ加入する。
ア

保険料
請負金額に一定の割合をかけた金額

イ

問題点
保険に加入していることによって，これまであまり問題にならなかったわず
かな瑕疵についても保険請求がなされ，弁護士対応となる可能性がある。この
場合は，免責金額をかなり高額にすることによって濫用を抑制する。また，例
えば，基礎工事に関する瑕疵とか躯体部分に関する瑕疵等，保険が適用される
瑕疵の種類・程度を限定する。
反対の立場である請負業者側の権利保護保険も考えられる。請負業者側が被
告の立場になることが多いが，瑕疵を理由に請負代金の支払いを拒否する事案
も多々ある。この場合，請負業者側が請求者の立場となる。この場合，後述の
売掛金回収保険に近づく。

②

建築業者向けとしては，建物建設に関する近隣住民など第三者との紛争につい
て保険が適用される。建設関係の総合保険に特約として付帯する。
ア

補償される事案
(ｱ) 日照・騒音などを理由とする近隣住民との紛争
多くの場合，工事差止めの仮処分における債務者になることが予想される
が，妨害禁止の仮処分における債権者となることもある。
(ｲ) 近隣建物所有者からの損害賠償請求
(ｳ) 地盤沈下，振動による近隣建物の傾き等による損害賠償請求
地盤沈下については建設総合保険の適用がないので，せめて特約として権
利保護保険だけでも付保したいと考える建築業者は多いのではないか。

イ

保険料
請負金額に一定の割合をかけた金額

(4) 売掛金回収保険
商売上の売掛金の回収に関して保険が適用される。
回収額がゼロである可能性がある場合に，着手金の負担を考えて，弁護士に依頼
を躊躇することが多い。弁護士費用の一部（着手金）が保険から支払われるのであ
れば，弁護士に依頼することのハードルが低くなる。
①

保険料
年商，取引先数等を基準に保険料を決める。

②

保険金
弁護士費用の一部，例えば，着手金のみが保険から支払われる。一定の免責額

がある。
③

問題点
回収困難事案についても弁護士対応できることがこの保険のメリットである
が，利用頻度が高くなることも考えられる。回収困難事案で請求額が非常に高額
な場合など，経済的利益を基準として着手金を定めることの妥当性を判断するこ
とが難しい。

④

検討
着手金が保険から支払われるとして，売掛金を回収できた時には，回収額に応
じて着手金の一部を保険会社に返還するという制度が考えられる。
被保険者としては着手金が保険金から支払われることにより，弁護士への依頼
は容易になる。回収できない場合でも免責額のみを負担すれば，弁護士に依頼で
きる。他方，保険金の請求件数が増加すれば，その分保険料も高額になるので，
回収できた時には回収金の一定割合を返還することで保険料を抑えることができ
る。また，着手金の決め方について，2004 年に廃止された弁護士報酬に関する報
酬等基準規程よりも逓減率を高くする等の検討が必要ではないかと思われる。

(5) 建物賃貸借保険
建物の賃貸借契約に関わる紛争に保険が適用される。賃借人向けの保険と賃貸人
向けの保険が考えられる。賃借人向けの保険は家財保険（火災保険）等の特約とす
る。
賃貸人向けの保険は，明渡し訴訟等に利用されることが多いと考えられる。賃料
を支払わない賃借人がいる場合には弁護士に依頼することが多いが，賃借人が夜逃
げした場合には自力救済する賃貸人がいる。このような場合でも保険を利用して弁
護士に依頼し，適正な法的手続を採ることができる。
賃料補償のための保険（家賃補償保険・・・火災などで修繕が必要な期間の家賃
相当額を補償，家賃保証ではない）があるくらいなので，権利保護保険を開発すれ
ば加入者はそこそこ見込めるのではないか。
①

保険料
賃料の一定割合か
賃貸人の場合も付保される対象不動産の賃料を基準とする。

(6) 法律相談サービス
本来の保険という定義には当てはまらないが，クレジットカードのプレミアムカ
ード等にサービスとして付帯させる。
一般的な権利保護保険は，相談者が弁護士に法律相談をした際に，その法律相談
料を保険金として支払うというものであるが，この法律相談サービスは，日弁連経
由で紹介された弁護士との法律相談や，弁護士会の法律相談センター等での法律相
談を 30 分間無料で受けることができるとする。30 分の法律相談料を保険から支払
うという発想ではなく，30 分の法律相談を現物支給するというような発想のサービ
スである。それゆえ，サービス適用の対象が弁護士会での法律相談か，弁護士会か
らの紹介弁護士による法律相談に限られる。
クレジットカード会社のサービスの一環とした場合，クレジットカード会社から

日弁連が一定の委託料を受領し，法律相談の実績に基づいて各弁護士会に配分する
ということが考えられる。
このサービスは，法律相談料を受領することを目的とするのではなく，気軽に法
律相談を受けられることにより，弁護士へのアクセスを容易にすることが目的と捉
えることができる。
無料法律相談にすると相談者は増えるが，必ずしも受任率は上がっていない。無
料ということで本来的な法律相談でない相談も相当数あり，「無料」という言葉に
惹かれて相談に来る相談者である場合，弁護士費用を負担してまで弁護士に依頼し
ようとする人は多くない。また，法律相談という弁護士業務を無料化することに根
強い反対があるが，法律相談サービスという位置づけで，実質的に 30 分だけ無料の
法律相談を実施することができる。
①

問題点
インターネットなどで無料法律相談を宣伝する法律事務所が多いため，新たな
制度として法律相談保険が利用されるかという点については，疑問がある。
また，大阪弁護士会のように，不十分ながらも専門法律相談を実施すれば利用
が促進される可能性があるが（大阪弁護士会でも担当弁護士の実務要件など検討
課題は多い），小規模弁護士会での実施は困難な可能性もある。

②

発展型
法律相談件数を増加させるということが目的であるので，このサービスを付帯
するのは，一定程度の所得を有する層が加入するものであればよい。例えば，持
ち家にかける住宅総合保険に特約として付帯することが考えられる。
（文責：小池 康弘）

第４
１

中小企業向け弁護士保険（権利保護保険）のモデル案作成に向けて
はじめに
我が国における中小企業・小規模事業者の総数は，400 万社を超え，全企業数の 99％

を占める。この圧倒的割合の事業者に対し，法律相談を始めとする司法アクセスは充
実し完備されているかと問えば，多くの弁護士は否定的にならざるを得ない。
日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）が 2008 年 3 月に報告した「中小企業
の弁護士ニーズ全国調査報告書」においてもその実情が述べられている。その中で，
訴訟外の法的手続が利用されにくい原因について，以下の回答が示されている。
(1) 特に弁護士に相談すべき事項がないから・・・・・・・74.8％
(2) 弁護士以外の相談で事足りているから・・・・・・・・21.9％
(3) 日頃あまり接点がないため頼みにくい・・・・・・・・13.6％
(4) 費用がかかる・費用が高いから・・・・・・・・・・・15.7％
(5) 弁護士は探しにくいから・・・・・・・・・・・・・・ 5.3％
弁護士に相談すべきか否かという法的分析の問題がトップに来ているものの，総じ
て弁護士へのアクセス障害が伺える。そもそも，弁護士に相談することの必要性の有
無についても，弁護士との相談を経ていない段階での回答があることから，鵜呑みに

はできない。
加えて，やはり，弁護士費用と弁護士紹介の問題は，多くの中小企業・小規模事業
者にとって，司法アクセス改善のために解決すべき必須課題である。無論，弁護士に
とっても極めて重要な問題である。
この問題の解消のためには中小企業向け権利保護保険が欠かせない。しかし，現在
までのところ，特定の分野を除き，中小企業向けに幅広く一般的な法分野を保険適用
範囲とする権利保護保険商品は開発されていない。日弁連リーガル・アクセス・セン
ター（以下「日弁連ＬＡＣ」という。）では，権利保護保険の対象範囲拡大に関する
プロジェクト・チームを設け，この課題について検討を重ねてきた。
以下，これまでの検討状況を報告する。
２

中小企業のリスクと権利保護保険
(1) 中小企業におけるリスク管理の必要性
中小企業は社会・経済の発展に寄与する存在である。その経済的役割には社会分
業上の役割，雇用創出の役割，イノベーションへの期待，地域経済の担い手などの
点が挙げられる。一方，大企業に比べ景気の影響を受けやすく経営的に脆弱である 6。
したがって経営上のリスク管理の重要性は高い。
(2) リスクの種類
中小企業の経営リスクには，業務災害リスク，雇用リスク，賠償責任リスク及び
財産リスクが挙げられる。以下にＡＩＵ損害保険株式会社が扱う商品の構成例を挙
げる。
中小企業向け保険「スマートプロテクト」（総合事業者保険）の対象リスク
①

業務災害リスク：従業員が被った業務災害に対する事業者の災害補償責任

②

雇用リスク：解雇・ハラスメント等により事業者が損害賠償請求された場
合の法律上の賠償責任

③

賠償責任リスク：企業の事業活動に伴う法律上の損害賠償責任（なお，個
人情報漏洩，危険補償，食中毒・特定感染症発生時の喪失利益等補償，リ
コール費用補償，受託・保管物の補償，借家人賠償責任補償の特約がある）

④

財産リスク：事業者が所有・使用・管理する財産の損害や火災等による事
業者の休業損失の補償

(3) リスクへの対応
これらのリスクは，中小企業が加害者となることも被害者となることもある。加
害者となるケースでは，損害賠償責任を追及される紛争において訴訟費用や弁護士
費用等について責任保険からてん補される。しかし，被害者となる場合は訴訟提起
または仲裁申立等に必要な訴訟費用，弁護士費用等を別途手配しなければならない。
我が国では，知的財産権にかかる訴訟又は仲裁を対象とする知的財産権訴訟費用
6

堀田一吉『現代リスクと保険理論』東洋経済新報社（2014 年）

保険が一時販売されていた 7。知的財産権侵害に関するリスクは，自社の事業が他社
の知的財産権を侵害する場合（侵害ケース）のみならず，他社の事業が自社の知的
財産権を侵害する場合（被侵害ケース）が想定され，被侵害のケースであれば，他
社との交渉や訴訟手続等を行う際に弁護士費用等が必要となる 8。
要するに，中小企業が被害者となるリスクに対するリスク移転手段として，権利
保護保険は重要な役割を果たす 9。
(4) 中小企業における顧問契約と権利保護保険
我が国における中小企業は，特定の弁護士との間で継続的に契約内容のチェック
や予防法務・法的紛争の相談，時には一定範囲の事件処理を依頼する等の内容を有
する顧問契約を締結している場合がある。日弁連の調査 10では，調査対象企業中，
顧問弁護士のいる割合は約 20％である（その他に「顧問弁護士はいないが相談でき
る弁護士はいる」は 16.2％である。）。
顧問契約は「偶然の事故」を原因とする保険契約とは法的性格を異にし，多くは
法的紛争の予防的な法律事務処理に関する委任契約である。しかし，保険の付帯サ
ービスとして法律相談が行われる場合，顧問契約の必要性が事実上減少することも
予想される。
この問題に対する基本的視点としては，①現状において，中小企業の多くは法律
顧問を未だ持てていないこと，②むしろ，保険では新たな団体的スキームにより，
これまで単独で顧問を持つ余裕のなかった中小企業の潜在的なニーズが満たされる
ようになる可能性があること，③弁護士側から見ても，これまで中小企業の法役務
提供に関与できていなかった弁護士が，これに参入する機会ともなり得る面がある
ことなどの現実を踏まえる必要がある。したがって，保険か顧問かという問題の立
て方ではなく，あくまでも中小企業ニーズにどう応えていくかという前提で，保険
商品も，顧問契約も，それぞれ工夫が求められる問題であるという認識が重要であ
る。
その上で，中小企業向け権利保護保険が，顧問契約の機能と住み分け，それ以上
の機能を果たす要素は十分にあり得る。
一つは訴訟案件等の弁護士費用を保険が補償できるということである。現在でも，
顧問弁護士は訴訟案件等の一定範囲を超える法律事務処理は，個別に委任契約して
いる場合が多い。したがって，その弁護士費用を補う機能を保険は有している。例

7

山下友信『保険法』有斐閣（2005 年）55 頁。しかし，この保険は販売はなされたものの，短期間で販売停
止となった保険会社もある。
8
日本弁理士会近畿支部 知的財産制度検討委員会資料「知財保険についての研究」（2012 年 3 月）・
http://www.kjpaa.jp/wp/pdf/research/2012kenkyuu.pdf
9
我が国における権利保護保険は，中間層の権利を保護するための費用が支払われるように開発された経緯が
ある（佐瀬正俊「権利保護保険の歴史とその将来像」日本弁護士連合会「自由と正義」Vol.64 No.7（2013 年）
8－9 頁参照。
10
日本弁護士連合会業務推進センター・みずほ総合研究所株式会社「中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告
書・調査結果編」（2008 年 3 月）・
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/publication/data/chusho_chousakekka.pdf

えば，回収の見込めない売掛金でも税務処理上の訴訟が必要となる場合などである。
また，権利保護保険には，免責や自己負担割合が定められることがあり，顧問料
を当該免責額や自己負担として評価してもらうことで，事実上の機能の住み分けが
考えられる。保険会社としても，保険の特約等であらかじめ顧問契約を考慮するこ
ともあり得るであろう。
いずれにせよ，中小企業向けの権利保護保険商品において検討が必要な問題であ
る。
(5) 中小企業のニーズの絞り込み
中小企業のリスク管理を考慮しながらも，ニーズの多い課題は何かということも
重要である。以下の表は，前述の日弁連の調査結果である 11。

これを見る限り，権利保護保険商品の適用対象を雇用問題と債権回収に絞り込む
ことも十分に考えられる。
３

モデル案の検討と各項目の問題点
(1) モデル案の検討項目
中小企業向け権利保護保険のモデル案を検討するに当たり，その検討すべき項目
について協議した結果，日弁連ＬＡＣにおいては，以下の諸項目が指摘された。
第１

対象企業の範囲

第２

保険商品の内容

１

約款
(1) 被保険者の範囲
従業員等（職務従事中）もしくは一定範囲の役員を含むものとするか
(2) 担保する危険の範囲
①

11

対象紛争事案（法分野）
ア

契約上（仕入，販売等の商取引）の紛争を対象とするか

イ

刑事事件，行政事件を対象とするか

ウ

渉外事案を対象とするか

エ

自動車交通や不動産利用に関する紛争を除くか

前掲，日弁連調査結果編 63 頁。

オ
②

対象事案の画定の仕方（限界事案の判別）
紛争段階（法律相談→裁判外の代理→裁判上の代理）
（紛争初期対応としての）法律相談と法律顧問契約との関係

③

保険事故（保険給付請求権発生のトリガー）
特に損害賠償請求以外について紛争発生のメルクマールをどうするか

④

保険者の免責事由

(3) てん補する費用の範囲（弁護士報酬，提訴手数料，鑑定費用等）
①

てん補範囲の限定の要否（自己負担額，縮小てん補，着手金に限る等）

②

保険金額（てん補限度額）の目安

(4) その他
単体型商品（普通保険約款）か，既存の保険商品に対する特約型商品と
するか
２

保険料率

３

引受規程（事務細則）

第３

付帯サービス
（予防法務としての）法律相談サービスと法律顧問契約との関係

第４

事業体制

１

販売チャネル

２

損害査定（弁護士紹介を含む）
法分野に応じた弁護士紹介名簿の整備，弁護士報酬を含む弁護士費用の基
準

３
第５

契約事務処理・システム化
その他

全項目についての整理は終わっていない。以下，重要な点のみ指摘する。
(2) 中小企業向け権利保護保険の「保険事故」
①

保険事故の要件
権利保護保険は損害保険である。損害保険の保険事故については，保険法第 5
条 1 項において「損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずること
のある偶然の事故として当該損害保険契約で定められるものをいう。」とされる。
この「偶然性」の要件に関しては，被保険者が弁護士に法律相談又は訴訟を依頼
することとなった被害事故（原因事故）が，保険契約成立時に発生するか否かが
不確定であれば，偶然性があると考えられ，現在では権利保護保険の対象を拡大
する際に保険事故の偶然性が障害となることはないとされる 12。
その他にも「保険事故の発生が保険期間内にあったかどうかを確認できるよう
な明確な事実でなければならないこと（明確性）」及び「被保険者又は被害者が
任意にその発生時期を左右できるとか，被保険者がその発生の蓋然性を予知でき

12

山下典孝「わが国における弁護士費用保険に関する一考察」大谷孝一博士古稀記念『保険学保険法学の課
題と展望』成文堂（2011 年）486－488 頁。

るものであってはならないこと（客観性）」が重要であるとされる 13。
②

保険事故の定義
以上の保険事故の要件に照らして，保険事故の検討に当たっては，一方で，そ
れが保険給付を得て弁護士に相談することが可能となる最初の時点であること，
他方で，保険給付を受けるためには保険事故発生前に保険に加入していなければ
ならないことに注意する必要がある。
その上で，日弁連ＬＡＣの試案としては以下の定義を検討している。
すなわち，保険事故を「事実上又は主張上の法違反行為」とするものである。
具体的には，被保険者が，具体的事実を適示して（民事訴訟法第 132 条の 2 第
3 項にいう「紛争の要点」の程度か），被保険者以外の者の行為が法に違反する
と主張していること，又は，被保険者以外の者が，具体的事実を適示して，被保
険者の行為が法に違反すると主張していることが，保険給付請求権発生の原因事
実となる，という考え方である。
なお，プリベント少額短期保険株式会社（以下「プリベント社」という。）の
保険約款（個人向け保険商品）によると，法律相談保険金においては「問題事象
（法律紛争に発展する可能性のある問題が発生していること）」，弁護士費用等
保険金においては「法律事件（自分と相手方との要求・主張に隔たりがあり，当
事者同士の話合いでは合意形成が困難な問題について，自らの利益を守るために
法的解決を必要とする事態が発生していること）」が保険事故とされる（同約款
1 条）。

③

ドイツの権利保護保険における保険事故（参考）
ドイツでは，将来における商品の発展を阻害しないために，保険契約法上，権
利保護保険の法的な定義はなされず，また，同じ理由から，権利保護保険におけ
る保険事故は規制されていない 14。したがって，保険事故の内容は，保険約款に
委ねられる。
権利保護保険の保険事故は，約款上，権利保護事故（Rechtsschutzfall）と呼
ばれ，給付種類に応じて，3 種類の権利保護事故が定められる。最新のＧＤＶ模
範約款（2013 年 6 月版）によれば，以下のとおり規定される 15。
ア

家族法・相続法等の場合：被保険者の法的状況の変更又は共同被保険者の法
的状況の変更に至った出来事又は事件。

イ

損害賠償請求の場合：損害が生じたか又は生じたとされる最初の出来事又は
事件。

ウ

その他の場合：被保険者又はその他の者が，法律上の義務若しくは法律上の
規定に違反したか又は違反したとされる時点。

13
田辺康平「責任保険における保険事故－特に「権利保護機能」との関連においての考察－」『創立 30 周年
記念損害保険論集』損害保険事業総合研究所（1965 年）488－489 頁及び西島梅治『保険法[第三版]』悠々社，
（1998 年）270－271 頁。
14
新井修司＝金岡京子共訳『ドイツ保険契約法（2008 年 1 月 1 日施行）』日本損害保険協会・生命保険協会
（2008 年）378 頁。
15
應本昌樹「権利保護保険における保険事故に関する一考察－法違反の主張を支える三本のレシピについて
－」大谷孝一博士古稀記念『保険学保険法学の課題と展望』成文堂（2011 年）511－512 頁を参照。

エ

その他，特定の期間の定めがある場合にはこの開始（Beginn）の時期による。
ア及びイは「出来事」又は「事件」の発生，ウは法違反がトリガーとされる。

(3) 被保険者の範囲及び対象紛争事案（法分野）・紛争段階
①

被保険者の範囲
一案としては，「保険証券に被保険者として表示された者（法人又は個人事業
主）」とする案が考えられ，これを原則とする。ただし，被保険者の中に，事業
所単位で従業員を加えることも，場合によっては考えられる。その場合には，従
業員が業務執行中の過失により第三者の財産や人身に損害を与えたケースなどが
考えられる。また，一定範囲の役員も，被保険者にすることは可能であり，保険
料の設定等と関連してくる問題である。

②

対象紛争事案（法分野）
これについても，原則としては「被保険者の事業の執行について生じた財産法
上の紛争」と限定的にする案が考えられる。
考え方としては，まずは，民事事件を対象とするものとし，刑事事件，行政事
件については将来的な検討課題とする，というものである。
財産法上の紛争とは，「法律上の争訟」（裁判所法 3 条 1 項）のうち，財産法
上の権利義務に関するものとする。その他の保険分野との調整が必要と思われる
事件，例えば，損害賠償請求に対する防御，不動産利用，自動車の所有，使用又
は管理に関するものも除外しない。諸外国において除外されている法分野，例え
ば，会社法，知財法，集団的労働法，競争法（下請法，景品表示法を含む。）も
除外しない。ただし，中小企業のニーズに応じた優先順位を明らかにしておくこ
とは必要である。また，一方で紛争範囲を限定する考え方も，保険商品としては
様々に検討することが必要となろう。

③

紛争段階
法律相談（法的問題点の検討，証拠及び事実関係の検討，紛争解決の戦略等の
方針選択），裁判外の代理（交渉・示談，ＡＤＲの申立て，その他手続），裁判
上の代理（訴訟・和解・判決・執行）につき，いずれも保険給付の対象とする。
なお，権利保護保険に付帯するサービスとして，保険会社が提供すべき電話相
談の問題がある。これは，保険給付を請求する前に，電話によって聴取した情報
のみによって行う簡易な法律相談である。具体的には，電話で聴く限りの情報に
より，どのような法的事務処理で足りるか等の助言を行い，保険給付としての弁
護士の面談による法律相談が必要か否かを本人に考えてもらうものである。この
電話サービスの在り方が保険商品ごとに検討される必要がある。

(4) 保険給付の範囲
被保険者の権利又は法律上保護される利益の擁護のために必要な次の費用を負担
する。
その一つは，弁護士費用である。法律相談料を含む弁護士報酬のほか，いわゆる
実費を含むものとし，保険会社が定める「保険金支払基準」による。同基準には，
示談交渉等の裁判外代理としての報酬も含まれる。
その二は，訴訟費用である。提訴手数料のほか，証人，鑑定人の日当を含む。一

旦，被保険者が支払ったものを，保険会社が被保険者に対して，てん補することを
原則とする。
弁護士費用に関する保険給付は，金銭給付ではなく，現物給付として，被保険者
が弁護士に対して負う弁護士報酬の支払い，費用償還債務から被保険者を開放する
こと（いわゆる免脱給付）とする。当然，弁護士に対する直接払いが原則となる。
ただし，この給付には，なんらかの上限（キャップ）を設けることも考えられる。
例えば，１案件の法律相談報酬は 10 万円まで，また訴訟費用報酬は 100 万円まで，
とするような方法である。それにより，保険給付を巡る弁護士・保険会社間の紛争，
ひいては被保険者の不満等を回避・低減することも考えられよう。
(5) 保険者の免責事由
特定の法分野を除外することはしない（むろん，対象を選択的にすることは自由
であろう。）。勝訴の見込みのないものは，保険給付の対象としない。
被保険者が保険事故につき通知義務を負うことを前提に，保険者が勝訴の見込み
につき主張立証責任を負うものとする。その他特殊な集積危険（戦争・地震等），
人的関係（被保険者と保険者との間の紛争），保険事故の故意招致等の免責事由を
設ける必要がある。
(6) 適用地域
日本国内とする。具体的には，日本の裁判所の法定管轄に属し，日本法が法定準
拠法とされる事件につき保険給付の対象とする。将来的には，アジア諸国等の地域
への拡張を視野に入れる。
(7) 弁護士の報酬基準（保険金支払基準）
現段階では，現行の自動車保険等の特約における『弁護士保険における弁護士費
用の保険金支払基準』や，個人向け保険商品を開発したプリベント社のような『基
準弁護士費用』が一定の基準となると考えられる。ただし，時間制報酬（タイムチ
ャージ）など新しい報酬基準については，検討が必要である。
(8) 弁護士選任の自由
欧州・北米の一部の地域では，ＥＵ指令によって「弁護士選任の自由」が保障さ
れなければならないとされているにもかかわらず，事実上，保険会社と提携関係に
ある特定の弁護士（パネル弁護士）が指定されている実態がある。
我が国にあっては，日弁連の主導により，中小企業向け権利保護保険が商品化さ
れる場合には，弁護士選任の自由を協定によって確保する必要がある。
４

その他の課題
以上に述べた課題以外にも，保険商品の補償する法分野について，いかに適切な専
門弁護士を紹介すべきか，そのために弁護士会の対応態勢をどのように組立てるのか，
紹介弁護士の信頼性を確保していく仕組みをどうしていくのか，また，保険契約に関
する紛争が生じた場合にどのように迅速・適正に解決していくのかなど，課題も多い。
この基調報告においても触れられる課題でもあり，詳細は各報告に譲りたい。
（文責：和田 光弘）

第５
１

信頼される弁護士紹介体制の構築に向けて
問題の背景

(1) 本論の基本的前提
①

本件検討の背景
日弁連リーガル・アクセス・センター（以下「日弁連ＬＡＣ」という。）では，
ＬＡＣ制度を運用するに当たり， 2 か月に 1 度の割合で，ＬＡＣ協定を締結して
いる損害保険会社，共済組合及び少額短期保険会社（以下「協定保険会社等」と
いう。本書作成日現在で 13 社。）との間で情報提供や意見交換を行う協議会を開
催している。
その協議会の場で，複数の協定保険会社等から，日弁連ＬＡＣを通じて，各弁
護士会から紹介された弁護士の対応についてクレーム事例が報告された。そこで，
日弁連ＬＡＣでは，どのような問題があるのかを検討するために，協定保険会社
等にクレーム事例の情報提供を求め，この問題に正面から取り組むべく，日弁連
ＬＡＣ内に「信頼確保プロジェクト・チーム」を新たに立ち上げ，対策を検討し
ているところである。本論は，現時点での検討結果を取りまとめたものであるが，
今後も継続して検討していく必要のある重要な問題である。

②

ＬＡＣ制度における弁護士紹介システム
権利保護保険に加入している被保険者が，権利保護保険の対象となる事故等に
遭遇したが，依頼できる既知の弁護士が身近になく紹介を希望する場合，まず，
保険会社から日弁連ＬＡＣに弁護士紹介の依頼を送付し，日弁連ＬＡＣは，当該
依頼を受領後直ちに，原則として被保険者が居住する地域にある弁護士会に弁護
士紹介依頼を配点する。配点を受けた弁護士会は，当該依頼を受けると法律相談
を担当できる弁護士の選任を行い，弁護士会又は決定した弁護士から直接，被保
険者に連絡する。これが「ＬＡＣ制度」における弁護士紹介システムである。図
式化すると，【資料 7-16】のようになる。

③

マスコミ報道との関係
最近，いくつかのマスコミ報道で権利保護保険における弁護士報酬を含む弁護
士費用の不適切な高額請求の問題が取り上げられている。しかし，そこで取り上
げられている問題は，主として，ＬＡＣ制度を通じて紹介された弁護士の事例で
なく，自らメディアやインターネット広告等を通して依頼者を勧誘し，依頼者が
自ら弁護士を選任した上で，権利保護保険を利用する，いわゆる「選任済み」と
言われる案件における問題であり，ＬＡＣ制度自体に対する問題ではない。した
がって，協定保険会社等から提供されたクレーム事例は，マスコミ報道で問題と
されている事例と次元が異なるものであることに注意いただきたい。（ただし，
ＬＡＣ制度がこの問題に無関係であるという趣旨ではない。）

(2) 基本的視点
①

ＬＡＣ制度の特性
ＬＡＣ制度における弁護士の紹介は，各地の弁護士会等で実施されている法律
相談を含む弁護士の紹介制度（以下「従来の弁護士紹介制度」という。）と異な

るいくつかの特性を有している。
ア

従来の弁護士紹介制度
従来の弁護士紹介制度は，弁護士会を通じた「依頼者―弁護士」の単純な委
任契約関係を構成するものである。したがって，弁護士に対するクレームは，
依頼者から弁護士又は弁護士会に直接申し入れられる。

イ

ＬＡＣ制度における弁護士紹介制度の特性
ＬＡＣ制度においては，依頼者（被保険者）が権利保護保険を利用すること
により，被保険者が加入している協定保険会社等を通じて，弁護士会から弁護
士の紹介を受けるため，依頼者（被保険者）のクレームは，直接弁護士又は弁
護士会に申し入れられるほかに，協定保険会社等に申し入れられるケースがあ
る。今回，協定保険会社等からのＬＡＣ制度を通じて紹介された弁護士に対す
るクレーム事例は，このような構造が背景にある。ＬＡＣ制度では，協定保険
会社等が，依頼者（被保険者）と弁護士との間の調整的機能を果たしている。
協定保険会社等としては，権利保護保険の適正な発展のために弁護士をサポー
トしたいという意識が高い。弁護士及び弁護士会としても，ＬＡＣ制度の更な
る発展のために，このような協定保険会社等の期待に応えていかなければなら
ない。

②

ＬＡＣ制度の限界
ＬＡＣ制度における弁護士の紹介は，基本的に日弁連ＬＡＣを通じて各弁護士
会にて行われる【資料 7-16】。したがって，日弁連ＬＡＣが直接，紹介弁護士の
選任に介入することはできない。また，紹介された弁護士が，仮に非行又は不適
切な行為を行ったとしても，日弁連ＬＡＣは当該弁護士に対し，直接に指導・監
督を行うことはできない。個別の弁護士に対する指導・監督は，当該弁護士の所
属する弁護士会が行うほかはない。ただし，日弁連ＬＡＣでは，弁護士費用に関
する問題については，保険会社や担当弁護士からの質問等に対し，ＬＡＣとして
の考え方を示すことによって，一定の成果を得ており，その限りでは紛争解決に
寄与しているといえる。

２

クレーム事例の分析
これまでに，複数の協定保険会社等から提供されたクレーム事例の内容を分析する
と，以下のような傾向を示している【資料 7-17】。
(1) 類型別分析
提供されたクレーム事例の内容を分析したところ，①弁護士の行為に関するもの，
②弁護士報酬を含む弁護士費用の請求に関するもの，大きくはこの 2 点に分類され
た。また，更に詳細な分析を行ったところ，以下のような傾向が見られた。これら
の［改善対象 1～3］を重点的に対策することによって，クレーム事例の相当数が改
善されることが予想される。
①

弁護士の行為に関するもの
［改善対象 1］任務懈怠・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 50％
具体例：被保険者（依頼者）及び保険会社への連絡・報告がない，事件処

理の進展がない等
［改善対象 2］弁護士の対応・態度に関するもの・・・・・・・約 18％
具体例：弁護士の態度が悪い，横柄である，自信がなさそうな言動をする
等といった態度不良。
②

弁護士費用請求に関するもの
［改善対象 3］弁護士費用に関するもの・・・・・・・・・・・約 25％
具体例：時間制報酬方式における弁護士費用の請求に関するもの。
着手金・報酬金方式における着手金の請求に関するもの。

(2) 登録番号の分類
次に，クレーム事例の担当弁護士を登録番号別に分析してみたところ，弁護士登
録の時期に関係なく，全体に渡っていることが分かった。若手か中堅ベテランかを
問わず，対応を検討する必要があることが判明した。
(3) 同一弁護士に対し複数のクレーム事例が報告されたケース
最後に，同一弁護士に対し，複数のクレーム事例が報告されているかどうかを分
析した。その結果，16.26％，実にクレーム事例の 6 分の 1 は，重複クレームである
ことが判明した。協定保険会社等が問題視している弁護士が，別の案件の担当弁護
士として紹介されているということであり，このような事態を放置しておけば，Ｌ
ＡＣ制度そのものの信頼を損ねる結果となりかねない問題である［改善対象 4］。
３

信頼される制度にするための改善策
以上の分析を基に，日弁連ＬＡＣにおいて改善策を検討した。この問題は，現状の
ＬＡＣ制度をシステム的に改善する必要があるものもあり，また，弁護士紹介を任さ
れている各地の弁護士会固有の内部事情もあり，一朝一夕に解決することは困難であ
るが，日弁連ＬＡＣとして，より信頼される制度を確立し，ＬＡＣ制度の更なる発展
を望むという態度で臨んだ。その際に，ＬＡＣ制度における弁護士紹介の手順に従い，
その流れの段階ごとに対策を検討した。その結果が，以下のとおりである。なお，少
額事件における弁護士報酬の在り方については，後述第 6 も参照されたい。
(1) ＬＡＣ制度信頼確立のための基礎的インフラの確立１

～弁護士会ごとの信頼関

係構築～
①

各弁護士会におけるＬＡＣ制度支援組織の立上げ
日弁連ＬＡＣ委員は，原則として，全ての弁護士会から，必ず 1 名は委員が推
薦され選任されている。しかし，推薦母体である弁護士会は委員を日弁連ＬＡＣ
に推薦しているだけで，ＬＡＣ制度を弁護士会内で支援する組織を有している弁
護士会と，そうでない弁護士会がある。比較的大規模な弁護士会では，業務改革
委員会や法律相談センター運営委員会等の内部に，ＬＡＣ制度を支援する組織を
立ち上げ，そこから日弁連ＬＡＣ委員が推薦されているが，必ずしも全ての弁護
士会がそのような体制になっているわけではない。
しかし，上記 1-(2)-②で指摘したとおり，ＬＡＣ制度における紹介弁護士の選
任は，基本的に弁護士会が行うものであり，クレーム事例が発生した際の対処も
弁護士会において主体的に対応する必要がある。だが，推薦母体である弁護士会

の組織的なバックアップもない若手の日弁連ＬＡＣ委員が，日弁連ＬＡＣで検討
された対策を，弁護士会にフィードバックして実行に移すことは非常に困難であ
る。
そこで，日弁連ＬＡＣとしては，委員会等の組織形態は各弁護士会の事情に任
せるが，何らかの形でＬＡＣ制度をバックアップする支援組織の立上げを働き掛
けていきたいと考えている。
②

弁護士会と協定保険会社等との定期的なミーティングの開催
各弁護士会において，ＬＡＣ支援組織の立ち上げ後，弁護士会所在地域にある
協定保険会社等の拠点（サービスセンター等）とのミーティングを開催するよう
働き掛けていきたい。日弁連ＬＡＣでは，2 か月に 1 度，協定保険会社等と協議
会を開催し，意見交換等を行っている。このようなミーティングを重ねることに
より，お互いの信頼関係が醸成され，ＬＡＣ制度の問題点や疑問点をフランクに
話し合えるようになり，今回報告したような，ＬＡＣ制度で紹介した弁護士に対
するクレーム事例等の問題も抽出することができ，ＬＡＣ制度の信頼性向上へと
繋がっていくと考える。是非，各弁護士会においても，このようなミーティング
の場を設けていただきたい。日弁連ＬＡＣも全面的に協力する心構えである。
ミーティングの頻度やテーマについては，各弁護士会の事情に合わせて柔軟に
検討いただきたい。まずは，弁護士を紹介する弁護士会のＬＡＣ制度支援組織の
委員と，保険金の支払等の処理を行っている協定保険会社等の担当者とが，顔を
合わせる機会を準備していただきたいと希望している。
このようなミーティングを開催することにより，同一弁護士に対し複数のクレ
ーム事例が報告されたような場合であっても，当該弁護士が所属している弁護士
会が情報を入手しやすくなり，弁護士会において対策を講じることが可能になる
のである［改善対象 4 対策］。

(2) ＬＡＣ制度信頼確立のための基礎的インフラの確立 2

～資料・研修制度等の充

実～
①

資料・研修等の改善
日弁連ＬＡＣは，数度改訂された冊子『ＬＡＣマニュアル』や，ＤＶＤの作成・
配布，研修等を通じて，ＬＡＣ制度の周知と共に，ＬＡＣ制度について，弁護士
に助言等を行ってきている。特に，『ＬＡＣマニュアル』には被保険者（依頼者）
及び保険会社との定期的な連絡・報告を行う必要があることや，ＬＡＣ案件にお
ける『弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準』（以下『保険金支払基
準』という。）については，十分な情報が伝わる内容となっている。それにもか
かわらず，上記 2 で紹介したようなクレーム事例の報告があることは，こういっ
た『ＬＡＣマニュアル』，ＤＶＤ，研修等が十分に機能していないことを現して
いる。そこで，これらの改善が必要であるとの結論に達した。

②

内容の改善
これまでの『ＬＡＣマニュアル』・ＤＶＤ・研修等の内容を，以下の点が強調
されるように改善する。これらの内容改善のタイミングは，改訂時期に合わせて
行うこととする。

ア

被保険者（依頼者）及び保険会社への報告

［改善対象 1 対策］

イ

弁護士の言動に対する注意喚起，研鑽義務

［改善対象 2 対策］

ウ

『保険金支払基準』の周知及び計算方法の確認

③

［改善対象 3 対策］

研修の受講方法
研修については，全国の弁護士が受講可能である観点から，日本弁護士連合会
（以下「日弁連」という。）の e ラーニングを利用することを検討している。日
弁連は，現在，研修の無料化を検討しており，将来，e ラーニングが無料化され
た場合は，全国の弁護士がこれを受講することができることになる。また，日弁
連の e ラーニングは，受講履歴を確認できるという利点もある。

④

研修の受講義務
日弁連ＬＡＣの研修プログラムが，日弁連の e ラーニングで全国の弁護士に配
信可能となった場合，研修の受講完了をもって，弁護士会におけるＬＡＣ紹介名
簿への登録要件とすることが可能かが問題となってくる。ただし，研修の受講義
務を名簿登録の要件とするには，各弁護士会の同意や規則改正等が必要であり，
実現は簡単ではない。継続して検討していく必要のある課題である。

(3) ＬＡＣ紹介名簿への登録要件の改善
①

紹介名簿への登録要件
現在，各弁護士会のＬＡＣ紹介名簿への登録要件は，各弁護士会の裁量に任せ
ており，全国的に統一された要件はない。しかし，ＬＡＣ制度において紹介され
た弁護士に対するにおけるクレーム事例の発生を抑えるには，紹介名簿への登録
に際して，一定の要件を設けることも考えられる。

②

具体的な紹介名簿への登録要件の検討
具体的なＬＡＣ紹介名簿への登録要件の候補としては，以下のものが考えられ
る。
ア

研修の受講

［改善対象 1～3 対策］（上記 3-(2)-④参照）

イ

苦情が過去に一定回数以上ないこと

［改善対象 4 対策］

これについては，既に，いくつかの大規模弁護士会では，ＬＡＣ制度におけ
る紹介弁護士に限定せず，弁護士会の法律相談センター等の紹介名簿への登録
要件として採用している。既に制度を導入している弁護士会の規則等を参考に
しながら，各弁護士会でも検討してほしい。
ウ

承諾書の提出［改善対象 1～3 対策］
アメリカの保険会社が提供する権利保護保険では，紹介される弁護士に対
し，行動規範への同意を求めている 16【資料 7-10】。これを参考に，一定内容
の承諾書の提出をＬＡＣ紹介名簿への登録要件とすることも考えられる。

エ

弁護士登録年数・経験等
一定の弁護士登録年数をＬＡＣ紹介名簿への登録要件とすることも考えられ
るが，これについては，反対も多いと思われる。
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オ

弁護士賠償責任保険への加入
日弁連における他の弁護士紹介制度では，これを登録要件としているものも
ある。例えば，海外展開支援弁護士推薦制度等がある。

③

任期制
ＬＡＣ紹介名簿への登録要件を設けた場合，その実効性を確保するために，名
簿への登録を一定期間に限定し，期間経過後に再度，紹介名簿に登録する際に再
審査する任期制が有効である。

④

具体的な検討
現時点で，ＬＡＣ紹介名簿への登録をどのように行うかは，各弁護士会の裁量
に委ねられている。しかし，被保険者（依頼者）及び協定保険会社等から信頼さ
れるＬＡＣ制度を確立し，この分野の弁護士業務を更に発展させていくためには，
被保険者（依頼者）からのクレーム事例をなくし，安心して任せられる弁護士を
紹介していくことが必要であるという点について，異論はそれほどないと思われ
る。実際に，アメリカの保険会社が提供する権利保護保険では，紹介される弁護
士の基準を設けている 17【資料 7-10】。
しかし，これらの改善を実際に採用するには，既にＬＡＣ紹介名簿に登録して
いる弁護士の理解や，要件を設けると弁護士紹介をスムーズに行うために必要な
紹介可能な弁護士数の確保が難しくなる，といった各弁護士会の現状等を確認し
た上で検討しなければならない要素が多くある。全ての弁護士会で統一して実行
することが可能な程度に時機が熟しているとは言えない。
当面は，日弁連ＬＡＣにて，人材が豊富な大規模弁護士会がどのような要件を
設けているかの情報を収集，分析し，その結果を各弁護士会に提供する予定であ
る。上記 3-(1)-①記載の弁護士会内でのＬＡＣ支援組織にて研究，検討していた
だきたい。ＬＡＣ紹介名簿への登録要件を全国一律のものとすることは，各弁護
士会の実務を踏まえて判断することであり，長期的な検討が必要である。

(4) 弁護士紹介時の手順の改善
①

紹介弁護士への注意喚起

［改善対象 1～3 対策］

ＬＡＣ制度において弁護士会から紹介する弁護士に，以下のような注意事項を
通知し，当該弁護士への注意喚起を促すことが考えられる。また，【資料 7-10】
も非常に参考になる。
ア

ＬＡＣ制度の特性
被保険者（依頼者）へのサービスの向上が，ＬＡＣ制度のキーとなる。ＬＡ
Ｃ制度を利用する被保険者（依頼者）の満足度が弁護士業界全体の発展の基礎
であること。
ＬＡＣ制度を通じて弁護士を紹介された被保険者（依頼者）は，初めて弁護
士に接する人も多く，弁護士と信頼関係を構築するための素地が十分に形成さ
れているとは言えない。信頼関係が十分に構築できないことが，弁護士への不
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安に通じたること，また，被保険者（依頼者）の心理が，信頼関係に対する脆
弱性を持っていることを理解し，信頼関係を構築することを常に心掛ける必要
があると考える。
イ

クレーム類型に基づく行動規範
協定保険会社等から報告のあったクレーム事例の圧倒的多数は，被保険者（依
頼者）への報告・連絡不足である。
弁護士に依頼するような法的トラブルを抱えている被保険者（依頼者）は，
心理的に不安になっているケースが多く，併せて弁護士との信頼関係が十分に
構築されていないため，可能な限り，被保険者（依頼者）への連絡を怠らない
ことが肝要である。進捗がない場合であっても，「進捗がないこと」の報告が
必要である。最低でも，月１度は何らかの報告していただきたい。
また，被保険者（依頼者）の抱えている心理的な不安（信頼への脆弱性）が，
弁護士の心無い発言への過剰反応となることも理解していただきたい。例えば，
「交通事故案件の経験が少ない」等の謙虚な発言が，時として，弁護士の能力
不足と捕らえられる可能性がある。また，配慮の足りない発言が横柄な弁護士
であるとの評価に繋がることもある。これらを意識し，自己の発言に最大限の
注意を払っていただきたい。

ウ

弁護士費用
弁護士報酬を含む弁護士費用に関しては，『保険金支払基準』を尊重してい
ただきたい。また，時間制報酬（タイムチャージ）方式での受任の場合は，月
ごとに執務時間・内容を記載した請求書を被保険者（依頼者）及び保険会社に
報告していただきたい。

エ

その他
苦情申立制度（市民窓口）について，被保険者（依頼者）に周知されている
ことを弁護士に告知すること。

②

苦情申立制度（市民窓口）の告知
ＬＡＣ制度を通じて紹介された弁護士の対応に問題があり，改善を促すために
は，直接，被保険者（依頼者）が当該弁護士と話すか，それでも事態が改善しな
い場合は，当該弁護士の所属する弁護士会の苦情申立制度（以下「市民窓口」と
いう。）を利用するしかない。協定保険会社等の中には，日弁連ＬＡＣを通じて
当該弁護士への改善を促してほしいという意見もあったが，現在の弁護士法に基
づく制度では，日弁連が直接，各弁護士の指導・監督を行うことはできない。
そこで，被保険者（依頼者）に弁護士を紹介する際に，市民窓口の案内を追加
することを検討している。

(5) クレーム事例の吸上げ
①

クレーム事例の報告
日弁連ＬＡＣでは，今回のクレーム事例の提供を受けて，ＬＡＣ制度の健全な
発展を促すために，紹介弁護士に対するクレーム事例が発生した場合，報告を受
けるシステムを採用することにした。具体的な報告内容や手順については，今後，
協定保険会社等との協議を通じて確定することになる。

②

クレーム事例の処理
クレーム事例の報告を受けた後は，日弁連ＬＡＣでその内容を分析し，適宜，
ＬＡＣ制度にフィードバックして改善を図ることとする。
また，その中で，重大な問題である思われるクレーム事例については，適宜，
当該クレーム事例の対象弁護士が所属する弁護士会の日弁連ＬＡＣ委員と協力し
ながら対応を検討し，その過程の中で弁護士会として問題を解決する方法を模索
することとする。

４

最後に
ＬＡＣ制度におけるクレーム処理については，以上のほかにも，様々な対応が考え
られる。とりわけ，日弁連ＬＡＣでは，権利保護保険に関するＡＤＲの設立を研究し
ているが，ＡＤＲが設立された場合は，一部のクレーム（主として，弁護士費用に関
する紛争）がＡＤＲに持ち込まれることも予想される（ＡＤＲについては，後述第 7
も参照されたい）。
本基調報告書は，権利保護保険に基づくＬＡＣ制度の信頼性確保について論じたが，
第三者を通じて弁護士が依頼者に紹介されるというシステムは，ＬＡＣ制度に限定さ
れるわけではない。弁護士業務の更なる発展のためには，権利保護保険のみならず，
社会の様々な仕組みの中で，弁護士会に協力してくれる第三者を通じた法的需要の掘
り起こしが必要となるであろう。本基調報告書で検討した内容は，第三者を通じた法
的需要の顕在化の際にも活かされるべきであり，市民に信頼される弁護士及び弁護士
紹介制度を追求する動きはこれからも継続していく必要がある。
（文責：池内 稚利）

第６
１

少額事件における適正報酬の在り方について
弁護士保険（権利保護保険）制度の概観

(1) 現在までの状況
権利保護保険制度は，2000 年 7 月に日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）
と損害保険会社 2 社との間で協定が締結され，同年 10 月からスタートし，その後，
協定保険会社（共済及び少額短期保険を含む。以下「協定保険会社等」という。）
における販売件数が 2013 年度で約 2,100 万件と増加し，2014 年末現在では，協定
保険会社等が 13 社に至り，日弁連リーガル・アクセス・センター（以下「日弁連Ｌ
ＡＣ」という。）における取扱件数（選任報告を含む。）も年間 2 万 3,000 件以上
になっている。
また，保険の適用範囲としても，2014 年 11 月には，交通事故等の偶発事故にお
ける被害者が加害者に損害賠償請求する場合だけでなく，他の民事紛争にも補償範
囲を拡大した商品を販売する保険会社とも，協定を締結するに至った。
こうした権利保護保険も保険である以上，その制度を維持するためには，弁護士
に保険から支払われる金額についての予測可能性が適正に担保されていることが重
要な前提となっていることは言うまでもない。現状では，権利保護保険において支

払われる保険金の大部分は，弁護士報酬の割合が高く，その弁護士報酬についても，
予測可能性が適正に担保される必要性は同じように高いと言わざるを得ないであろ
う。
諸外国の中で，ドイツが最も権利保護保険が多分野へ普及した理由は，ドイツに
おいて弁護士報酬基準が法定されていたことによるところが大きいと言われてい
る。そこで，我が国においても同様に，この弁護士報酬の面から，保険から支払わ
れる弁護士報酬金額の適正さが如何に担保されるべきかを探ってみたい。
(2) 弁護士報酬に関する報酬等基準規程（旧報酬基準）の廃止以前
我が国において権利保護保険制度がスタートした 2000 年当初，弁護士報酬は，原
則として弁護士と依頼者との契約によって定めるとされつつも，弁護士の標準報酬
は，弁護士法で弁護士会が定めることになっていた。すなわち，弁護士会会則では
「弁護士の報酬に関する標準を示す規程」を記載しなければならないとし 18，日弁
連の会則についても同様の規程が設けられていた 19。これを受け，日弁連は報酬等
基準規程を定め，また，各地域の弁護士会もこれに準拠した標準を示す報酬会規を
それぞれ定めており，権利保護保険において保険から支払われる弁護士報酬も，一
定の合理的予測を行うことが可能であった。
その報酬等基準規程 20の概要は，民事訴訟事件の弁護士報酬においては，経済的
利益の額に応じた料率の着手金・報酬金を定める方式 21と時間制報酬（タイムチャ
ージ)による方式 22によることができるとされていた。また，時間制報酬方式による
弁護士報酬については，「一時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理
に要した時間（移動に要する時間を含む。)を乗じた額を，弁護士報酬として受け取
ることができる」と定め，具体的な時間単価の算定に当たっては，「事案の困難性，
重大性，特殊性，新規性及び弁護士の熟練度等」を考慮するとされており，その他，
一度で完了するような法律事務処理事件において適用される手数料や，日当，交通
費等の実費等が定められていた。
(3) 報酬等基準規程の廃止と保険金支払基準
しかし，権利保護保険制度がスタートして間もない 2003 年に，公正取引委員会は
「資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方」の「会則に報酬に関する基準
を記載することが法定されていない場合」に該当する可能性があるとして，従前の
弁護士会の報酬規程は独占禁止法に抵触するおそれがあるという見解を公表するこ
ととなった。それに伴い，報酬等基準規程の根拠規定であった旧弁護士法第 33 条 2
項 8 号が削除されることとなった。
そのため 2004 年 4 月に報酬等基準規程は廃止され，弁護士会が弁護士報酬に関す
る基準を示すことはない状態となったのである。そうした中，日弁連ＬＡＣでは，
弁護士報酬の在り方が，保険金支払（弁護士報酬）の適正化に大きな影響を与える

18
19
20
21
22

旧弁護士法第 33 条第 1 項，第 2 項 8 号
同法第 46 条第 1 項，第 2 項第 1 号
報酬等基準規程(1995 年 9 月 11 日全面改定)による。
報酬等基準規程第 17 条
報酬等基準規程第 39 条

との認識で，基準のない弁護士報酬の適正化を図る方法を議論し，その結果，2004
年に『弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準』（2008 年及び 2013 年に
改定。以下『保険金支払基準』という。）を作成した。これは 2004 年に廃止された
報酬等基準規程（以下「旧報酬基準」という。）に準じる内容を弁護士費用の算定
における「目安」とし，協定保険会社等は権利保護保険における弁護士費用支払い
に当たって，この内容を「尊重する」ものとされた。つまり，弁護士は，被保険者
（依頼者）と弁護士報酬に関する契約を自由に行うことが出来るが，弁護士報酬を
含む弁護士費用が『保険金支払基準』を超える場合には，協定保険会社等と個別に
協議する必要が生じる可能性があること，保険で補償できない範囲の弁護士費用が
あることを認め，その範囲の目安を保険金支払基準に求めることになったのである。
このようにして，現在の権利保護保険においては，弁護士と被保険者（依頼者）
間の弁護士報酬に関する契約内容及び契約される弁護士報酬基準は，あくまで弁護
士と被保険者（依頼者）との関係に委ねられるところであるが，弁護士報酬を含む
弁護士費用が『保険金支払基準』の範囲内であれば，一応の合理性が推認されると
して，協定保険会社等はその趣旨を「尊重」し，保険金の支払いがスムーズになさ
れることとし，保険金支払（弁護士報酬）の適正化と保険金の迅速な支払いを両立
させている。
２

少額事件と権利保護保険
(1) 少額事件における弁護士へのアクセス障害
法的紛争の中には，係争物の金額や損害額が少額となる事件（以下「少額事件」
という。）が相当な割合で存在する。これらの少額事件には，経済的利益が少額で
あったとしても紛争の内容が深刻で，弁護士が事件を受任しない限り権利救済が難
しい例が少なくない。他方，少額事件については，解決により得られる経済的利益
が少額であること，少額事件であっても解決に向けての時間・手間の負担がかかる
こと，依頼者が弁護士費用の支払等による経済的負担を嫌がること，また，弁護士
が受任を躊躇するといったことから，弁護士への依頼が実現せず，結果として不本
意な解決や権利の行使を断念する，いわゆる「泣き寝入り」のケースが多く存在し
ていたと思われる。これが，少額事件における経済的理由による弁護士へのアクセ
ス障害であった。
(2) 権利保護保険制度による救済
2000 年に発足した権利保護保険は，被保険者が交通事故や日常生活事故等の偶発
事故の被害者になった際に，被害救済のための弁護士費用が保険金として一定程度
支払われるという保険契約になっている。低廉な保険料負担で，弁護士費用が保険
から支払われることで，弁護士に依頼し，法的手続による被害救済が可能になった
ことは，弁護士へのアクセス障害改善の一助になっている。
日弁連と協定している協定保険会社等との間では，前記したとおり，弁護士会に
旧報酬基準があった時には，弁護士が所属する弁護士会の旧報酬基準を尊重すると
の内容で協定が締結されていた。この旧報酬基準では，経済的利益を基準とした計
算式による着手金・報酬金の定めを設けると共に，最低着手金を 10 万円（消費税別）

と規定していた。すなわち，経済的利益が 5 万円に過ぎない事件であっても，弁護
士の委任事務の対価としては最低でも 10 万円が必要であるということであり，これ
が保険から支払われることにより，被害者としての権利行使に当たって，採算割れ
の心配がなくなるので，経済的理由による弁護士へのアクセス障害は一定程度改善
されることになった。
(3) 時間制報酬（タイムチャージ）方式の採用
120 万円以下の少額事件の場合，10 万円（消費税別）の着手金及び 16％（消費税
別）の報酬金が弁護士報酬となるため，弁護士が受任することを躊躇するという状
態は解消できない。そこで，弁護士へのアクセス障害の更なる改善のために，時間
制報酬方式を積極的に活用していくことが提案された。経済的利益が少ないために，
着手金・報酬金方式では割が合わないと敬遠されがちであった少額事件を，執務時
間に応じた弁護士報酬を請求できるのであれば，受任をためらうという弁護士側の
問題はある程度解消されるのではないかと考えたためである。導入に当たり，協定
保険会社等における弁護士費用の査定がある程度スムーズに行えるよう，1 時間当
たりの弁護士報酬を 2 万円（消費税別），30 時間の執務に対する 60 万円（消費税
別）を一応の上限として，それを超える場合には，事前に被保険者（依頼者）及び
協定保険会社等と別途協議をするといった内容を盛り込んだ『保険金支払基準』の
改定を行った。
(4) 時間制報酬方式に対する日弁連ＬＡＣの対応
①

時間制報酬方式の特徴
ア

時間制報酬方式は弁護士が費やした労力を執務時間で評価するものであるた
め，争いとなっている経済的利益とは無関係に決まる。例えば，争いのある経
済的利益が 30 万円であっても，弁護士報酬がこの額を超えるケースも相当程度
存在する。
時間制報酬方式を導入した当初の数年間は，少額事件であっても，弁護士に
依頼した際の弁護士費用が保険から支払われるというメリットが宣伝できると
いう観点から，協定保険会社等も積極的に推進をしてきたという経緯がある。
しかし，現状では，多数の案件で利用されることにより，保険の損害率を押し
上げている要因の一つという認識が強まりつつあるようである。

イ

時間制報酬方式は，執務を行う弁護士の「自己申告」に拠るところが大きい
と言わざるを得ない。すなわち，多くの場合，弁護士が書面で執務時間・内容
について報告を行うが，被保険者（依頼者）及び協定保険会社等としては，常
に弁護士の執務内容を監視することは不可能であるため，基本的には弁護士か
らの執務内容に関する報告を信用して，弁護士費用を支払うことになる。弁護
士は不当な請求をしないという信頼が成立の前提となっている制度であると言
える。

②

日弁連ＬＡＣの対応
日弁連ＬＡＣでは，時間制報酬方式の円滑な利用のため，前項で述べた時間制
報酬に関する項目を追加した『保険金支払基準』の改定に加え，執務内容を報告
するための専用の請求書式の作成及び『時間制報酬に関する留意事項』の策定等，

時間制報酬方式を採用した場合のルール作りを行ってきた。また，こうして策定
されたルールについて，ｅラーニングや弁護士会での研修等を通じて，弁護士に
対して周知を行ってきた。繰り返しになる部分はあるが，その内容は下記のとお
りである。
ア

『弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準』
2004 年に策定された『弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準』で

は，時間制報酬について以下のように定めている。
(ｱ) 時間制報酬方式の定義について
1 時間当たりの委任事務処理単価にその処理に要した時間（移動に要する
時間を含む。）を乗じた額により計算される弁護士報酬をいう。
(ｲ) 時間制報酬方式の単価について
所要時間当たり 20,000 円（消費税別途）
(ｳ) 時間制報酬方式の報酬総額の目安について
所要時間 30 時間（時間制報酬総額 600,000 円：消費税別途）を一応の上限
とし，所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には，別途依
頼者及び保険会社と協議する。
(ｴ) 時間制報酬方式における「執務内容報告書」の提出について
原則として，依頼者に対し，毎月 1 回の割合により，執務内容・時間につ
いて報告を行うものとし，保険会社は依頼者を通じて報告書の提出を受ける
都度，弁護士に支払いを行う。
(ｵ) 時間制報酬方式と他方式の併用について
時間制報酬方式を採用した場合には，着手金・報酬金方式，手数料方式及び
日当は併用できない。また，事件受任後は，法律相談料は発生しない。
イ

『時間制報酬に関する留意事項』
実際に時間制報酬方式が利用されるようになって以来，弁護士，協定保険会
社等の双方から，運用に関する様々な問題点や疑問点が寄せられるようになっ
た。その中には『保険金支払基準』に対する理解不足によるもののみならず，
「時間制報酬の対象となる事務処理の範囲は何か」，「どのような場合に一応
の目安以上の時間制報酬が請求できるのか」等も含まれていた。そもそも我が
国では時間制報酬方式で事件を受任した経験のある弁護士が，全国で数パーセ
ントという状況での制度作りであったために，時間制報酬方式についてのノウ
ハウを普及させる必要性もあると考えられた。
そのため日弁連ＬＡＣでは，これまで寄せられた時間制報酬方式に関する問
い合わせ・相談を基にして『時間制報酬に関する留意事項』（2013 年 4 月 1 日
施行）を策定した。その主な内容は以下のとおりである。
(ｱ) 時間制報酬の対象となる執務について
弁護士が法律事務を処理するために要する時間をいう。例えば，書面作成，
裁判所への出頭（移動時間を含む。），依頼者等との打合せ，相手方との交
渉，法律関係調査，事実関係調査（移動時間を含む。）等である。書面のコ
ピー，郵便物の投函等，法律事務には含まれない事務は，請求対象とならな

い。また，保険金請求のためにかかる時間（執務内容報告書の作成等）は含
まない。
(ｲ) 着手金・報酬金方式との併用について
着手金・報酬金方式と時間制報酬方式との併用は認められていない。なお，
併用が禁じられる単位は「同一事故」単位であり，同一事故において複数の
被害者から委任を受けた場合，複数の被害者との間で着手金・報酬金方式と
時間制報酬方式を併用することは認められない。
(ｳ) 保険金の目安について
１事件当たり総額 60 万円（消費税別）という上限の目安を超える金額を請
求する場合は，超過部分については依頼者の負担となる可能性があるので，
弁護士としては委任契約時に依頼者に十分説明するとともに，協定保険会社
等との事前協議を十分に尽くすべきである。
(5) 現状の問題点と今後の課題
①

問題点
現状では，『保険金支払基準』や『時間制報酬に関する留意事項』といったル
ールが，不適正な弁護士費用の請求に対する抑止力として機能している。
しかし，時間制報酬方式を採用するケースが予想以上に増えており，それに伴
い，割合としては少ないものの，不適正な弁護士費用の高額請求事案も増加して
いる。その中には単なるルール不知によると思われるもののほか，報告された執
務内容と執務時間が著しく見合っていない，単なるルールの不知とは言い切れな
い悪質性のあるものも存在するため，協定保険会社等から経済的合理性や制度の
信頼性について疑問を呈されることがある。その結果，保険会社としての抑止力
として，約款を改定する等の対応を検討する動きも出てきているようである。
しかし，冒頭で述べたとおり，少額事件であっても弁護士に委任しなければ解
決できない事件が相当程度存在することは間違いない。約款の改定による免責金
額が設定されることや，更に発展して時間制報酬方式自体を廃止することは，ご
く一部の不適正な請求事案が原因で，多くの問題のない事案の被保険者へ負担を
求めようするものであり，また，少額事件における弁護士へのアクセス障害を排
除するという目的の達成が無になることを意味するので，我が国の少額事件対策
としては，大きな問題を提示しているように思える。

②

考えられる対策
ア

制度の信頼を維持する第一の対策は，弁護士が所定のルールを遵守して，妥
当性に疑義の生じない請求を行うことである。そのためには弁護士会としては，
ルールの周知徹底を図ることが求められる。
ただし，不適正な高額請求事案の中には，報告された執務内容と執務時間が
著しく見合っておらず，単なるルールの不知とは言い切れないものも存在する
ため，ルールの周知徹底を図ったとしても悪質なケースを完全に排除すること
は難しい。
保険会社としては，不適正な請求をした弁護士には，それ以後の権利保護保
険の利用をさせないという対策をとることも考えられる。保険会社が事前に承

認した弁護士に限り，権利保護保険を利用することができるという約款の改定
を行った保険会社も現に存在する。弁護士及び弁護士会において，権利保護保
険の利用を認めるべきでない悪質なケースにおける対策措置を講じることがで
きなければ，弁護士のパネル化 23に直結するであろう。すなわち，被保険者に
おいて委任する弁護士を自由に選択できるという「弁護士選任の自由」を侵害
し，被保険者の不利益になるおそれがあり，問題の解決方法としては好ましい
ものではない。
とすれば，弁護士会としては著しく不適正な請求をする弁護士や不適正な請
求を繰り返す弁護士は，弁護士会の紹介名簿等から外すといった厳しい措置を
講じることも検討されるべきである。
イ

また，依頼者との関係で，必ずしも損害賠償請求手続に必要でない執務が行
われているケース（例えば，被保険者（依頼者）が弁護士の事務所に赴くこと
に特段の支障がないのにもかかわらず，自宅まで弁護士を呼び出し，その出張
費用を請求する等のケース）も存在するようである。被保険者は自らが弁護士
費用を負担するわけではないため，弁護士に対して過剰な要求をしがちである
ことは否定できない。したがって，被保険者に対しても，時間制報酬方式のル
ールについて周知する必要がある。また，協定保険会社等は事後的にしか弁護
士の執務内容を知り得ないため，被保険者に弁護士の執務内容をある程度管理
することを求めるべきであるという考えも検討に値する。その手段として，時
間制報酬の一定割合を被保険者に負担させるということも考えられる。事件解
決に不要な執務が行われないよう，被保険者自ら弁護士の執務内容をチェック
する動機づけとなるからである。しかし，免責金額の設定と同様に，少額事件
においても，被保険者が弁護士への依頼を萎縮させる効果が強いことや，事件
解決に必要な法律事務であるにもかかわらず，依頼者が自己負担を嫌うことに
より，事件処理に支障がでるといった弊害が考えられるため，慎重な検討が必
要である。

ウ

その他，経済的合理性と時間制報酬方式の維持を調和させるという観点から，
『保険金支払基準』において，事件の内容や経済的利益の額により，時間制報
酬の上限の目安に差を設ける（例えば，被害額が 10 万円以下の物損事件の場合
には 20 時間，40 万円を上限の目安とする）といったことも検討の余地がある。
また，請求内容の透明性という観点から，執務内容に応じた標準時間を設定
し，標準時間を超えた請求については弁護士に必要性の疎明を求めるという方
法も検討の余地があるが，妥当な標準時間の定め方については，相当程度の議
論が必要と思われる。
（文責：加納 小百合，瀬川 武生）
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保険会社と提携関係にある特定の弁護士のことを「パネル弁護士」という。また，その制度のことを「パ
ネル制」又は「パネル弁護士制度」という。

第７
１

弁護士保険（権利保護保険）における紛争解決機関の必要性と役割
弁護士保険（権利保護保険）と紛争解決機関
権利保護保険は，弁護士費用が保険から支払われる制度であるから，被保険者にと

って重大な関心事は，弁護士費用が保険から支払われるケースなのか，また，支払わ
れる弁護士費用が適正なのかという点である。それは弁護士にとっても重大な関心事
である。
元来，権利保護保険は，費用面で司法，とりわけ弁護士へのアクセスの利便性を高
めるもので，一つの司法アクセス保証制度と言うことができる。また他方では，弁護
士にとっても法的ニーズの掘り起こしによる業務範囲の拡大という好ましい方向に繋
がると言える。このような権利保護保険の有用性を考えると，権利保護保険が補償す
る対象範囲の拡大は，法の支配を社会の隅々まで及ぼす観点からも必要不可欠である。
諸外国（ドイツ，イギリス，フランス，ベルギー）では，労働事件，租税訴訟，消費
者紛争，相続関係等，幅広い法的分野が権利保護保険の対象となっている。
また，カナダでは個人向け契約の場合は，①雇用関係の紛争，②契約上の紛争，③
スピード違反等の軽微な交通違反による紛争，④法的防禦，⑤人身侵害，⑥財産に関
する防禦，⑦税務紛争等があるが，保険料が高くなることから離婚等の家事事件は対
象分野とされていない。事業者向け契約の場合は，①雇用関係の紛争，②法的防禦，
③契約上の紛争及び債権回収，④法定の免許に関する費用補償，⑤財産に関する防禦，
⑥人身侵害，⑦税金関係の費用補償等が権利保護保険の対象分野 24となっている。
これに対して我が国では，保険適用範囲が保険会社によって異なるものの，主に自
動車保険の特約として交通事故等の偶発事故に限定されていた。しかし近時，少額短
期保険事業者によって，我が国で初めての単体型の権利保護保険商品が発売された。
同保険は，夫婦のトラブル（離婚問題），住まいのトラブル（敷金返還問題）等，幅
広い範囲を保険適用対象としている。
権利保護保険が社会に必要不可欠な制度として更に拡大されれば，権利保護保険そ
れ自体に対する利用者の信頼性が確保されなければならない。権利保護保険におい
て，保険給付がなされない，弁護士報酬及び実費等費用を含む弁護士費用が十分に給
付されない，過大な弁護士費用が請求される等の紛争が起きた場合，これを迅速に解
決する制度を持たなければ，権利保護保険に対する信頼性が失われ，ひいては市民の
司法アクセスを阻害することにもなりかねない。今後，権利保護保険が健全に発展す
るためには，権利保護保険に係る紛争処理を迅速に行う制度が必要であり，裁判外紛
争解決機関の設置は必要不可欠と言える。
２

紛争の具体的内容
権利保護保険で想定される紛争の具体的内容としては，以下の類型が考えられる。
(1) 保険の適用対象事故の範囲（権利保護保険の適用対象事故か否か）
これについては，保険約款の規定，用語の解釈問題であることが多く，紛争当事
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者の話合いによる解決ではなく，統一的な裁定がふさわしいと思われる。
(2) 勝訴の見込みに係る保険関係上の紛争
「勝訴の見込み 25」の判断は個別事情を斟酌することが必要であるものの，一般
的に紛争当事者間の話合いによる解決（合意解決）に馴染まず，裁定が相応しいと
思われる。ただし，個別事情によって判断が分かれる場合も想定されるので，合意
解決手続の余地も用意されるべきである。
(3) 弁護士費用の適正・妥当性
弁護士報酬を含む弁護士費用の適正・妥当性が約款の解釈問題から生じる場合は，
統一的な取扱いが必要であり，裁定手続がふさわしいと思われる。
３

弁護士費用の問題
弁護士報酬を含む弁護士費用は，弁護士と弁護士費用を支払う依頼者との法律関係
であり，弁護士費用の適正・妥当性につき，依頼者との間で紛争が生じた場合は，弁
護士は弁護士会の紛議調停で解決するように努めることになる（弁護士職務基本規程
第 26 条）。したがって，弁護士費用の紛争が，弁護士と被保険者（依頼者）との紛争
であれば，それを解決するのは「弁護士会の紛議調停委員会」ということになる。す
なわち権利保護保険における紛争解決機関・制度は不要ともいえる。
これに対し，弁護士費用の紛争が，被保険者と保険会社（又は弁護士と保険会社）
との紛争であれば，権利保護保険における紛争解決機関で解決するのが相応しい。例
えば，弁護士費用が保険で 10 であるはずなのに 5 しか支払われなかった場合等の弁護
士費用の過少支払い問題は，まさに保険の適用が適正か否かの被保険者（依頼者）と
保険会社（又は弁護士と保険会社）との紛争と見られることから，権利保護保険にお
ける紛争解決機関が解決するとするのがふさわしい。
また，弁護士費用の不適正な高額請求問題に関しては，例えば，保険から支払われ
る金額では足りず，被保険者が負担するという合意があり，弁護士から被保険者に弁
護士費用の請求がなされる場合は，弁護士と被保険者との紛争として捉えるべきであ
るが（弁護士会の紛議調停委員会），弁護士費用の不適正な高額請求が，保険会社に
対してなされる場合は，権利保護保険の内容解釈の問題として，権利保護保険におけ
る紛争解決機関が解決するとするのがふさわしい。
近時，権利保護保険における弁護士費用の不適正な高額請求が散見される。例えば，
不必要な訴訟手続を選択して多額の弁護士費用を請求するとか，また時間制報酬（タ
イムチャージ）の内容が不透明なまま，多額の弁護士費用を請求するというケースで
ある。このような事案を放置することは，権利保護保険の信頼性を失わせるもので，
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険給付には，条件として「請求に成功する合理的な見込みがあること」が要求され，50％を超える勝訴の見込
みが必要とされているとのことである。勝訴の見込みの有無は，保険会社である DAS カナダ社内のクレーム・
ハンドラーが判断する。クレーム・ハンドラーは社内の弁護士やパラリーガルが行う。なお勝訴の見込みにつ
いて，保険会社と被保険者とで対立がある場合には，外部の弁護士にその判断を依頼することとされているよ
うである。

これらを是正するためにも紛争解決機関の設置は必要である。
一方，弁護士費用の不適正な高額請求問題については，算出過程が不透明と思われ
る時間制報酬（タイムチャージ） 26制度を廃止する方向も考えられている。また，弁
護士費用の上限を撤廃し，保険からは低額な一定額しか支払われず，不足分は被保険
者（依頼者）が負担する制度も考えられている。このように時間制報酬（タイムチャ
ージ）制度の廃止，弁護士費用につき低額な一定額のみが保険から支払われるような
制度になれば，弁護士費用に関する不適正な高額請求問題は起きなくなり，弁護士費
用に関する紛争解決機関の必要性がなくなることも考えられる。
このように，権利保護保険における裁判外紛争解決制度は，権利保護保険の約款等
によっては不要であり，その役割がほとんどないということも考えられるのである。
その意味では，権利保護保険約款等の内容変更の推移を見守りながら裁判外紛争解決
機関の制度設計を深化することも必要である。
４

紛争解決機関創設にかかる検討課題
紛争解決機関の創設につき検討すべき課題は以下のことが考えられる。
(1) 紛争の具体的内容と分類
前述のように,保険の適用対象事故の範囲，勝訴の見込みに係る保険関係上の紛
争，弁護士報酬を含む弁護士費用の適正・妥当性などが考えられる。
(2) 保険契約書上の代理人は紛争の当事者か
保険契約締結者は弁護士費用が保険から支払われるのであれば，自己の費用負担
がないことから，紛争解決結果がどのようなものであろうと関心が無く，その結果，
紛争解決手続への参加に不熱心で，どのような解決結果でも受け入れる不適切な結
果になることが危惧される。
したがって，紛争解決手続への参加に熱心な保険契約締結者の代理人として弁護
士を独自の当事者とすることを考えるべきであろう。
(3) 裁定による解決か，話合いによる解決か
裁判外紛争解決機関（ＡＤＲ）というと，メディエーションとしての話合いによ
る解決が考えられるが，権利保護保険に関する紛争の迅速な解決が，商品としての
権利保護保険の信頼性，価値を高めると考えれば，むしろ裁定手続を中心にした紛
争解決機関とすることが適切であろう。
(4) 裁定の拘束力
裁定に当事者が従わなければ，紛争解決の実効性はないが，他方，当事者には紛
争を裁判で解決する権利，すなわち裁判を受ける権利もあることから,一定限度の金
額に関する紛争の場合には，保険会社を拘束する片面的拘束力も検討されるべきで
あろう。
(5) 紛争解決機関の組織
組織としては，権利保護保険に関する紛争に特化した紛争解決機関を独自に立ち
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時間制報酬（タイムチャージ）制度である。

上げるのが望ましいが，権利保護保険に関する紛争の多寡，必要性を勘案して，当
面は権利保護保険を販売する損害保険会社等の内部に「裁定委員会」を設置し，裁
定委員に弁護士，権利保護保険の精通者等を配置することが現実的と思われる。
(6) 既存の「そんぽＡＤＲ」の活用
損害保険会社の保険商品に関するトラブル解決のために，一般社団法人日本損害
保険協会（以下「損保協会」という。）において「そんぽＡＤＲ」が設置されてい
る。そんぽＡＤＲは損保協会が設置したもので,損保協会には，日弁連とＬＡＣ協定
を締結していない損害保険会社も構成員となっている。そのため，権利保護保険だ
けに特化したＡＤＲ部門については必要性がないとして消極的な面も見られる。
しかし，今後，権利保護保険が普及，拡大されれば，そんぽＡＤＲ内に権利保護
保険だけに特化したＡＤＲ 27部門を創設することが望ましいと思われる。
(7) 現在の権利保護保険を視野に入れた紛争解決機関の組織
現在，権利保護保険としてプリベント少額短期保険株式会社（以下「プリベント
社」という。）の「弁護士保険 Mikata」があるが，当該保険に関するトラブルはま
だ多く散見されていない。今後の推移を見守りながら，プリベント社内に「権利保
護保険トラブル裁定委員会（仮称）」を設置することも視野に入れるべきと考える。
(8) 紛争解決機関の人的構成
紛争解決機関が紛争解決に専門的で迅速性を備えていること，紛争当事者のどち
らにも偏らず，中立性が要求されていることを考えれば，裁定委員又は調停委員は
弁護士が適切と思われる。
(9) 運営コストと負担者
権利保護保険に関する紛争解決機関は，権利保護保険の商品に付随する紛争解決
の仕組みと考えるべきである。その仕組みが公正・中立であれば，保険商品を安心
して利用でき，それによって保険の商品価値が高まるのである。そうであれば，紛
争解決機関の運営費は保険会社が負担するのが経済的にも合理性があると考えられ
る。
（文責：及川 健二）
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外資系損害保険会社については，既存の保険オンブズマン内に「権利保護保険ＡＤＲ（仮称）」部門を, 全
国共済農業協同組合連合会等の共済事業者については，既存の共済相談所内に「権利保護保険ＡＤＲ（仮称）」
部門を，そして少額短期保険については，既存の少額短期ほけん相談室，裁定委員会内に「権利保護保険ＡＤ
Ｒ（仮称）」部門を設置することが望ましい。

第１９回弁護士業務改革シンポジウム

〈第８分科会〉

来るか！e 裁判所という革命，
そのとき弁護士は…
第１
第２
第３
第４
第５
第６
第７
第８
第９

はじめに
電子訴訟に向けた検討課題－独、EU(eIDAS）等を参考に－
日本の電子契約の現状
韓国におけるｅ裁判の実施状況について
シンガポール視察
ｅ裁判所
判例検索サービスの紹介
業務に役立つソフトウエア
まとめ

資料編（付属のＣＤに収録）
資料８－１

シンガポールにおけるｅ裁判所運営状況等に関する調査報告書

第１ はじめに
当分科会では，この間のデジタルデバイスの発展進化や，ＩＴインフラの整備拡充が，司法
制度や手続，また，その前提となる取引社会，そして，弁護士の業務に及ぼす影響について現
状を鳥瞰し，最新の状況を基に近未来の予測を行うものである。
まず，前半では，裁判外の手続である契約や帳票の電子化に関する法律上の諸問題につい
て，昨年 7 月にＥＵで制定されたばかりのｅＩＤＡＳ（ｅ－ＩＤ ＆ サービス）という電子取
引・電子本人確認等に関する規則の解説を軸に，電子署名の有用性等について検討を加える。
現在まで電子裁判が実現していない日本においても，契約や帳票の電子化については，取引社
会の中で既に相当程度利用されるようになっているところであるが，特に，契約書類の原本管
理コストの大幅な低減化が図れることや，現状印紙税法上の解釈として印紙の貼用が不要と扱
われている点など，企業にとって電子商取引には経済活動を行う上で大変な優位性があり，今
後その利用については一層の急激な拡大浸透が見込まれるところである。取引の規模にかかわ
らず，電子的な手続を通じ広範かつ日常的に契約が成立し，また，その履行の行われる契約関
係が当たり前となった社会における弁護士の業務の変革やその将来像についても展望したい。
そして，後半では，諸外国においては既に整備運用されている電子裁判手続の日本における
構築に向けた現状と問題点について，この間日弁連で継続的に行ってきた海外調査の実績を踏
まえ，さらに，今回のシンポジウムに向け新たに行ったアメリカ，シンガポール，韓国など先
行する諸外国の最新の実態調査や，使用状況に関する利用者の生の声を踏まえつつ比較検討，
そして，展望を行う。
また，この間当分科会において継続的に分析を続けてきている各種判例検索システムの比較
検討に関するレポートでは，今回も利用者である弁護士の視点から最新の情勢をフォローす
る。あわせて，弁護士業務への活用が見込まれる各種のＩＴシステムの紹介なども積極的に織
り込む予定である。
是非，多くの弁護士に既に動き始めた電子契約の世界に触れていただき，そこに焦点の合っ
た新しい弁護士の業務像を創造し，そして，いずれ必ず訪れる電子裁判という革命に対し万全
の備えを行いたい。裁判手続と電子手続の交差するところに司法制度の，そして，弁護士の業
務の明日がある。

第２ 電子
電子訴訟に向けた検討課題
訴訟に向けた検討課題
ー独、
独、EU(
EU(eIDAS
eIDAS）等を参考にー
eIDAS）等を参考に
）等を参考にー
）等を参考に

神戸大学大学院法学研究科 教授
神戸大学大学院法学研究科・教授
米丸恒治

自己紹介 講演内容
自己紹介・講演内容
• 自己紹介： 行政法、情報法(電子署名
行政法 情報法(電子署名・電子行
電子行
政関係の研究
※2003年「電子的裁判手続の導入に向けた検討
課題－ドイツにおける裁判手続の電子化－電子的
法取引改革－を参考に－」(判例タイムズ1127号
66‐73頁)
ーーーー 講演内容 ーーーー
• １ 日本の電子裁判関連の閉塞状況
• ２ ドイツの電子裁判へ向けた法整備
• ３ 欧州のeIDAS規則(電子署名認証規則)
電子裁判実現へ向けて
向けて
• ４ 電子裁判実現
2015/10/16
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１ 日本の電子裁判関連の閉塞状況
◎日本では、電子的な訴訟提起等は不承認
民訴法 電子情報処理組織による申立て等 １３２条の１０ →民訴規則
民訴規則
民
規
（裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出）
裁
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを
利用して送信することにより提出することができる。
民事訴訟費用等 関する法律（昭和 十六年法律第 十号） 規定
一 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の規定
により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面
（前号に該当する書面を除く。）
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限
を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
・督促手続については電子化
※ 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を
用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年七月二十六日最高裁判
所規則第十号)
© Prof. Dr. jur. T. Yonemaru / Graduate
School of Law /Kobe Univ.

2015/10/16

3

１ 日本の電子裁判関連の閉塞状況
• 電子化のメリット
電子化のメリ ト が実現されていない
–
–
–
–
–
–

裁判所へのアクセスの改善(24時間、どこからでも)
メディア変換にともなう損失(ミス)なき効率性の実現
デ
紙の保存スペースの削減
単純業務の整理合理化 作業の迅速化
文書複写・郵送費用削減などのコスト削減
文書検索の迅速化・容易化、複数人による同時利
用・遠隔利用の拡大

• デメリット
デ
– ICT利用のコスト、セキュリティー上のリスク
2015/10/16
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２ ドイツの電子裁判へ向けた法整備
・デジタル署名法(97年)→電子署名＋タイムスタン
デジタ 署名法 年 電 署名 タ
タ
プの法整備 →その後EU指令を受けて改正
・私法形式適合化法(01年)
・送達改正法(01年)
送達改正法( 年)
電子提訴 電子裁判関連の最初の法改
電子提訴・電子裁判関連の最初の法改正
・司法通信法(05年)
電子文書管理 電子文書 署名要件等 整備
電子文書管理、電子文書の署名要件等の整備
・電子訴訟促進法(13年)
電子訴訟促進法(13年) ※電子訴訟の義務付け
2015/10/16
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２ ドイツの電子裁判へ向けた法整備
※デジタル署名法
→ デジタル署名、タイムスタンプの法的承認により、署名押印の電子的代替＋文書の
デジタル署名 タイムスタンプの法的承認により 署名押印の電子的代替＋文書の
改ざん検知(完全性の証明)を可能とする技術を法制的に認知。
＋弁護士資格等の属性証明 ＋長期的な検証可能性保証措置 も法定

電子提訴・電子裁判関連の最初の法改正
提
裁
連
初
改
①私法形式適合化法(01年)
ｉ 民法典において「電子的形式」を承認し、「電子的形式」での契約書等を承認するとと
民法典において「電子的形式」を承認し 「電子的形式」での契約書等を承認するとと
もに、その際の適格電子署名の要件を明示した(民法典126a条)
ii民事訴訟法上、適格電子署名の表見証明規定を定め(民事訴訟法292a条)、真正性推
定のための規定をおくと同時に、各種訴訟手続の電子化を認めるために、民事訴訟法等
(行政裁判法等各訴訟法)の改正
適格電子署名を付した電子的な訴状・準備書面等の提出が承認されることになった(民
事訴訟法130a条の「電子的文書」の承認規定など諸裁判所法の改正による)

②送達改正法(01年)
送達の基本法として民事訴訟法(同174条など)が改正され、裁判所から関係者および
関係者間の電子的送達が承認され、オンライン化を可能に。
電子文書には、適格電子署名を付す。なお、電子的送達が許容されたのは、行政機関、
弁護士 税理士などの職業的な信頼性がある者 明示的に電子的送達を受ける とを承
弁護士、税理士などの職業的な信頼性がある者、明示的に電子的送達を受けることを承
認した者に限定された(同174条3項)
2015/10/16
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２ ドイツの電子裁判へ向けた法整備
・司法通信法(05年)
司法通信法(05年)
電子文書管理、電子文書の署名要件等の整備
・裁判官等が、文書に手書署名をしなければならないとされて
いる裁判書等についても、名前を記入し適格電子署名を付した
電子文書で代替可能なものとした (民事訴訟法130b条等)。
・電子文書での文書管理を一般的に認める(民事訴訟法298a
(
条等)。
・電子署名された文書に対する訂正や判決言渡しなどについ
ての付記をする とにより、電子文書の完全性が失われ、結果
ての付記をすることにより、電子文書の完全性が失われ、結果
的に原本としての性格が失われることになるので、その対応策
として、電子文書特有の付記とそうした付記をした文書ともとの
原本との拘束的なリンクによって、従来の伝統的な付記方式を
電子的に代替することを認める(同315条3項等)
・プリントアウト＆スキャニング文書も原本と同等と規定(同298
条、298a条2項および3項等)
2015/10/16
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２ ドイツの電子裁判へ向けた法整備
・電子訴訟促進法(13年)
電子訴訟促進法(13年) 電子訴訟の義務付けへ
前提：新身分証明書法(eID(電子身分証)利用可)
＋d
＋de.mail(電子書留メール)法=新たな認証法制
l(電子書留メ ル)法 新たな認証法制
∵電子署名の利用途上、
電子裁判所私書箱(EGVP)の利用が拡大せず
①文書提出方法の改善 de.mail等を明記し拡大
de mail等を明記し拡大
②弁護士その他の訴訟代理人、行政庁等に電子
的な訴訟手続を義務付け( 年から)
的な訴訟手続を義務付け(22年から)
③
③督促手続をeID署名により可能化(18年から)
(
)
2015/10/16
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２ ドイツの電子裁判へ向けた法整備
④連邦弁護士法改正により弁護士電子私書箱
設置
弁護士私書箱かde.mailにより、電子送達拡大
⑤行政庁および公証人によるスキャニング文
書で一定要件を満たすものに証明力を付与。
⑥de.mailによる意思表示に、適格署名と同様
の証明力を付与。
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２(参考) ドイツの電子裁判の参考
※「
※「X‐Justiz」
XML(文書形式)で利用する司法文書の諸要素の
標準化
→原告、被告、事件番号等々の要素定義
→コンピュータによる自動的処理(再利用等)
※「EGVP」 裁判所電子私書箱の設置
→Web上で文書交換を可能化(裁判所等でﾊﾞﾗﾊﾞﾗ)
b上で文書交換を可能化(裁判所等で ﾞﾗ ﾞﾗ)
電子署名用ソフトのみで電子裁判を可能に
2015/10/16
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３ 欧州のeIDAS規則とeCODEX
（１）eIDAS規則
規則 による
る 電子署名指令廃止＋α
電 署名指令廃
指令1999/93/EC の廃止ならびに域内市場における電子取引のた
めの電子識別及び信頼役務に関する2014年7月23日欧州議会及
び理事会規則第910/2014号(2014年8月28日EU官報L257/73頁)

※EUでのeID、電子署名等の認証手段統一法
①ｅＩＤを利用した国際的 電子的本人確認承認
①ｅＩＤを利用した国際的・電子的本人確認承認
②電子署名についての規定の改善
③適格署名検証役務、適格署名長期保存役務
④「電子印」制度の導入
2015/10/16
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３ 欧州のeIDAS規則とeCODEX
⑤電子タイムスタンプについて法定
⑤電
タ
タ プ
法定
Ｃｆ 日本法ではタイムスタンプ規定はない！
Ｃｆ．日本法ではタイムスタンプ規定はない！
⑥電子書留(メール)配信役務について法定
⑦ウェブサイト認証役務について法定
以上のような内容のeIDAS規則によりEUでの、電
子認証基盤が統一され、国際的な訴訟等でも信
が
頼性ある安全な本人確認＆文書等認証が可能に
2015/10/16
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３ 欧州のeIDAS規則とeCODEX
((２)e‐CODEXの動き
)
e‐Justice Communication via Online Data Exchange
欧州域内での司法システム のアクセスの可能化
欧州域内での司法システムへのアクセスの可能化
www.e‐codex.eu 参照
•EUの他の加盟国の司法情報および裁判手続への簡易か
EUの他の加盟国の司法情報および裁判手続 の簡易か
つ安全なアクセスの可能化
•共通の規格と相互運用性の確保による司法手続の国境を
越えた効率性の確保向上
•国際紛争処理手続の簡易化・活性化による国際司法手続
の効率性の向上

を目指して、各種のプロジェクトが進められている。
例：少額訴訟手続 欧州支払命令等
例：少額訴訟手続、欧州支払命令等
2015/10/16
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４ 電子裁判実現へ向けて
・前提：新しい電子書留メール法制等整備も必要か
前提 新しい電子書留メ ル法制等整備も必要か
eIDAS規則は、重要な参照法制
・民事訴訟法等改正
弁護士会側での電子化対応
・弁護士会側での電子化対応
※電子化のメリットについての認識の共有！
弁護士登録名簿に基づく電子認証局設立
弁護士用電子メール私書箱 設立の検討？
or裁判所と安全確実な通信が可能な手段登録
裁判所と安全確実な通信が可能な手段登録
・訴訟費用等のオンライン納付の承認
2015/10/16
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４ 電子裁判実現へ向けて
・裁判所側での電子文書送受信用システム確立
送受信される文書のフォーマット、データセット等の
策定も求められる。 Cf. X‐Justiz
＋ 裁判所内部での電子文書管理システム導入
裁判所内部でのワ クフロ の分析
裁判所内部でのワークフローの分析
→実証実験 → 導入裁判所の拡大へ
＋ 電子文書(電子化文書も含)管理システムへの一
電子文書(電子化文書も含)管理システムへの
元化検討
→電子化文書の原本代替性確保 法的明示が必要か
・電子署名済み文書の長期的検証可能性確保等に留
意 た電子文書保存 必要性 も留意すべき
意した電子文書保存の必要性にも留意すべき
2015/10/16
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おわりに
最適化された電子裁判法制の実現に向け
て議論を進めましょう！
• 技術と法制度の最適な組み合わせにより、日
本版電子訴訟実務 ガイド イ 実現 向け
本版電子訴訟実務のガイドライン実現に向け
て、弁護士会側からの要求事項のとりまとめ
に向けた議論が求められ
に向けた議論が求められています！
ます
•

• yonemaru@kobe‐u.ac.jp
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第３

日本の電子契約の現状

１

はじめに
電子裁判においては，書面や証拠の電子的な提出が行われるのが一般的である。電
子裁判を取り巻く訴訟実務全般の電子化が，電子裁判と並行して行われることが望ま
れる。従来は契約書等の処分証書は紙に署名・押印を行うことにより作成されてきた。
電子契約は，真正な成立の推定を得られる形で契約書の電子化を行い，契約実務，訴
訟実務の双方の効率化を図るものである。

２

電子契約の進展
政府は，1999 年にミレニアム・プロジェクトの一環として電子政府の構築を計画し，
2001 年には e-Japan 戦略を打ち出して，電子政府や電子商取引などの推進を示した。
このような動きと呼応して，2000 年に電子署名及び認証業務に関する法律（以下「電
子署名法」という。）が制定されて，電子文書の真正な成立の推定に関するインフラが
構築された。
しかし，その後の電子申請，電子契約の普及は迅速とは言えない状況が続いた。公
的申請の大部分については電子申請が可能になったものの，多数の利用がある申請は，
e-Tax や電子入札などに限られている。また，電子契約も，広く普及したとは言い難
い状況にある。
これに対して，最近，電子契約システムを開発する企業が多くなり，電子契約が急
速に普及し始めている。電子契約の導入企業は，金融，大規模商店，不動産など多岐
にわたっており，大きな発展の時期に入ったと言える。プライバシーマーク等で知ら
れる一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）が「電子契約元年」と
銘打って電子契約の普及を促進していることも，このような進展を下支えしている。

３

電子署名による真正な成立の推定
契約書や，発注書・請書等，見積書などの書面の証拠提出は普通に行われているが，
書証の提出に当たっては真正な成立の証明が必要である（民事訴訟法 228 条 1 項）。私
文書においては，本人又は代理人の署名又は押印があれば，真正な成立が推定される
（同条 4 項）。これと同様な規定が，電子署名法 3 条にあり，本人による，一定の条件
を満たす電子署名があれば，真正な成立が推定される。以下では，電子署名の仕組み，
効果及び推定効が得られる条件等について述べる。
(1) 電子署名の仕組み
まず，電子署名の生成について述べる。物理的な印鑑の利用の場合には，
文書＋文書作成者の印鑑

→

押印行為

→

印影付文書

という流れで印影付の文書が作成される。これと同様に電子文書の場合には，

電子文書
＋文書作成者の秘密情報

→

署名プログラム
の処理

→

電子署名付
電子文書

となる。文書作成者の秘密情報は，IC-Card 等に安全に保持されるのが普通である。
次に，電子署名の検証について述べる。印影付文書の場合には，
印影付文書＋印鑑証明書

→

目視確認

→

OK/NG

という流れで，本人の押印かどうかを確認する。これに対して，電子文書について
は，
電子署名付文書
＋電子証明書

→

検証プログラム
の処理

→

OK/NG

となる。ここで，電子証明書は，本人の氏名等と，電子署名を検証するための公開
鍵と呼ばれる情報（本人の秘密情報と密接な関係がある。）を含む。検証プログラム
は，電子文書と，それに付された署名及び公開鍵の三者が正しい関係にあるかどう
かを確認する。
(2) 電子署名の効果
電子署名が正しく検証されれば（電子文書，電子署名，公開鍵の三者の関係が正
しければ），次の 2 点が確認される（本人の秘密情報を用いていなければ，電子署名
と公開鍵が正しい関係にならない。また，電子文書に改変があれば，電子文書と電
子署名の関係が正しくなくなる。）。
① 本人の秘密情報を用いて作成された電子署名であること（本人性）
② 電子署名生成時から電子文書が変更されていないこと（非改ざん性）
この 2 つが確認できることから，電子署名による真正な成立の推定が規定された
ものである。
(3) 電子証明書の発行
上記のように，電子署名の正当性の検証には，電子証明書が必要となる。電子証
明書は，本人の氏名等と署名検証に必要となる公開鍵を含んでいる。この電子証明
書を発行するに当たっては，本人確認を確実に行い，電子署名に必要な秘密情報を
本人だけが保持するようにしなければならない。
電子署名法に係る電子証明書は，認証局といわれる民間の業者が発行する。電子
署名法には，認証局についての規定があり，技術的な基準を満たすものを特定認証
業務（電子署名法 2 条 3 項）といい，特定認証業務であって，本人確認，安全管理
などについての厳しい条件を満たすものとして認定を受けたものを認定認証業務
（同法 4 条）という。認定認証業務においては，戸籍謄抄本又は住民票の写しの提
出に加えて，写真付の公的証明書の提示などの厳格な方法で本人を確認している。

このため，認定認証業務が発行する電子証明書であれば，非常に信頼性が高い。
(4) 真正な成立の推定が得られる条件
基本的に，特定認証業務の発行した電子証明書に基づく電子署名があれば，真正
な成立の推定を受けることができる（電子署名法 3 条）。ただし，その電子署名が本
人のものであると主張するためには，その電子署名に係る電子証明書が，その本人
に発行されたものであることを証明する必要がある。認定認証業務が発行した電子
証明書であれば，本人確認等の確実性は認定されているので心配はない。これに対
して，認定を受けていない特定認証業務の場合には，本人確認手続等について，主
張立証する必要が出てくる可能性がある。
このように，認定認証業務が発行する電子証明書であれば，いわば実印にも相当
する効力があるのであるが，認定を受けていない特定認証業務の場合には，証明書
発行業務の確実性についての疑問が生じ得る。したがって，重要な契約書等に用い
る電子署名は，認定認証業務による必要がある。しかし，認定認証業務からの電子
証明書発行には，手間とコストがかかるため，用途によっては，認定を受けていな
い特定認証業務の利用も検討すべきである（その場合でも，その特定認証業務の運
営方法等については確認する必要がある。）。
４

電子契約システム
電子契約は，一社だけで行えるものではなく，取引先とともに導入しなければなら
ない。多くの実現例では，ハブとなる企業が電子契約システムを導入し，これを取引
先とともに利用する形態をとっている。例えば，大規模商店が中心になって電子契約
システムを導入し，ここに納入業者等の取引先が参加する形態が考えられる。
最近では，多くのベンダーが電子契約システムを提供するようになってきている。
このようなシステムは，電子契約書の文面の作成から，契約（電子署名作成）及び長
期にわたる保管などの機能を持ち，いわば，電子文書のライフサイクルを管理するも
のとなっている。また，電子帳簿保存法で定める国税関係書類の電子保存にも対応し
ているものが多い。
電子契約ASP
③通知

②A社署名付
電子契約書を
格納

B社
ファイル
スペース
A社
ファイル
スペース

①ASPの機能を用いて
電子文書作成
電子署名生成
⑨電子契約書
確認

④閲覧

⑦両社の署名付
電子契約書を
格納

⑧通知・閲覧

A社
図1 ASPを利用した電子契約の例

⑤電子契約書
確認
⑥ASPの機能を用いて
電子署名生成

B社

電子契約のシステムを各社ごとに持つことも可能だが，多くの導入例では，専門の
事業者のシステムを利用している。
図１は，A 社と B 社がＡＳＰを利用して電子契約書を交わす例である。A 社がまず電
子文書の作成及び電子署名の生成を行い，A 社署名付電子契約書をＡＳＰ内の A 社の
ファイルスペースと B 社のファイルスペースに置く。ＡＳＰは B 社に，契約書案が届
いている旨を通知し，B 社は内容を確認して B 社の電子署名を生成する。これにより，
両社の署名の付いた電子契約書が作成され，これを A 社・B 社それぞれが，ＡＳＰ等
により保管することになる。
５

電子契約の効果
電子契約の利用者にとってのメリットは多い。以下にその例を挙げる。
(1) 印紙代の削減
電子契約書には，収入印紙を貼る必要がない。高額な金銭消費貸借契約などでは，
大きな削減効果が期待できる。
(2) 印刷代，封書代，郵送料などの削減
従来は，紙の契約書のやり取りのためのコストがかかっていたが，これらが削減
される一方，電子的な送受信の費用は小さく抑えられる。
(3) 業務の効率化
実は，最も大きな効果は，業務の効率化だと言われている。紙の契約書の作成・
送付等の人的コストは大きなものがある。ワークフローを導入していても，最後の
契約書については人手が必要だったが，電子契約ならば，この段階でのコスト削減
も可能である。
(4) ＢＣＰ対策
紙の文書の場合には，原本を厳重に保管する必要がある。これに対して，電子文
書では，コピーであっても原本性に違いはないため，遠隔地に複製を保管すること
ができる。このため，Business Continuity Plan（ＢＣＰ，企業継続計画）に大き
く寄与できる。
(5) コンプライアンスの向上
電子契約書などの電子文書は，閲覧・検索が容易であるため，監査等の効率が上
がり，コンプライアンスの向上に寄与する。また，電子文書の管理者本人に知られ
ずに監査することも可能となる点も見逃せない。

６

まとめ
適切な電子署名を用いることにより，真正な成立の推定効をもった電子契約書等を
実現できるため，電子契約の発展は，電子裁判の実現にも大きく貢献できるものと期
待されている。最近は，電子契約にシステム化が進んでおり，利用者にとっても，経
費削減，コンプライアンスの向上等の多くのメリットを享受することが容易になって
いる。

第４

韓国におけるｅ裁判の実施状況について
新阜 直茂（第二東京弁護士会）

本稿では，韓国におけるｅ裁判の実施状況について報告する。
なお，本稿は，平成 25 年 9 月 2 日から 2 日間かけて，日弁連の調査団において，韓
国のソウル北部地方法院，ソウル行政法院及び 2 つの法律事務所（津村法務法人，和友
法務法人）を訪問して調査した内容を基礎としている。

1

１

法整備・運用状況
韓国においては，平成 22 年に「民事訴訟等における電子文書の利用等に関する法律」
が制定され，ｅ裁判を実施するための基本的法整備がされた。
その上で，平成 22 年 4 月には，特許法院（日本の知財高裁に相当）において先行し
てｅ裁判の運用が開始され，平成 23 年 5 月からは民事訴訟事件全般について，平成
25 年 1 月からは家事事件及び行政訴訟事件について，それぞれ正式な運用が開始され
た。
また，平成 26 年 4 月からは破産・再生事件について，平成 27 年 3 月からは執行・
非訟事件についてもそれぞれ運用が開始されている。

２

ｅ裁判システムの概要
韓国のｅ裁判システムは，ウェブブラウザ（Internet Explorer など）を使用し，
ｅ裁判専用のウェブサイト 1（以下「ｅ裁判サイト」という。）にアクセスすることに
より利用可能である（図２参照）。
なお，平成 25 年 7 月からは，モバイルアプリケーション（ｉＯＳと Android）も配
信されており，スマートフォンやタブレットで，裁判記録の確認等ができるようにな
っている。また，パソコン用の専用アプリケーションも利用可能である。
また，韓国のｅ裁判システムは，韓国国内で単一のシステムとなっており，米国の
ように州（地域）ごとにシステムが異なっているということはない。
ｅ裁判サイトでは，利用ガイドやＦＡＱ，動画解説などのユーザーサポート体制が
整備されている。

http://ecfs.scourt.go.kr

【図２】ｅ裁判サイトのトップページ

３

ｅ裁判手続の概要
以下では，通常の民事訴訟事件を念頭に，手続の流れに沿って，ｅ裁判手続の概要
を報告する。なお，以下では，ｅ裁判システムを利用した民事訴訟を「電子訴訟」と
呼ぶことがある。
(1) ユーザー登録
まずｅ裁判システムの利用を開始するためには，ユーザー登録を行う必要がある。
ユーザー登録は，ｅ裁判サイトを通じて電子的に行うことができる。
① 公認認証書
ユーザー登録を行うには，本人確認のため，韓国において整備されている公的
電子認証システムに準拠した「公認認証書」が必要となる。
この公認認証書は，日本でいえば国税電子申告（e-Tax）などで利用されてい
る「電子証明書」とほぼ同様のものである。ただし，日本では電子証明書はあま
り普及していないのに対し，韓国ではネットバンキングやネットショッピングな
どで広く国民に普及しているようである。
なお，公認認証書は，書面（紙）や磁気カード等の有体物として発行されるも
のではなく，電子ファイルとして発行される。そのため，公認認証書の発行を受
けた者は，このファイルをハードディスクやＵＳＢメモリに保存し，独自のパス
ワードを設定することにより，他人がアクセスできないよう保持する必要がある。
② ユーザーの種類
登録できるユーザーの種類には，大まかに分けて，以下の 2 つがある。

ア
イ

全国民が行うことのできる当事者本人としてのユーザー登録
弁護士，法務法人（日本の弁護士法人に相当）等の訴訟代理人が行うこ
とのできる代理人としてのユーザー登録
代理人ユーザーとしては，弁護士本人だけでなく，弁護士を補助する事務職員
としても登録をすることができる。事務職員として登録すると，弁護士本人の電
子認証が必要な行為（訴状や準備書面の提出行為等）以外の事務作業は，その事
務職員において行うことができる。
ユーザー登録を行うと，ＩＤとパスワードが発行される。ＩＤとパスワードだ
けでもｅ裁判システム内の記録の閲覧等はできるが，電子認証が必要な行為につ
いては公認認証書が必要となる。
(2) 電子訴訟の選択
① 原則として任意選択
ｅ裁判を利用するか否かは，原則として，当事者（原告又は被告）が自由に選
択することができる。ｅ裁判が強制されている国もあるが，韓国では日本と同様
に本人訴訟が可能であり，ＩＴ技術に不慣れな国民の裁判を受ける権利への配慮
から，このような取扱いがされているものと思われる。
② 片面的電子訴訟
当事者のどちらか一方がｅ裁判システムの利用を選択すると，その訴訟は電子
訴訟となる。ただし，電子訴訟を選択しなかった当事者は，従来どおり，紙媒体
を利用して訴訟を行うことができる。このような一方当事者のみが電子訴訟を利
用する場合は「片面的電子訴訟」と呼ばれている。
片面的電子訴訟の場合，電子媒体による記録と紙媒体による記録とが併存する
こととなれば，記録管理がかえって複雑化することとなる。国によっては，この
ような弊害への対策として，代行業者を通じて記録を電子化する国もあるが，韓
国では，その作業は裁判所の役割となっている。すなわち，電子訴訟を選択しな
かった当事者から提出された書類は，裁判所が全て電子化し，ｅ裁判システムに
登録されるのである。
③ 国や地方公共団体等の同意義務
前述のとおり，ｅ裁判の選択は原則として当事者の自由であるが，例外として，
国や地方公共団体等には同意義務がある。これは，国等であれば，ｅ裁判の利用
が技術的に困難という事態が想定されないためと考えられる。
このような仕組みがあるため，国等が被告となる行政訴訟の新受事件は，一部
の例外を除き全件が電子訴訟（少なくとも片面的電子訴訟）となっているようで
ある。
④ 事前包括同意
ｅ裁判の選択は，原則として事件ごとにその都度行われるが，1 年間全ての訴
訟をｅ裁判で行うという包括的同意を事前に行うこともできる。
(3) 訴え提起
① 訴状等の作成及び提出
電子訴訟を提起するためには，ｅ裁判サイトでログインし，ｅ裁判システムの
画面を操作して訴状等を作成する。

訴状を提出するためには，ｅ裁判システムの提供するフォーマットに従って，
事件名，訴額，管轄裁判所，当事者・代理人情報，請求の趣旨及び原因等を入力
する。請求の趣旨及び原因については，
（ア）ｅ裁判システムに設けられた入力画
面に直接入力する方法と，
（イ）ワープロなどで作成した文書ファイルを登録する
方法がある（図３参照）。いずれの場合も，正式に提出される段階で，システム上
でＰＤＦファイルに変換される。
証拠（書証）は，スキャナ等で電子化し，ｅ裁判システムにアップロードする。
元々電子的に作成された証拠（例えばデジタル動画など）は，ファイル形式が適
合していればそのままアップロードすることができる。
訴状委任状は，書証と同様に，スキャナ等で電子化したものを提出する。
最終的に訴状や証拠書類等を提出するためには，これらの文書ファイルに提出
者である代理人（本人訴訟の場合には本人）の公認認証書による認証処理を行う
必要がある。
【図３】訴状作成画面（請求の趣旨の入力画面）

②

訴訟費用の予納
訴訟費用は，振込，クレジットカードなどにより電子的に納付することができ
る。なお，電子訴訟を利用すると，印紙代が 1 割引となるようである。
(4) 送達
訴状の送達は，被告が事前包括同意をしている場合や，国等の同意義務者が被告
となる場合は，電子的方法により行われる。それ以外の場合には，被告が電子訴訟
に同意するかどうか不明なため，裁判所が訴状をプリントアウトし，従来どおりの
紙による送達がされる。訴訟係属後の送達については，電子訴訟に同意した当事者
には，電子的方法により行われる。

電子的方法による送達は，あらかじめ登録したメールアドレス等に通知が届き，
ｅ裁判システムにアクセスして記録を閲覧することにより完了する。もちろん受領
書の返信は不要である。なお，当該通知がされてから１週間が経つと，記録を閲覧
しなくても，送達がされたものとみなされる。
(5) 訴え提起後の訴訟進行
① 準備書面の提出等
訴え提起後は，訴状と同様の要領により，答弁書や準備書面，書証等の文書を，
ｅ裁判システムを通じて提出し，争点整理が行われる。なお，ｅ裁判システムに
登録しなければ提出の効力が生じないため，期日に紙を持参しても陳述すること
はできないようである。
② 訴訟記録の閲覧・謄写等
ｅ裁判システムに登録された文書は，裁判官及び当事者・代理人が自由に閲覧
することができる。裁判官によると，記録は紙にプリントアウトして検討するこ
とも可能であるが，ペーパレス化の観点から，基本的にはパソコン画面で記録を
検討するようにしているとのことであった。電子記録にはそのユーザーにしか見
えない付せんやメモ等を付けることもできる。
記録の閲覧は 365 日 24 時間可能であり，閲覧及びプリントアウトはいずれも
無料である。このような取扱いは，現在の日本における記録の閲覧謄写の手間と
費用を考慮すると，かなり画期的なシステムであると言える。
なお，電子記録は，事件の終了後も永久保存される。
③ 期日管理等
ｅ裁判サイトには，ユーザーごとにマイページが用意されており，現在係属中
のｅ裁判の件数や事件の一覧等を確認することができ，ここから個別事件の記録
にもアクセスすることができる。
④ 口頭弁論
法廷には裁判官・当事者ごとにパソコンが設置されており，そのパソコンでｅ
裁判システムに登録された記録を閲覧しながら弁論が行われる（図４参照）。弁護
士によると，法廷に持参する書類が大幅に削減できたようである。
(6) 判決
判決文も，訴状や準備書面と同様に，電子ファイルとして作成され，裁判官によ
る電子認証がされたファイルが判決文の原本となる。判決文はｅ裁判システムに登
録され，当事者及び代理人は，自由に判決を閲覧できる。
ただし，当事者以外の一般国民を対象とした判決公開システムは，ｅ裁判システ
ムとは別のシステムとなる。韓国では，刑事事件に関しては全判決文（ただし，仮
名処理がされている。）が一般公開されているが，民事判決に関しては，日本と同様
に，全判決文が公開されているわけではなく，先例的価値があると判断された判決
文のみが一般公開されている。
４

まとめ ―効果と課題―
韓国におけるｅ裁判の導入は，民事裁判制度の一部に留まるものではなく，民事訴
訟事件全般，家事事件，行政訴訟事件，破産・再生事件，執行・非訟事件など民事裁

判制度全体に及ぶものである。使い勝手に対する裁判官と弁護士の評価も高く，本調
査時点では大きな問題点は生じていないようであった。
ｅ裁判導入による効果として，裁判官は，審理の迅速化・充実化を挙げていた。ｅ
裁判の導入により，簡易かつ迅速に必要な記録にアクセスできることが大きなメリッ
トとして捉えられているようであった。
他方で，弁護士は，記録の提出・管理の簡便さを挙げる者が多いように感じた。こ
れまで紙で作成・提出・管理していた訴訟記録が電子化されたことにより，ペーパレ
ス化，省スペース化，コスト削減等に大きく寄与しているようである。
報告者としては，訴状等を電子的に提出することができるという仕組みもさること
ながら，24 時間 365 日訴訟記録が無料でどこからでも閲覧できるという仕組みに衝撃
を受けた。このような制度が日本にも導入されれば，事件処理や記録管理のあり方な
ど，弁護士業務にも大きなメリットとインパクトを与えることは間違いないであろう。
もっとも，その一方で，ｅ裁判の導入によるデメリットや課題についても慎重に検
討する必要があることはいうまでもない。日本への導入に当たっては，そのための法
整備やシステム構築が必要となるだけでなく，韓国との比較という意味では，電子証
明書の普及度や片面的電子訴訟を導入した場合の記録の電子化の問題など，日韓での
社会的基盤や裁判制度・実務の相違点等について慎重に検討する必要があるものと思
われる。
【図４】法廷内に設置されたパソコン

第５
１

シンガポール視察
はじめに
シンガポールでは，2000 年に電子的ファイルシステム（ＥＦＳ（e-Filing System)）

が導入され，2008 年 11 月には日弁連コンピュータ委員会の海外調査も行われたが，
その後，2013 年には e-Litigation と呼ぶ，大幅に刷新，進化した統合電子訴訟シス
テム（The Integrated Electronic Litigation System）に移行し，本格稼働させてい
る。当分科会では，2015 年 4 月 9 日 10 日，改めてシンガポールの最高裁判所や弁護
士会，法律事務所等を訪問し，システムの仕組みや評価に関して調査を実施した。
２

ロダイク法律事務所（Rodyk & Davidson ＬＬＰ ＵＲＬ:http://jp.rodyk.com/）
同事務所の中川真理子外国弁護士（コーポレートグループパートナー）同席の下，
訴訟仲裁グループパートナーの Melvin SEE 弁護士から概要次のような説明を受けた。
(1) e-Litigation の概要
ＥＦＳはＰＤＦでの画像の提出だけだったが，e-Litigation は，ほとんどの記録
がテキスト形式であり，検索機能も利用できる（宣誓供述書等，ＰＤＦも一部ある。）。
e-Litigation のウェブサイトへの認証アクセスは SingPass
（ シンガポール人又は
シンガポール永住権保持者，就労許可証保持者のための一般的な個体認証番号で，
政府機関へのアクセスは全て SingPass で行うことができる。）が使われる。認証は
SingPass とパスワードだけである。ワンタイムパスワードも利用しようとしている。
ログインすると書類の受理等が行われる InBox（受信フォルダ）がサイト画面に
表示される。Quick Access 欄から新件の登録などができるようになっている。
ＥＦＳの時代には特定の機器でないとファイリングできなかったため，事務員が
書類登録していたが，e-Litigation は，Web からの入力なので，いつでもどこでも
アクセスすることができ，若手の弁護士は自分で入力している。
入力は，入力フォームと質問形式に沿って，Writ of Summons（召喚状）や知財，
仲裁，建築の分野等の訴訟種類，裁判所の選択，係争金額，参照書類，当事者情報
（個人，会社，組合，船舶所有者等の種別，住所，電話番号等）を入力する。基本
的に全部手入力だが，同じ弁護士が他事件で登録していれば流用も可能である。署
名はない。ほとんどの文書は自動的に受理している。アップロードはＰＤＦのみ。
本人訴訟は可能だが，弁護士資格を有しない人は，e-Litigation を利用すること
はできず，ファイル局（政府の指定する民間団体）を通して登録することになる。
弁護士以外の事務所スタッフも，e-Litigation に登録していればアクセスできる。
ファイル入力権限を有する者と閲覧権限しか有しない者を設定することもできる。
e-Litigation は ， High Court （ 高 等 法 院 ）， District Court （ 地 区 法 廷 ），
Magistrate's Court（治安判事法廷）で利用されているが，本人訴訟のみで代理人
のつけられない Small Claims（少額事件法廷）では利用されていない。
訴状送達は原告が有効期間中（原則 2 か月間）に受領者の署名を取って裁判所に
提出する。裁判所のシステム障害等の理由であれば，backdate（日付を遡って有効
とすること。）を申し立てることができる。
Web 上で裁判所費用計算もなされ，弁護士事務所が裁判所に登録した口座から引
き落される。個人であれば，ファイリングごとにクレジットカード払いも可能であ
る。
(2) 実際のケースの紹介
ケースの下に，多数のサブケース（Discovery とか証人の申し立て，裁判所の命

令など。）が項目ごとに表示され，Concluded（終結）等の進捗状況も表示されてい
る。
裁判所からの通知も，このシステムの中で行われ，Hearing（期日）も書かれてい
る。大体，Civil Trial は 10 時から 5 時。Pre-Trial は 1 時間ぐらい。
(3) 利用の実情その他
24 時間いつでも仕事ができる。今までは午後 5 時に裁判所が閉まっていたが，
23:59 までできてしまう。メリットであるがデメリットともいえる。弁護士が直接
入力するようになるので，長期的には経費は減るだろう。Court Clerk は減らせる
はずだろう。
和解案は当事者が作成する。裁判官が電話等で変更を促すこともある。70％位は
和解で終わる。最終的な判決は，e-Litigation とは別に作成される。原本には署名
が付く。裁判所に受け取りに行くが，封緘されるのは主文のみ。判決理由など判決
全文は全部公開されている（多くの事件は実名だが，家事等は実名を入れない。）。
３

マクスウェル・チェンバース（Maxwell Chambers ＵＲＬ:http://www.maxwell-cha
mbers.com/）
e-Litigation とは関係ないが，シンガポール国際仲裁センター（ＳＩＡＣ）や国際
商業会議所（ＩＣＣ）等の主要な国際仲裁機関が入居する複合施設マクスウェル・チ
ェンバースにも訪問し，施設の利用状況等を視察聴取した。
(1) 施設について
ヒアリング等に利用される会議室は最大 140 席を収容できるものを含め 24 室あり，
3 階と 4 階にある。3 階は仲裁・調停の他，一般利用（貸会議室）にも供しているが
（カンファレスにも使える。），4 階は仲裁・調停（ヒアリング等）専用であり，4
階へのアクセスにはセキュリティがかけられている。仲裁用控室と調停用控室は別
態様であった（調停用は豪華かつフレンドリー，仲裁用はビジネスライク。）。会議
室は，テレビ会議等にも対応できる電子機器を備えており，軽食やコーヒー等も無
料提供されている。ヒアリングは，午前 9 時から午後 6 時まで開催可能である。
仲裁室の一つは，かつてシンガポール最高裁で使われた歴史的な机を用いている。
(2) 利用状況等について
利用者は，ＳＩＡＣがあるためシンガポールが多いが，ＩＣＣのケースもあり，
海事のＳＣＡＡ，世銀の金融機関用のものもあり，国際的に利用されている。東南
アジアが多いが，ロンドンやベルギーからも来る。日本や韓国の利用者は少ない。
運営主体は，持株会社は国の会社だが，子会社は民間会社である。経費は貸料金
で賄っている。

４

シンガポール弁護士会（The Law Society of Singapore ＵＲＬ:http://www.lawso
ciety.org.sg/Default.aspx）
シンガポール弁護士会にも赴き，シンガポール弁護士会ＩＴ委員会メンバーより弁
護士（会）側からみた e-Litigation 導入の経緯及び展開の状況について一般的な説明
等を受け，現行システムの操作について実際のデモも行ってもらった後，質疑応答を
行った。なお，シンガポール弁護士会のウェブサイトに訪問の様子が掲載されている

（http://www.lawsociety.org.sg/NewsMedia/VisitbytheJapanFederationofBarAssoc
iations.aspx）。
(1) Elaine Tan ＩＴ委員長からの説明
シンガポール政府は，ｅファイリングの利用を求めてきていた。当初のＥＦＳは
認証のためにスマートカードとリーダが必要であった。ＥＦＳでも，裁判所に出向
き窓口に並ぶ必要がなくなり，17 時までに書面を書き上げて裁判所に持ち込む必要
がなくなったことで代理人としても大きな利点を得，事務員の利用等の点でもコス
ト削減を実現することができた。相手方代理人の弁護士事務所もＥＦＳを利用して
いる場合には，裁判所においても，書記官の手間を煩わすことがなくなった。
その後，ブラウザを使ってアクセスできる Web ベースの新システム e-Litigation
に移行し，スマートカードやリーダも不要となり，事務所にいる必要もなくなった。
(2) Bryan Ghows ＩＴ委員からの説明
ア e-Litigation の実演説明
e-Litigation は，すべての文書は電子的に提出し，紙では提出できない。New
Case について，20 種類ぐらいの類型から選ぶ。担当事件は全て見ることができる。
e-Litigation 導入前のデータも全て移行している（解決済みのものも含む。）。シ
ステムは無料ではなく，弁護士の人数，ファイルごとの送信料，大きなファイル
はページ当たりの料金となっている。Calendar 機能があり，裁判所に行くべき日
付を確認することができる。サイトから，クライアントに対する課金に関する情
報も簡単に入手できる。事務所内の他の弁護士が閲覧できるかどうかもカスタマ
イズできる。モバイル用にもフォーマットされている。
イ ヒアリングシステム（Magnum）の実演説明
ヒアリングで用いるシステム（Magnum）が利用されることもある。
利用は任意。大量の文書をプリントアウトしたくない場合に使ったことがある。
このシステムは，裁判所側に，表示ドキュメントの管理者がいる。代理人には
ＰＣ上に 3 画面が表示され，証人がいる際，発言のタイプとともに録音もされて
いる。右画面にタイプがリアルタイムで見える。左画面に証人と裁判官が見てい
る文書が映り，全員が同じものを見ながら進められる。Magnum は去年の 10 月か
らのシステム。英国では前から導入していた。Opus 2 社の製品であり，Document,
Transcripts（法廷での全ての発言，インスタントメッセージなどが時系列で表示
される。）, Real time 等が閲覧できる。ドキュメント単位で課金される。今回の
場合 3 万ドル位だった。速記にいくら，××にいくらという形で課金される。録
音を再生するのと同期して反訳が表示される（該当の文がハイライトで表示され
る。）。通常ヒアリング中には再生しない。発言どおりに書かれているかを確認し
ている。音声があるので，字面だけでなく，どういう感じだったかも分かる。全
ての文書をスキャンし，インデックスを付けて保存するので，検索が容易。
(3) Elaine Tan ＩＴ委員長，Lim Seng Siew ＩＴ委員等への質疑応答
ア Magnum について
発言のトーンは，裁判官も聞いているから，詰まったりしたのは分かっている。
記録が便利なのは，裁判官に思い起こさせることができる。シンガポールでは，
録音そのものが公式記録となっている。e-Litigation は義務だが，全ての裁判に

Magnum を使うわけではない。小さなケースは，紙でやってることが多い。
裁判官は，メモして確認しているかもしれないが，我々には分からない。
録音は 2000 年から実施しているが，当初は Magnum ではなく別会社のものだっ
た。前の違いは，スクリーンで全て見られる，反訳と音声が同期している。
Magnum と e-Litigation はまだ同期していない。文書は e-Litigation にアップ
されるわけではないが，反対に e-Litigation の文書を取り込むことはできる。
別途 Technology Court が用意されており，Magnum を使わずにスクリーンでプ
レゼンすることはできる。専門家の証人が自身のラップトップで動画を用いたこ
とがある。ビデオカンファレンスもできる。民事の場合で海外の証人の場合など。
刑事で別の部屋との間で尋問する場合にも実施するが，証人尋問は録音できない。
イ e-Litigation について
e-Litigation の選択の機会はなかったが，若い人は紙がないことに慣れており
書類はなくてよい。法律事務所のメリットは，今までは相手に書類を届ける人が
必要だったが，不要になった。裁判所の開いている時間に制約されない。ＥＦＳ
のときはスキャンに時間がかかり大変だったが，今は楽になった。
デメリットとして，人のふれあい（human touch）がない。紙で出していれば，
書類を持参し，裁判所書記官に渡して手続料を払って受領証をもらっていた。
e-Litigation だとどこにあるのかすぐ分からない。以前は，すごく急ぎだと担当
判事に直談判できたが，今だと，ファイルがどこに行っているか，多くの人に確
認しなければならない。パラリーガルが実施した参照番号を聞いて，裁判所に頼
んで緊急に裁判官に送ってもらい，裁判官に確認・決定してもらう。
各ドキュメントに番号が付き，その番号でドキュメントにアクセスできる。各
自がノート（タグ付け）を付けることができ，ドキュメントを呼び出したときに，
ノートが表示される（吹き出しのようにポップアップ）。自分達にしか見えない。
ブラウザは，ＩＥだけでなく Firefox，Ｍａｃでも可能である。Ｗｉ－Ｆｉで
も結構速い。
e-mail アドレスは，Administrator が任意のアドレスを追加削除できる。1 人
の弁護士は 1 つのアドレスだけ。弁護士事務所のアドレスに来たものを複数人に
転送することはできる。通常は，事務所に連絡されるが，裁判所のファイルがメ
ールで送られるわけではなく，メールはファイルのアップを通知するだけ。
セキュリティ上の問題は，SingPass に問題があると影響を受ける。過失による
問題（送り間違いなど）はある。e-Litigation のハッキングは，新システムだか
らまだない。裁判所の管理だ。最高裁で聞いてほしい。
e-Litigation は，①弁護士事務所による利用，②弁護士のライセンスの更新
（e-Litigation でしかできない）の 2 つの機能も持っている。
ウ シンガポール弁護士会の対応等について
本日出席の弁護士は全員ＩＴ委員会に入っている。
高齢弁護士は，裁判所のヘルプデスクが対応し，我々もフィードバックする。
書類からＥＦＳへの移行は大変だったが，e-Litigation への移行は楽だった。
ＥＦＳは 3 日のトレーニングが必要だったが，e-Litigation は必要ない。
我々は興味があり，直接操作しているが，ほとんどの弁護士は，パラリーガル

に任せ弁護士本人はやっていない。Siew 氏も，この 1 年間は自分ではやっていな
い。必要なファイルが上がっているかの確認や，スケジュール管理等に使ってい
る。
トレーニングは 3 種あり，①管理者向け，②パラリーガル（ユーザー）向けの
1 日コース，③弁護士向けの半日の短いコースがある。申請等の種類ごとにフォ
ームが違うので，これを説明するのに 1 日かかる。e-Litigation の機能を習得す
るのがパラリーガルのトレーニング。学生時の課程にもトレーニングが含まれて
いる。
シンガポール弁護士会の委員会は 31 ある。懲戒は弁護士会が行う。現地の弁
護士に限る。4900 人が現地の弁護士。外国弁護士 1200～1300 人は管轄外だが，
今年中に変わる予定（管轄に入る）。ＳＩＣＣでのケースを管轄するための弁護士
の懲戒は最高裁の権限だが，弁護士会のシニアメンバーも入る。
５

シンガポール最高裁判所（Supreme Court ＵＲＬ:http://www.supremecourt.gov.
sg/）
(1) 最高裁判所の概要
シンガポールには，Supreme Court（最高裁判所）と District Court（地方裁判
所）があり，最高裁判所には Court of Appeal（最終審裁判所）と High Court（下
級裁判所の控訴の他，係争金額が 25 万ドル超の訴訟等の一審を扱う）が入っている。
最高裁判所の建物は，2005 年に新築され，同年 6 月から使われている。建物の 2
階から 6 階に High Court の法廷等があり，9 階に Court of Appeal の法廷がある（大
法廷と 2 つの小法廷）。建物の各所に設置されたキオスク端末で Hearing（期日）の
一覧の確認や，代理人の出頭登録（同時間帯・同法廷に複数の Hearing が組まれて
いるため，代理人はキオスク端末で登録して順番待ちをすることになる（銀行の順
番待ちチケットと同様のシステムで，あと何人待っているかも分かる。）。）ができる。
(2) 最高裁判所側の対応者
今回の訪問での応対者は，最高裁判所における e-Litigation システムの担当者
Patrick Ng 氏（Assistant Director, Applications, Computer and Information
Services Directorate, Supreme Court）と，政府の Infocomm Development Authority
（ｉＤＡ）所属の Roy Chew 氏（Senior Manager，Legal Sector Group，CrimsonLogic
Pte Ltd）であった。ｉＤＡはシンガポール政府の電子化を中心的に扱う部署であり，
諸部局の電子化推進のために人材を派遣しているとのことであった。
Roy Chew 氏は，e-Litigation を構築した CrimsonLogic Pte Ltd.の担当者である。
CrimsonLogic は Ｉ Ｔ シ ス テ ム を 扱 う 政 府 系 ベ ン ダ ー （ Ministry of Trade and
Industry（通産省）配下の International Enterprise Singapore（国際企業発展局）
の子会社 IE Singapore Holdings Pte Ltd.の子会社）で，ＥＦＳの構築もしていた。
(3) e-Litigation システムの概要
ア 開発の経緯
1980 年代から裁判所が追跡できない事件がある等の問題が指摘され，1993 年
に電子技術の利用による事件管理を開始し，1997 年にはＥＦＳのパイロットシス
テムが構築され，10 弁護士事務所が協力してケーススタディが実施された。2000

年にＥＦＳが義務付けられ，全ての書類提出がＥＦＳで行われるようになった。
書面でしかできない小規模事務所や本人訴訟は，Service Bureau に紙の文書を提
出して，電子的な処理を依頼する方法をとった。ＥＦＳは 12 年間使われた。ＥＦ
Ｓが書面提出だけのシステムだったのに対し，e-Litigation は訴訟の進行の管理
（case management）をも行うものであり，司法制度の効率化を図っている。
e-Litigation の構築には約 5 年（2008 年～2012 年）かかった。2012 年にＥＦＳ
は e-Litigation に完全にリプレースされ，データだけが e-Litigation に移植さ
れた。
e-Litigation の構築に当たって，訴訟の種類や文書の種類を整理する必要があ
った。多くの部門の職員が参加する委員会で決めてシステムに取り込んだ。委員
会の活動は，CrimsonLogic の受注前から始まって，受注後にも検討が進められ，
3～4 年かかっている。拡張機能及び問題点については現在も検討が続いている。
イ e-Litigation システムの構成
e-Litigation のシステムは，大別，弁護士が利用する Front End と，裁判所が
利用する Back End からなる（図５参照）。Front End は，弁護士が Web を介して
電子文書を裁判所に提出する機能や，訴訟ごとの進行状況や資料閲覧の機能を備
えている。弁護士が提出する文書は，Front End の Enterprise Service Bus（Ｅ
ＳＢ）から Back End のＥＳＢに送られる。Back End のＥＳＢに取り込む際，改
ざん防止のため，システムのデジタル署名が付される。Back End では，申請文書
などに裁判所の印影画像(seal。丸いスタンプのイメージで日時等が書き込まれて
いる。シンガポールではこれを"e-Seal"と言っている。）を付加してＤＢに登録す
る。弁護士には seal の付いた文書が返送され，弁護士の Inbox に表示される（Ｄ
Ｂからの閲覧も可能。）。申請から返送までは 5 分程度で済む（Service Bureau か
ら申請する場合も，その場で待っていれば，返信のプリントアウトを受け取るこ
とができる。）。

【図５】 e-Litigation Architecture (CrimsonLogic 資料より)

なお，e-Litigation は政府関係部門とのインタフェースを持ち，監獄，移民局
等と情報をやり取りし，組織横断的で総合的な処理を行っている。
(4) 裁判所側の機能（Back End）
裁判所側の機能の中心的なものは，事件管理（Case Management）である。設定さ
れている期日を，事件，法廷，裁判官のそれぞれから検索・確認できる。
裁判所では，いろいろなタイプの Hearing（裁判所の審理であって，法廷で行わ
れるものと裁判官室で行われるものの双方を含む。日本の弁論期日，弁論準備期日，
審尋などを含む）が行われる。Hearing は，その種類により，曜日や時間帯が決ま
っている。裁判所の書記官が，Hearing のセッション（Hearing の種類と「○月×日
午前」の時間帯からなる一区切り）に事件を入れていく。セッションには件数の上
限が決められているが，それを超えても入力は可能（警告が表示される。）である。
ただし，入力されたもの全てを実施するどうかは担当裁判官の判断に委ねられてい
る。
入力した Hearing 予定は，セッションごとに見る他，裁判官ごとにスケジュール
を確認管理できる機能もある。書記官は，関係する複数の裁判官の１週間の予定を
一覧し，予定を変更できる。裁判官も，特定の時間帯には予定を入れさせないこと
や，指定した種類の Hearing のみ許可する等入力のブロックが可能である。
Hearing 予定は，裁判所内のキオスク端末で確認できる他，Web サイトでも一般公
開されており，誰でも事件名（原告名，被告名，事件の種類）の閲覧が可能である。
Hearing では，調書が自動生成される。例えば，代理人弁護士が文書使用を申立
て，裁判所が採用したこと等が，その場で電子的に作成される。次回の Hearing 日
時もその場で決めてシステムに入力する。入力は，裁判官又は書記官が行う。
なお，Hearing の実施状況や，事件解決までの平均日数，事件の滞留件数等が裁
判官ごとに集計できる。裁判官のＫＰＩ（Key Performance Index）のレポートも生
成される。事件管理だけでなく，裁判官管理にも用いられるシステムである。新件
の配点に当たって，裁判官が抱えている事件数を参照するためにも用いられている。
(5) e-Litigation の効果
e-Litigation 導入による最大の効果は，事件管理，事件追跡が容易になったこと
である。文書管理の手間も大きく削減された。ただし，人件費が削減されたわけで
はなく，文書管理から事件管理へと，より価値の高い業務に移行したと言える。ま
た，24 時間いつでも文書提出できることは，訴訟期間の短縮につながっている。
裁判官は，裁判所外からセキュアな接続でログインでき，自宅でも業務ができる。
(6) その他
e-Litigation のシステムは，かなり高度なセキュリティが実施されており，現在
までにセキュリティ問題は発生していない。Front End のデータは CrimsonLogic が，
Back End のデータは裁判所がバックアップを日次で取っている。e-Litigation のメ
ンテナンス要員は，裁判所職員 4～5 人，ベンダー職員 40～50 人である。システム
のランニングコストは比較的大きく，弁護士の負担する使用料も高価になっている。
裁判所には，キオスク端末だけでなく，法廷に無線ＬＡＮも設置されている。
あらゆる申立てや，書類の提出その他の活動は電子的に入力され，即時にファイ
ルされるため，オンラインでいつでもどこでも（法廷内でも法廷外でも）閲覧でき

る。弁護士が書類を持ち歩く必要は全くなく，ノートＰＣ等を持参するの普通であ
る。日本とは全く違い，20～30 年の歳月を要して高度に電子化を進めている。

第６

ｅ裁判所

１

ｅ裁判所とは？
ｅ裁判所とは，いかなる概念か？
これについて公定的かつ明確な定義があるわけではない。あえて最も広汎な定義を
与えるとするならば，
「裁判手続に電子情報処理組織を用いること」という程度のもの
になり，あまり意味のある行為とは言えない。このような定義に拘泥するよりも，機
能的にｅ裁判所とは何かを捉えた方が，実践的である。機能的な概念としては，ある
程度，世界的なコンセンサスを得た捉え方が存在する。それは，ｅ裁判所が以下のよ
うな 3 つの機能から成るということである。
ｅ事件管理（e-Case Management）
ｅ裁判所

ｅ提出（e-Filing）
ｅ期日（e-Court）

これら 3 つの機能は，独立で存在するものではなく，互いに機能的に支え合う関係
にある。ただし，単独で導入できないわけではない。現実に，日本の現状では，裁判
所内部ではｅ事件管理が先行して導入されており，かつ，ｅ提出も支払督促で実現し，
ｅ期日は家事事件において一部導入されている。
以下，3 つの機能について説明し，相互の関係についても触れる。
ｅ事件管理（e-Case Management）
ｅ事件管理は，訴訟，調停，審判等の事件の名称，番号，当事者，請求内容，主張
書面や証拠の標目，進行状況，調書や判決等の訴訟に関する各種情報をデータベース
で管理し，裁判官，書記官，当事者，代理人等が閲覧できるｅ裁判の一機能である。
ｅ事件管理は，後述のｅ提出及びｅ期日の各機能の扇の要になる機能である。ｅ提
出によって提出された主張書面や証拠は，ｅ事件管理によって管理され，利用される
ことになる。ｅ期日で実施される期日の情報も，ｅ事件管理によって管理される。ｅ
事件管理を用いることで，裁判に関する情報が一元的に管理され，裁判に携わる者は，
ひとつしか存在しない紙媒体にアクセスしなくても，時間・場所の懸隔を超えて，い
つでも・どこでも裁判に関する情報にアクセスできるようになる。

２

情報の一元的管理

いつでも・どこでも裁判情報にアクセス

世界各国の裁判所において，ｅ事件管理は情報システムの導入と同時に，最も早く
整備が開始された機能であると考えられる。現在，既に日本の裁判所内部でも，ｅ事
件管理システムが稼働しているものと思われる。ただし，これに当事者，代理人そし
て市民はアクセスできない。あくまで期日一覧表などのアウトプットの一部が紙媒体
で掲示されるのみである。

３

ｅ提出（e-Filing）
ｅ提出は，主張書面と証拠をコンピュータにより取扱い可能な Word，ＰＤＦなどの
ファイルの形で作成し，ネットワークを通じて提出するｅ裁判の一機能である。提出
された書面と証拠は，ｅ事件管理システムにより管理され，裁判官や当事者，代理人
によって閲覧される。
ｅ提出によって，当事者は，いつでも・どこでも，即時に，コストフリーで，主張
書面や証拠を提出することが可能となる。提出した記録は，相手方のものも含めて，
裁判所のシステムにおかれ，ネットワーク経由で閲覧できるので，重たい紙の主張書
面や証拠を持ち運ぶ労力もなくなる。どうしてもプリントアウトして読みたいものだ
けを印刷すればよいのである。裁判所にとっても，膨大な紙の記録を保管するスペー
スを節減できる。また，自動的にバックアップを取るので，記録の紛失リスクがなく
なる。事件係窓口において，当事者を待たせて提出物を審査する必要もなくなる。
いつでも・どこでも・安価に提出・閲覧

保管コスト・リスクの削減

ｅ提出導入の動きは，現在の世界的潮流である。本基調報告書でも別途報告される
アメリカ，韓国，シンガポールなどで，裁判手続全般にわたってｅ提出が採用されて
いる。ｅ提出採用の機運は，英米法・大陸法の別を問わず起こっている。これに対し，
日本ではｅ提出は，ほとんど導入されていない。わずかに支払督促手続において採用
されているが，広く国民及び弁護士に利用されているとは言い難い。
４

ｅ期日（e-Court）
ｅ期日は，従来，裁判官と当事者・代理人が実際に法廷に足を運んで運営されてい
た口頭弁論や弁論準備などの期日を，電話やテレビ会議などを介して開催するｅ裁判
の一機能である。
ｅ期日によって，当事者及び代理人は，法廷に足を運ぶ労力と時間を節約すること
ができる。短時間で終わりがちな日本の期日の実態には非常にフィットしている。前
後の移動時間を考慮せずに期日をスケジューリングできるので，期日が入りやすくな
り，裁判の迅速化にも貢献する。もちろん尋問や原本確認など法廷に足を運ぶ必要性
が高い手続きは，ｅ期日では行わない。
移動の時間・労力の削減

裁判の迅速化

ｅ期日を導入するかどうかは，各国の法制度及びその実情によって異なる。口頭に
よる弁論を非常に重視する英米法の国や，国土がそれほど大きくない国では，ｅ期日
を導入するメリットが少ない。これに対し，日本は国土が縦長で移動に時間が掛かり，
かつ，比較的短時間で終了する期日が多いので，ｅ期日を導入する必要性が高い。実
際，既に電話による弁論準備手続（民事訴訟法 170 条 3 項），電話又はテレビ会議によ
る調停又は審判手続（当事者双方，家事事件手続法 54 条，258 条 1 項）は導入されて
おり，日本においてｅ期日の必要性が高く，かつ親和的であることが分かる。

【図６】

５

ｅ事件管理とｅ提出の関係

日本における現状と展望
アメリカ，韓国，シンガポールに関するｅ裁判の現状については，別途報告がある
ので，ここでは日本の現状についてまとめる。
(1) ｅ事件管理
ｅ事件管理については，既に裁判所内部では導入がされているものと思われる。
事件番号，事件名，管轄，担当部，担当裁判官，当事者，代理人，期日の進行状況，
提出された主張書面・証拠などに関する情報が管理されていると考えられる。裁判
官及び書記官は，このシステムにアクセスして事件に関する情報を入手できる。し
かし，当事者及び弁護士は，このシステムにアクセスすることはできない。あくま
で，このシステムによってアウトプットされた期日一覧表などが掲示されたときに，
それを見ることができるだけである。
(2) ｅ提出
ｅ提出については，法律上は民事訴訟法 132 条の 10 に基づき実施することが可能
となっている。しかし，現実に運用されたのは，札幌地方裁判所において，試行的
に，期日指定申立て，調査嘱託申出，証人尋問申出，文書送付嘱託申立て，検証申
出，証拠説明書提出などのシステムが運用されたことがあるだけで，これも現実に
はほとんど使われず，現在は運用を停止している。
また，支払督促手続についても民事訴訟法 397 条によりｅ提出が可能となってい
る。このシステムは，住基ネットで用いられている住基カードに格納されている本
人認証情報を利用して，本人確認や提出物の真正を確認する仕組みとなっている。
弁護士が代理人として利用する場合，当事者本人と代理人の双方がこの認証を受け
ないといけないという点で，煩雑な面がある。大量に支払督促を行う企業などでは
活用されているようであるが，たまにしか支払督促を行わない弁護士にとっては，
かえって手間が増えるので，あまり利用されていないのが現状である。

なお，ファクシミリによる直送は，日本の裁判実務に欠かすことのできない要素
となっているが，ファクシミリも原理的には電子情報処理組織を利用する通信方法
であるから，これもｅ提出の一部であると言えなくもない。
(3) ｅ期日
ｅ期日については，日本は他の国に先駆けて導入が進んでいる。前述のとおり韓
国においては，ｅ提出が全面的に導入されているが，ｅ期日については全く導入が
進んでおらず，この点では日本の方が一日の長がある。国土の大きさや期日の在り
方が影響しているものと思われる。
日本においては，平成 8 年民事訴訟法改正時に，電話による弁論準備手続きが導
入され，一方当事者は書記官室に足を運ばなくても電話で弁論準備手続きに参加で
きることになった。現実的にもこの制度は頻繁に利用されており，遠隔地の管轄の
訴訟でも利用しやすくなった。
また，平成 25 年家事事件手続法改正（民事訴訟法 170 条 3 項）では，双方当事者
について，電話やテレビ会議による期日出席が可能となった（家事事件手続法 54
条，258 条 1 項）。
日本は国土が縦長なので，移動に時間が掛かる。また，口頭主義の原則があるも
のの，実態として口頭弁論や弁論準備は比較的短時間で終わるものが多い。したが
って，ｅ期日を導入するメリットを享受しやすい環境がある。
６

アメリカにおけるｅ裁判
次に，アメリカにおけるｅ裁判の現状について，カリフォルニア州弁護士である鈴
木淳司氏が作成された報告を基に，平岡敦弁護士（第二東京弁護士会）がその要約を
行って報告する。
(1) 国土が日本の 25 倍ほどある米国は，裁判出席が当事者，代理人ともに負担となる
場合が少なくない。このような事情を背景に米国ではいち早く裁判の電子化が進展
した。
(2) 導入の経緯・範囲
米国連邦政府は 90 年代から「政府情報の電子化」を目指してきた。その流れに沿
って，裁判所も司法手続の電子化を進めている。まず，1996 年に連邦地方裁判所の
裁判電子記録にアクセスができる Public Access to Court Electronic Records，
略称「ＰＡＣＥＲ」というシステムを導入した。次に，ｅ事件管理とｅ提出を実現
する CASE MANAGEMENT / ELECTRONIC CASE FILES（略称ＣＭ／ＥＣＦ）を導入した。
2007 年には全ての連邦地方裁判所において，ＰＡＣＥＲとＣＭ／ＥＣＦが使用され
るようになった。
なお，ＣＭ／ＥＣＦの利用義務付けについては，破産事件を除き，連邦地方裁判
所の統一規則はなく，各裁判所又は各裁判官のローカル・ルールによる。連邦地方
裁判所カリフォルニア北部地区のウェブサイトによると，ほぼ全ての管轄事件でＣ
Ｍ／ＥＣＦが導入されている。ＰＡＣＥＲも，各裁判所がローカル・ルールによっ
て，情報を保管・提供している。
(3) 批判と受容
ＰＡＣＥＲとＣＭ／ＥＣＦの導入当初は，①セキュリティ，②裁判所の書類受理

の確認方法，③決定・命令への裁判官の電子的署名，④ユーザーインタフェースな
どの点で不安があり，多くの批判もあった。
しかし，システムが始動すると，裁判所だけでなく使用する者全般にとってのメ
リットが大きく，さらに毎年，実務家や市民からヒアリングなどを行い意見を取り
入れてより良く安定したシステムに育ってきたため，批判は収束に向かった。
(4) メリット
裁判記録の電子化は裁判所職員の仕事を大きく変えた。具体的には以下のような
メリットがある。紙の書類の受理，管理，保管などの作業が不要になったため，他
の裁判所業務に集中できる。裁判所内で書類の紛失や毀損もなくなる。裁判所全体
で情報を共有できる。そして，多数の関係者が絡むアスベスト訴訟などの処理を容
易にする。
弁護士にとっても，数多くのメリットがある。事務所内で情報を共有するのが容
易になり，時と場所を選ばずに，裁判所の書類にアクセスできる。事件記録の謄写
もダウンロードで済む。裁判所に提出する際に手控えなどの無駄なコピーを取らな
くてもよい。事件記録の紛失も防げる。弁護士と顧客がすぐに情報を共有すること
ができる。書類の提出も 24 時間可能なので，昼に忙しい弁護士や顧客にとって夜ま
でゆっくり内容を練ることも可能である。また，容易に多数の当事者と裁判上のや
りとりが可能になる。さらに，他の事件の情報も閲覧できるので，裁判官の訴訟指
揮の傾向，類似案件の進行具合の把握，事件進行の予測などにも使える。相手方弁
護士の仕事の評価をできる場合もある。
(5) ＣＭ／ＥＣＦによる訴訟手続
ア 訴えの提起に至るまで
ＣＭ／ＥＣＦ
を利用するには
事前に裁判所に
利用許可を得て，
ユーザー名及び
パスワードを入
手する。例外は
あるものの原則
として弁護士で
あれば，裁判所
から包括したア
クセス権を得ることができる。当事者本人であれば，関係事件担当の裁判官の許
可を得て，その事件に限りアクセス権を得ることができる。破産事件については，
弁護士も破産裁判所の指定する 3 時間ほどのトレーニングに出席しなければ，Ｃ
Ｍ／ＥＣＦのアクセス権を得ることができない。ＣＭ／ＥＣＦのアクセス権を得
れば，訴えの提起もウェブサイト（http://www.cand.uscourts.gov/ecf/caseope
ning）を通して行うことができる。

イ

訴え係属後
書面の提出などの事
件管理，裁判所からの
決定，一般的な通知な
どもウェブサイト（ht
tp://www.cand.uscour
ts.gov/cm-ecf）を通し
て行う。
ほぼ全ての事実審前
の書面の提出及び送達，
各種申立て，申立てに対する裁判所の判断，証拠開示手続全般はＣＭ／ＥＣＦに
よって行う。行える手続は，例えば，①相手方弁護士が行う所属事務所の変更通
知，②裁判所からのシステム・メンテナンスに関する通知，③異議申立てを認め
る命令，④裁判所からの書記官，リサーチ担当弁護士募集の広告など多岐にわた
る。
ウ 費用
ＣＭ／ＥＣＦの使用は原則無料であり，ＣＭ／ＥＣＦ上にある書面の閲覧は事
件関係者であれば一度目は無料，二度目からも 1 ページ 10 セントで最高一書面に
つき 3 ドルを支払えば可能になっている。一度閲覧した時にダウンロードすれば，
二度目のコストはかからない。
(6) ＰＡＣＥＲの使用方法
裁判所の機密保持命令がない限り，裁判記録はＰＡＣＥＲによって公的記録とし
て一般に公開されている。当事者や代理人でなくても，一般人が事件の内容を閲覧
することが可能である。事件番号又は当事者名で事件情報の検索が可能であり，該
当する事件の書類を選んで閲覧又はダウンロードすると，料金が発生する。支払は
クレジットカードで行う。
(7) 州裁判所の運用（カリフォルニア州上級裁判所）
カリフォルニア州は 58 の郡（日本の県に類似）があり，郡単位で独立した書面の
ｅ提出システムを構築している。州内裁判所の全体的な統一はされていないが，書
面のｅ提出については，各裁判所のウェブサイトで詳細に記述されている。
ア サンフランシスコ郡
2015 年 3 月の段階で，①アスベスト関連訴訟，②相続関連訴訟，③複雑訴訟に
おいて，当事者訴訟を除き，訴えの提起以降の書面提出はｅ提出が強制されてい
る。
サンフランシスコ郡のｅ提出は裁判所より指定された外注業者であるファイ
ル・アンド・サービス社という業者のウェブサイトを通して行うことが義務付け
られている（http://www.fileandservexpress.com/）。外注に出すことで，効率化
を図っている。ウェブサイト上の簡単な操作によってｅ提出を可能にしている。
書面の電子的提出は一件 7 ドル，そして，電子的に提出済みの書類の送達につい
ては，送達先の数にかかわらず一件 8 ドルとなっている。1 件の書面を電子的に
提出するのに必要な時間は 5 分から 15 分程度である。

ｅ提出された書類も含め，サンフランシスコ郡の州上級裁判所に係属している
事件の裁判資料は，無料で閲覧が可能である（http://www.sfsuperiorcourt.org
/online-services）。
イ オレンジ郡
オレンジ郡を管轄する州上級裁判所においては弁護士が代理をして訴えを提
起する場合には原則としてｅ提出が強制されている。ただし，サンフランシスコ
郡と同様に，裁判所が指定する業者を通す必要がある。その 1 つであるワン・リ
ーガル社（https://www.onelegal.com/）の場合，料金は提出する書面の枚数によ
って変わる。例えば，15 頁までの書面は約 40 ドル，50 頁だと約 85 ドルとなって
いる。コスト面を考えるとサンフランシスコ郡よりも，かなり高額になる。提出
された書面については裁判所のサイト（https://ocapps.occourts.org/CourtInd
ex/）において有料で閲覧が可能である。閲覧費用については詳細に決まっていて，
数十ドル単位である。
(8) ｅ期日について
ア カリフォルニア州上級裁判所
カリフォルニア州内の民事訴訟においては電話出廷が幅広く認められている
（カリフォルニア州民事訴訟法 367.5 条以下）。①証言を要する審理，②保全処分，
③裁判上の和解調停，④事実審進行手続会議，⑤証拠排除処分（カリフォルニア
州上級裁判所規則第 3.670 条（e）項（1）号）など一般的に要証事実の判断に関
連する場合，出廷が強制されているが，その他の手続では広く電話出廷が認めら
れている。
電話での出廷を行う当事者代理人は，実際の電話出廷の 2 日前までに相手方代
理人および裁判所に電話出廷をすることを通知する。費用は各出廷につき 86 ドル
を外注業者に支払うことになっている。例えば，シリコン・バレーを抱える北カ
リフォルニアのサンタ・クララ郡では，外注先はコート・コール社である
（http://www.courtcall.com）。カリフォルニア州の裁判手続では，例えば朝 9
時に 20 件以上の事件が同時に期日指定されることがある。その場合，事件に関与
する全ての当事者及び代理人が全員電話でスタンバイをしなければならない。こ
のような状況に対するするために，電話会議システムを外注している。
電話出廷をする場合，コート・コールに電話をするか，同社のウェブサイト上
から，ログイン名，パスワードなどを取得した上で，オンラインのフォームを使
って依頼する。出廷当日，電話出廷依頼をした弁護士が，コート・コールが指定
した日本でいうと 0120（フリーダイヤル）のような無料の番号に電話をする。そ
して，オペレーターを通して，裁判所の電話会議システムにつながる。各弁護士
は電話でスタンバイをしていて，裁判所から事件名が呼ばれると，電話を通じて
出廷する。出廷が終わった場合には，電話を切ればよい。
イ 連邦地方裁判所
現在，連邦地方裁判所では統一された電話会議に関する法律，裁判所規則はな
い。ただし，裁判官が自分の法廷内のルールを設定し，電話会議を行うこともで
きる。その裁量は広汎である。
具体例として，鈴木弁護士が担当した労働訴訟においては，事実審前会議

（Pre-trial Conference）において，電話会議についての取り扱いが決められた。
代理人が裁判所の所在する郡以外の場所から出廷しなければならない場合，出廷
があるごとに，裁判官の書記官に電話をし，裁判官の了解を取る。その上で，裁
判所に指定された電話番号に出廷時間までに電話をし，実際に事件が呼ばれるま
では待機した。
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判例検索サービスの紹介
木呂子 義之（第二東京弁護士会）

１

インターネットを利用した判例検索
インターネットの普及と判例データベースの蓄積により，現在では事務所や外出先
にいながら判例検索や文献検索が可能となっている。また，導入に当たっても，ＰＣ
と標準のブラウザソフトウェア（Internet Explorer など）があればよく，特に別の
ソフトウェアや機器を使う必要はない。このように，インターネットによる判例検索
サービス（以下「判例検索サービス」という。）は弁護士業務に必須のサービスとなっ
ている。
判例検索サービスの特徴として，以下の事項が挙げられる。
(1) インターネットがあれば，自宅，事務所，外出先など執務環境を選ばずに利用
可
(2) 利用する情報を選択し，選択サービスに応じて課金する料金体系
(3) 判例雑誌，文献等，各社で特色のある付加情報
今回，日本法及び日本の裁判例を扱う判例検索サービスとして代表的な以下の 4 社
のものを比較して，各社の仕様，料金，特徴及び注意点について概観してみた。
① Westlaw Japan
② ＴＫＣローライブラリー
③ 第一法規Ｄ１−Ｌａｗ
④ 判例秘書
新たに判例検索ソフトを導入しようと考えている方をはじめ，ソフトウェアの変更
（乗換）を検討している方の参考になれば幸いである。

２

収録判例数及び月額料金
(1) Westlaw Japan は，収録判例数 25 万件以上（2014 年 6 月時点），ＩＤ月額 12,528
円から。収録判例数は最大規模。
(2) ＴＫＣローライブラリーは，明治 8 年の大審院判決以来の判例を網羅，ＩＤ月額
9,720 円から。利用コンテンツの組み合わせによるセット割引が充実している。
(3) 第一法規Ｄ１－Law は，判例約 22 万件以上，ＩＤ月額 1 万円から。月額料金につ
いては，年数割引が用意されている。
(4) 判例秘書は，判例約 21 万件以上，ＩＤ月額 5,000 円（判例秘書 Basic）から。Ｉ
Ｄ月額料金は，最も低額で，利用しやすくなっている。

３

利用の実例
(1) 利用の実例を検討するにあたっては，次の 2 例の検索例を使用して，検索結果を
比較してみた。
① 経営不振の会社が優良資産を新設会社に移す新設分割を行い，これにより債権
者の債権回収が困難になった事例
→「詐害行為取消」＋「会社分割」
② 会社が命じる時間外労働により健康を害した労働者が，過重労働を放置した取
締役の責任を追及する事例
→「取締役」＋「安全配慮義務」＋「会社法 429 条」
(2) 上記検索の結果は，以下のとおりである（2015 年 3 月 20 日時点）。
① 「詐害行為取消」＋「会社分割」

②

ヒット件数

最新判例年月日

Westlaw Japan

32

平成 26 年 3 月 10 日

ＴＫＣローライブラリー

29

平成 26 年 1 月 17 日

Ｄ１－Law

27

平成 25 年 7 月 24 日

判例秘書

32

平成 25 年 7 月 24 日

「取締役」＋「安全配慮義務」＋「会社法 429 条」
ヒット件数

最新判例

Westlaw Japan

5

平成 24 年 7 月 27 日

ＴＫＣローライブラリー

1

平成 22 年 5 月 25 日

Ｄ１－Law

10

平成 24 年 2 月 8 日

判例秘書

1

平成 22 年 5 月 25 日

(3) 各社の検索結果は，ヒット件数やトップに表示される検索結果ともに，違いがあ
り，特に，各地裁で出される新しい裁判例（6 か月以内）の収集には比較的差があ
った。また，検索語相互の距離（文字近接）によってより精度の高い検索結果を得
られるようにしたり（Westlaw Japan），連想検索や関連検索など検索語について追
加情報を提供してくれる機能（Ｄ１－Law）など，各社で工夫を凝らしている。
４

利用開始に当たって検討すべき事項
(1) 動作環境
各社とも，おおむね，Windows7 及び Internet Explorer を標準としており，それ
以外は動作対象外としている。ＴＫＣローライブラリーのみ，インターネットに接
続できて閲覧できるソフトウェアがあればよいとしており，ＯＳやブラウザの制限
を設けていない。なお，筆者の環境は，ＭａｃＯＳや Chrome を使用しており，これ
でも動作に特に問題ないので，あまり動作環境を気にする必要はないようだ。
(2) 利用規約
各社とも，使用場所や方法については制限を設けていないが，ＩＤは会員のみ使
用可能であるから，例えば 1 つのＩＤを複数人で共有することは，原則としてでき
ない。

また，検索結果の著作権等の権利については，各社又は原著作者に留保されてい
るため，原則として，許諾範囲外の使用はできない。したがって，裁判手続での利
用（著作権法 42 条）など著作権法での例外とされている場合を除き，弁護士業務に
おいて検索結果を含めた文書を外部に提出する場合には，注意が必要である。なお，
判例秘書においては，この点規約上配慮がなされており，弁護士が意見書において
検索結果を利用してクライアントに提出することについて，明示的に認められてい
る。
(3) コンテンツ
各社とも，オプションで利用できる文献を追加することができる。利用できるコ
ンテンツは，判例タイムズ，金融法務事情，労働判例，最高裁判所判例解説などの
主立った解説雑誌や解説書のほか，書式集や新聞記事検索も含まれている場合もあ
る。各社とも利用できる文献によってオプションの追加料金が生じるので，自分の
業務分野や文献の仕様頻度にあわせて，選択することが必要である。
なお，各コンテンツの価格は，サイト上ではよく分からず，問合せが必要とされ
る場合が多いが，ＴＫＣローライブラリーでは，価格を明示してあらかじめ利用で
きるコンテンツのパッケージを定め，個別に契約するよりも割安となるサービスを
提供している。また，Westlaw Japan や判例秘書では，各文献を横断的に検索でき
る機能が備えられており，便利である。
５

まとめ
以上，各社の判例検索サービスを概観したが，利用者の好みや使い勝手は，実際に
サービスを利用してみないと分からないことが多い。各社のトライアル（お試し）の
サービス期間を利用したり，弁護士会や図書館で提供されているサービスを事前に試
してから，契約されるのがよいと思われる。
判例検索サービスは，これからの弁護士業務に欠かせない必須のものとなりつつあ
る。各社競争によりサービスの水準も上がっているので，今後とも各社の動向をウォ
ッチして情報提供していきたいと考えている。

第８
１

業務に役立つソフトウエア

XMedia Recode
iPhone やスマートフォンの普及により，誰でも気軽に録音・録画が可能となってい
るため，相談者の中にも証拠として録音・録画データを持参される方が増えてきてい
る。
iPhone やスマートフォンで録画・録音したデータは，そのままでは WindowsＰＣで再
生できないものもあるので，録画・録音データを WindowsＰＣで再生できるようにリ
コーデックする必要がある。
今回は，リコーデックできるフリーソフトの中から「XMedia Recode」というソフト
を紹介する。このフリーソフトは，対応するフォーマットが多岐にわたるという点で
活用価値が高いと思われる。相談者が持参するデータに合わせて都度対応するソフト
を探すより，市場に出回っているどんなフォーマットに対応できるソフトが 1 つあれ

ば事足りる。
裁判資料に動画・録音データを活用する上でも，これらのソフトは 1 つくらい常備
しておきたい。
２

登記情報提供サービス関連の便利機能
オンラインで不動産や商業・法人の登記事項を閲覧することができる登記情報提供
サービス（以下「提供サービス」という。）は，以前までは事前のパソコン環境設定等
が煩雑で利用しにくい点がいくつかあった。しかし，最近はウェブブラウザベースで
利用ができるようになったこと，閲覧する登記事項はＰＤＦファイルで提供されるよ
うになったことから使い勝手が改善された。提供サービスに関連した，業務に生かせ
る便利な機能やサービスを紹介する。
(1) 提供サービスの機能
① 土地からの建物検索
土地の地番から，その地番を所在地番とする建物を検索することができる。1
筆の土地に複数の建物があるような場合に，また，土地の地番と建物の所在地番
が一致しているか確認するような場合等，対象不動産を特定する業務等に有益で
ある。
② 地番検索サービス
住居番号（住居表示）からおおよその地番を検索することができるサービスで
ある。インターネット上で住宅地図を閲覧することができる。提供サービス利用
者は無料で使用できる。2015 年 4 月 30 日から提供が始まり，当初は東京 23 区の
みを対象として検索が可能であったが，同年 7 月 1 日から，検索対象範囲が全国
433 市区町まで拡充された。
(2) 物件目録ジェネレーター（http://tl.grebe.jp/r_eregisters/new）
提供サービスからダウンロードしたＰＤＦファイルから物件目録を自動生成して
くれる無償のサービスである。ウェブブラウザ上でＰＤＦファイルをドラッグ＆ド
ロップするだけで Word 等のワープロソフトで編集可能なリッチテキスト形式のフ
ァイルが生成される。体裁が整えられているので，訴状や各種申立書などに添付す
るための物件目録として，即，利用することができる。
（野田隼人「弁護士業務におけるＩＴ利用入門の入門」日本弁護士連合会「自由と
正義」Ｖｏｌ.66 （2015 年 2 月号）参照）
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まとめ

ｅ裁判所
(1) ｅ提出（e-filing）
これまでの報告によると，ｅ提出に関しては，日本は諸外国に大きな後れを取っ
ている。特に日本と同じ大陸法系の国であるドイツや韓国においても，ｅ提出が普
遍的な制度として導入され，裁判所及び国民・弁護士がその利便性を享受している
のに，日本国民がそのような恩恵に与れないでいることは，とても悲しい現実であ
る。

日本においても市民社会においては，既に手紙やファクシミリ等の紙文書に代わ
って電子メールやＳＮＳなどによるコミュニケーションが中心となりつつある。電
子契約も官民を挙げてその導入を進めており，ｅ提出を支える社会的背景は既に整
いつつある。しかるに，ひとり司法界だけが旧来の紙中心の手続に固執しているの
が現状である。
しかし，法曹も市民の一人であり，日常生活では電子メールやウェブサイトなど
のネットワークインフラを利用した生活に慣れ親しんでいる。したがって，ｅ提出
も実際に導入がなされれば，利用者である裁判所・国民・弁護士いずれも直ちにそ
の利便性に気付くはずである。
ただ，ｅ提出を大々的に導入するためには，予算等の障害があることも事実であ
る。とすると，徐々にその利便性が浸透するように間口と奥行きを広げていく方法
も必要であろう。したがって，まずはファクシミリによる直送に加えて，電子メー
ルによる直送の導入を実現してはどうであろうか。
具体的には，訴訟の開始時に，裁判所及び当事者の電子メールを確認する（当事
者は，送達場所として電子メールアドレスを記載する。）。加えて，裁判所は訴訟開
始時に当該訴訟で用いるパスワードを各当事者に配付する。そして，当事者は，主
張書面と証拠のＰＤＦを上記のパスワードを設定した上で，電子メールに添付して
裁判所及び相手方に送付する。こうすれば仮に誤送信等の事故が生じても，裁判所
又は当事者以外には主張書面と証拠が漏えいする危険は可及的に低減できる。押印
の問題をクリアする必要があるが，押印そのものを不要とするか，期日において押
印に代わる陳述等の措置を執ることが考えられる。
訴訟係属時 裁判所及び両当事者の電子メールアドレスを確認
当該訴訟のパスワードを裁判所から各当事者に配付
書面提出時 各当事者は主張書面・証拠にパスワードを設定し，電子メールに添
付して，裁判所及び当事者に送信して直送
電子メールによる直送が実現すると，主張書面及び証拠が裁判所及び各当事者の
手元に，双方の主張書面及び証拠が紙ではなくファイルの形で保有されることとな
る。そうすると，三者ともに事実上，当該ファイルを参照しながら訴訟手続を進行
させることが可能となる。このような状況が生ずれば，紙媒体の書面ではなくファ
イルによる書面のやり取りを行うことの利便性が自然と法曹の間に浸透し，ｅ提出
を導入する機運も生ずるのではないだろうか。もちろんそれと同時に統一的なｅ提
出システムを構築するための検討も着々と進めていく必要があることは言うまでも
ない。
(2) ｅ事件管理
上記の電子メールによる直送の導入に伴い配付されるパスワードを使ってログイ
ンをすれば，当該事件に関する期日進行状況，書面提出状況，そして可能ならば提
出された主張書面・証拠を閲覧可能なポータルサイトを構築すべきである。
このポータルサイトは，事件ごとに当事者と代理人弁護士のみが閲覧できるので，
プライバシーは大きな問題とはならない。裁判所も当事者本人及び弁護士いずれも
が共通のサイトを見て，事件の進行状況を把握できるので，コミュニケーションが
容易になり，訴訟の迅速化，審理の充実に資することになる。

(3) ｅ期日
今まで見てきた日本の現状・特質を考えると，既に導入されて理解が進んでおり，
日本の国民・弁護士にとっても利便性を実感しやすいｅ期日について，その窓口を
もっと広げ，使い勝手を良くすることを，当面の第一目標とすべきではないか。具
体的には，家事事件手続法で導入された双方当事者の電話又はテレビ会議による期
日出席を，民事通常訴訟でも可能とすること，そして適用場面を実際に増やしてい
くことが望まれる。
ｅ期日は日本の国土及び裁判手続との親和性が高い。ｅ期日を広げることで，当
事者は短時間で 1 期日を処理することが可能となる。したがって，柔軟な期日設定
が可能で，結果として訴訟の迅速化に多大な効果がある。
２ 電子契約
ｅ裁判所を実現するための要素として，その証拠となり得る契約書が電子化されて
いることは重要である。また逆に，電子契約が一般化しているのに，裁判手続きが電
子化されていないと，裁判手続きが利用しにくいものとなってしまう。このようにｅ
裁判所と電子契約は，表裏一体の関係にある。
ｅ裁判所を離れても，弁護士にとって電子契約を理解する必要性は高い。依頼者が
電子契約を利用している又は利用を検討しているのに，弁護士がそれに対応できない
のでは，依頼者の信頼を失うからである。よって，ｅ裁判所の導入の有無にかかわら
ず，裁判所が電子契約に対応できるようになることが求められている。
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山本 雅子（第二東京） 澤田 久代（横浜） 石井 誠（横浜） 本田 正男（横浜）
青井 芳夫（栃木県） 長井 友之（群馬） 桂 充弘（大阪） 久保井 聡明（大阪）
酒井 俊皓（愛知県） 大西 正一（愛知県） 小寺 立名（岡山）
井上 晴夫（島根県） 成瀬 裕（福岡県） 徳永 響（福岡県） 古山 忠（札幌）
担当副会長
鈴木 克昌（群馬）
担当事務次長 吉岡 毅（第一東京）

第１９回弁護士業務改革シンポジウム分科会メンバー名簿
○印は分科会長
【第１分科会】
(日弁連中小企業法律支援センター)
○松林 司(第二東京) 渡邉 敦子(東京）堂野 達之(東京) 土森 俊秀（東京）
八掛 順子(東京) 板橋 喜彦(第一東京) 渡部 晃(第一東京) 樽本 哲(第一東京)
金山 卓晴(第一東京) 飯田 (第二東京) 井 章光(第二東京) 幸村 俊哉(第二東京)
後藤 登(第二東京) 高橋 理一郎(横浜) 中村 崇(新潟県) 中澤 未生子(大阪)
柿沼 太一(兵庫県) 杉浦 智彦(滋賀) 酒井 俊皓(愛知県) 大西 正一（愛知県）
久野 実(愛知県) 横田 亮(岡山) 池田 曜生(岡山) 山本 多美子(岡山)
池田 耕一郎(福岡県) 東 健一郎(熊本県) 桝田 裕之(岩手)
(弁護士業務改革委員会企業コンプライアンス推進ＰＴ)
佐藤 順哉(第一東京) 佐藤 三郎(第一東京) 森清 圀生(第二東京) 石原 昭広(第二東京)
比嘉 廉丈 (大阪) 森信 静治(大阪) 山口 利昭(大阪) 久保井 聡明(大阪) 坂川 雄一(大阪)
伊藤 倫文(愛知県) 大西 正一(愛知県) 野口 葉子(愛知県) 鍋谷 博志(富山県)
徳永 響(福岡県) 牟田 清敬(佐賀県) 田 諭(宮崎県) 林 朋寛(沖縄)
古川 慎一郎(香川県) 矢田 茂明(徳島)
【第２分科会】○本間 正浩（東京） 水上 博喜（東京）平泉 真理（東京）

稲田 博志（東京） 真銅 孝典（東京） 矢部 耕三（第一東京） 中崎 隆（第一東京）
藤本 和也（第一東京） 室伏 康志（第二東京） 渡部 大輔（第二東京）
前田 絵理（第二東京） 山本 雅子（第二東京） 佐野 晃生（静岡県） 田中 努（富山県）
【第３分科会】○石井 誠（横浜）嶋田 貴文（第一東京）秋山 清人（第二東京）
猪山 雄央（第二東京）石塚 陽子（横浜）長井 友之（群馬）佐藤 亮（群馬）
田口 正輝（大阪）白根 潤（兵庫県）川崎 修一（愛知県）塩梅 修（金沢）橘 功記（札幌）
稲田 良吉（高知）
《オブザーバー》
(1)研究者
仁木 恒夫（大阪大学大学院法学研究科教授）
(2)法律事務職員 鈴木 寿夫 戸井田 和彦 新居崎 俊之 金川 陽子 塚本 聡，
成松 広持 武井 智子 戸田 直志 吉田 光範 富田 宏史 三浦 博志
高島 泰一 我謝 賢司 岩本 学 末田 和子 新谷 淑江 仲川 和江
沼倉 英一 中野 俊之
【第４分科会】○酒井 俊皓（愛知県）佐瀬 正俊（東京）望月 浩一郎（東京）
大橋 卓夫（第一東京）合田 雄治郎（第一東京）安藤 尚徳（第一東京）
白井 久明（第二東京）菅原 哲朗（第二東京）伊東 卓（第二東京）
山崎 卓也（第二東京）境田 正樹（第二東京）松本 泰介（第二東京）
高松 政裕（第二東京）飯田 研吾（第二東京）飯田 直久（横浜）
澤田 久代（横浜）徳田 暁（横浜）桂 充弘（大阪）辻口 信良（大阪）
堀田 裕二（大阪）井上 晴夫（島根県）
【第５分科会】○高橋 輝美（東京）石井 藤次郎（東京）水上 博喜（東京）
志水 三輪子（東京）飯田 隆（第二東京）高橋 理一郎（横浜）青井 芳夫（栃木県）
菊池 淳哉（新潟県）宮崎 裕二（大阪）山之内 秀一（熊本県）小松 亀一（仙台）
姉帯 幸子（岩手）伊藤 佑輔（青森県）堀井 秀知（徳島）
【第６分科会】○菊地 裕太郎（東京）須田 徹（東京）伊東 健次（東京）清水 裕二（東京）
豊田 泰士（東京）谷垣 岳人（第二東京）八杖 友一（第二東京）森岡 誠（第二東京）
秋山 一弘（第二東京）幸田 雅治（第二東京）佐藤 麻子（横浜）田邊 護（山梨県）
岸本 佳浩（大阪）東 尚吾（大阪）永榮 久仁子（大阪）伊藤 倫文（愛知県）
川竹 佳子（高知）
【第７分科会】○佐瀬 正俊（東京）及川 健二（東京）上田 智司（東京）
加納 小百合（東京）伊藤 明彦（東京）池内 稚利（第一東京）應本 昌樹（第一東京）
武田 涼子（第一東京）小原 健（第二東京）秋山 清人（第二東京）仲里 建良（埼玉）
和田 光弘（新潟県）福原 哲晃（大阪）中本 和洋（大阪）桂 充弘（大阪）

小池 康弘（大阪）瀬川 武生（大阪）畠中 孝司（奈良）安田 剛（愛知県）
黒川 裕希（山口県）奥田 隆之（岡山）安原 伸人（福岡県）堀井 秀知（徳島）
《オブザーバー》山下 典孝（大阪大学大学院高等司法研究科教授）
内藤 和美（関東学院大学経済学部非常勤講師）
【第８分科会】○本田 正男（横浜） 佐瀬 正俊（東京） 五十畑 昭彦（東京）
横山 徹（東京） 内野 真一（東京） 嶋田 貴文（第一東京） 篠島 正幸（第二東京）
清水 淳子（第二東京） 平岡 敦（第二東京） 早乙女 宜宏（第二東京） 宮内 宏(第二東京)
山崎 泰正（長野県） 成瀬 裕（福岡県）
《オブザーバー》伊藤 次彦（法律事務所事務職員）根本 好文（法律事務所事務職員）

