開催に当たって
第 20 回弁護士業務改革シンポジウムを東京大学本郷キャンパスにおいて開催します。
弁護士業務改革シンポジウムは 1985 年に始まり，第 20 回の本年までには 32 年の月日を経てお
り，この間には，社会にも司法にも様々な変化がありました。
最も大きな変化は，2001 年の司法制度改革審議会意見書に始まる司法制度の大改革によるもの
でした。それは，「法の精神，法の支配」が「この国のかたち」となるために，国民の期待に応
える司法制度を構築するとともに，真に国民の期待と信頼に応えうる司法をつくり，プロフェッ
ションとしての法曹を質量ともに豊かにすることが目標とされました。その実現のために，法曹
養成制度は大きく変り，法科大学院で学んだ弁護士が次々と生まれ，弁護士人口の大幅な増加を
もたらしました。
この大改革の趣旨に添って，当連合会は，法の支配を社会の隅々に広げ，希望と活力にあふれ
る司法を実現するために，弁護士の業務拡充と活動領域の拡大に務めています。そのための具体
的目標として，次の項目を本年度の会務執行方針にも挙げています。
①国，自治体に対する法的支援等，②中小企業に対する法的支援，③企業活動のモニタリング
の役割，④組織内弁護士の拡大・支援，⑤国際的な業務の推進，⑥会員によるインターネットを
用いた情報発信の適正化，⑦権利保護保険（弁護士保険）の拡充
このような活動の中で，弁護士業務改革シンポジウムは，弁護士業務の発展・改革に資するた
め，弁護士業務に関する諸問題についての必要な調査・研究を行い，その成果を示す場として開
催されてまいりました。
今回のシンポジウムは，上記の歴史を踏まえメインテーマを「新時代に求められる弁護士の使
命と役割」とし，これを支えるサブテーマ（分科会及びセミナー）を全部で 10 としました。その
詳細は順に目次に記載されているとおりです。これらは，上記の弁護士の業務拡充と活動領域の
拡大のための会務執行方針の具体的項目と重なるものが多くなっておりますところ，本シンポジ
ウムが従来のシンポジウムと同じく，我が国の弁護士業務の新たな地平を切りひらく機会となる
ことを確信しております。
最後になりますが，本シンポジウムの開催に多大な御協力を賜りました東京大学をはじめ，開
催のために長期間準備をしてこられたシンポジウム運営委員会及び各分科会関係者の皆様，そし
て開催地である東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の皆様の御尽力により，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に，心より
感謝申し上げます。
日本弁護士連合会
会長 中 本 和 洋
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この度日本弁護士連合会の第 20 回弁護士業務改革シンポジウムが東京都で開催される
ことは，東京弁護士会，第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会にとって大変光栄なこと
であり，心から歓迎の意を表します。
東京都で弁護士の業務に関するシンポジウムが開かれるのは，1995 年以来，実に 22 年
ぶりです。その際は，弁護士業務対策シンポジウムという名称でした。その後も日本全国
各地の弁護士会のご協力を得てシンポジウムが 2 年ごとに開催されてきましたが，この 22
年の間に弁護士広告が解禁され，また，弁護士法人制度も発足しています。更に司法改革
の実現に伴い，法曹人口，特に弁護士人口が大幅に増員し，法科大学院が設置されて法曹
養成システムに抜本的な改革がなされました。ひまわり基金法律事務所などの公設事務所
の設置や日本司法支援センター（法テラス）の整備などにより司法アクセスの改善も徐々
にですが成果を上げつつあります。
このように法曹界，とりわけ弁護士を取り巻く環境が激動してまいりました。
この時代にあって，首都東京において，とりわけ東京大学という学問探求の場において
弁護士業務改革シンポジウムが開催されることの意義は大きいと考えております。また，
今回は，土曜日に開催することで，多くの若手弁護士も参加が見込まれ，学生の方々や一
般の方々にも法曹の魅力を知っていただく良い機会となると思われます。
今回は，
「新時代に求められる弁護士の使命と役割」をメインテーマにし，9 つの分科会
と 1 つのセミナーが用意されております。これまで法の支配が行き届いていない分野にお
ける弁護士の役割の検討や事務所経営の合理化，法曹の利用者にとって有益な制度の推進，
また企業内弁護士，特にジェネラルカウンセルの役割の検討など，いずれも，今後の司法
と弁護士の在り方にとって必要不可欠なテーマを題材とするものでありますので，弁護士
や法曹界のみならず，法曹を利用される社会にとって極めて有意義なテーマであると確信
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に寄与すること及び社会
に対する司法サービスの拡充となることを祈念いたしまして，ご挨拶とさせていただきま
す。
東京弁護士会
会長

渕

上

玲

子

正

明

第一東京弁護士会
会長

澤

野

第二東京弁護士会
会長

伊

東

卓

東京三弁護士会第 20 回弁護士業務改革シンポジウム実行委員会
委員長
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新時代に求められる弁護士の使命と役割
１

シンポジウムの目的と歩み
弁護士業務改革シンポジウムは，日弁連の弁護士業務改革委員会のみならず，他の委
員会にも呼びかけて，弁護士業務の発展・改革に資するため，弁護士業務に関する諸問
題についての必要な調査・研究を行い，その成果を示す場として開催されてまいりまし
た。本シンポジウムで発表された内容は，その後の日弁連の重要政策課題として取り上
げられ具体化していくことも多く，今や日弁連を代表する大規模重要行事の一つとなっ
ております。
その歴史を見ますと，第 1 回の開催が 1985 年でありまして，そのときには，「なぜ弁
護士と市民や企業の間に溝があるのか」を問題点としておりました。その後，ほぼ隔年
で開催されてまいりましたが，32 年の月日を経るなかで規模や参加者数を拡大しながら，
このたび第 20 回を迎えることになりました。この間には，外に，我が国社会全体の大
きな変化と，内に，司法制度改革による弁護士人口の急激な増加などの大きな変化があ
りました。
外の社会の変化は，急激な少子高齢化，経済のグローバル化，高度情報化，格差の拡
大などが顕著なものでありまして，それに伴い，市民や企業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がますます高度化・専門化しています。
内なる大きな変化である司法制度改革の結果を，弁護士の業務という観点だけから見
ますと，業務を担う弁護士人口が，特に若手弁護士の大幅増加として顕著になっていま
す。

２

今回のシンポジウム
上記の目的と歩みに鑑みまして，第 20 回目のシンポジウムである今回は，次のとおり
のテーマを定めると共に，開催の工夫をいたしました。
(1) テーマ
上記のような内外の大きな変化を踏まえまして，今回の弁護士業務改革シンポジウ
ムを，メインテーマ「新時代に求められる弁護士の使命と役割」として企画しました。
これを支えるサブテーマ（分科会及びセミナー）は全部で下記の 10 としました。いず
れも，上記の法的ニーズの多様化・複雑化に伴って弁護士に期待される役割に，断片
的にではありますが，少しでも応えようとするものでありますし，前掲の日弁連会長
挨拶「開催に当たって」にありますように，
「弁護士の業務拡充と活動領域の拡大」を
目指す本年度の会務執行方針に掲げた項目の一部にも対応する内容となっております。
第１分科会

企業経営とジェネラルカウンセルの役割

第２分科会

スポーツ新時代に求められる弁護士の使命と役割
～今，なぜサステナビリティなのか。東京オリンピック・パラリン
ピックを前に考える～
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第３分科会

近未来の法律事務所
～ｅ裁判による後見・破産，電子契約等～

第４分科会

弁護士紹介制度のあるべき姿
～弁護士紹介制度の現状と未来を考える～

第５分科会

新時代における小規模法律事務所の経営ノウハウ
～事務所経営のビジネスモデルを探る～

第６分科会

自治体連携における諸課題を克服する
～弁護士・弁護士会の公共性・専門性を真に活かすには～

第７分科会

市民・中小企業が求める弁護士保険の確立に向けて

第８分科会

事業承継における弁護士の役割と，他士業・他団体との連携
～日本を支える中小企業の存続のために～

第９分科会

遺言関連分野における弁護士業務の将来像
～高齢者・障がい者の権利を守る財産承継のあり方～

セミナー

ビジネスと国際人権
～これからの企業ビジネスに必要となってくる国際人権の課題と，
課題を理解する感覚を身に付けるには～

(2) 土曜日に東京大学キャンパスで開催
若手弁護士に多く参加していただきたいとの思いから，従前の例を変更し，開催日
を土曜日にし，開催場所を，東京大学の御協力をいただき東京大学本郷キャンパスと
しました。法科大学院生や大学生の参加も期待しています。
３

むすび
本シンポジウムを開催できますことにつき，先ず，上記のとおり多大な御協力を賜り
ました東京大学の関係者に深甚なる感謝を申し上げます。また，開催地である東京弁護
士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の多数の会員・事務局の皆様のご尽力に心
より感謝申し上げます。
本シンポジウムが弁護士業務の更なる充実につながり，弁護士の使命たる「基本的人
権の擁護と社会正義の実現」のために，少しでも貢献できることを祈念し，本シンポジ
ウムに参加された全ての皆様に心より御礼申し上げます。

第 20 回弁護士業務改革シンポジウム運営委員会
委員長
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第１

「ジェネラル・カウンセル」とは何か－米国での経験－
弁護士

１

本間

正浩

ジェネラル・カウンセルとは何か
米国企業においては，法務部門の長は「ジェネラル・カウンセル」という肩書
を有するのが通常である。この 10 年から 20 年の間に，ジェネラル・カウンセル
は欧州企業にも伝播してきているとされる 1 。
「ジェネラル・カウンセル」とは何か。これを論理的・演繹的に定義すること
は困難である。ジェネラル・カウンセルの起源は米国にあり，同国においては南
北戦争時以来の 150 年になんなんとする歴史を有するが，米国法制度はもともと
経験主義的・プラグマティズム的傾向の強く，かかる環境の下，ジェネラル・カ
ウンセルもまた，体系的・論理的な考察というよりも，経験の積み重ねの中で発
展せられてきたものだからである。実際，その地位・役割は消長を経験してきた 2 。
したがって，ジェネラル・カウンセルとは何かという点においては，結局はその
機能，特徴，期待値において特徴的な要素を列挙していくほかないように思われ
る 34 。
とはいうものの，何の手がかりも提示しないでは，具体的な議論に入っていく
のも難しいので，極めて図式的ながら，差し当たり，「企業における法務部門の最
高責任者であり，当該企業の経営の一端を担う役員である弁護士」と観念してお
くこととする 5 。

1

ヨーロッパにおけるジェネラル・カウンセルの現況について，Association of Corporate Counsel (ACC),
“The Role of General Counsel and In-House Counsel in Europe: Leading Practices in Law Department
Management”, https://www.acc.com/legalresources/resource.cfm?show=691365, 2009, (member only)
2
拙著「報告：米国における企業内弁護士の消長」第 19 回弁護士業務改革シンポジウム資料 62 頁（2015
年）
3
ジェネラル・カウンセルについては，邦文では文献はほとんどないが，簡単なスケッチとして，高柳
一男「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」，「インハウスローヤーの時代」日本インハウスローヤーズネットワーク編「インハウスロ
ーヤーの時代」
（2004 年，日本評論社）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」日本弁護
士連合会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 。また，渋谷高弘「弁護
士資格持つ法務役員，CLO を追う」日経新聞 2016 年 2 月 1 日
4
したがって，非米系における企業内弁護士における議論をする際には，その内実が何を意味している
かを注意する必要がある。例えば，フランスにおいては，「General Counsel」の語は単純に法務部門の
責任者の英訳語として使われることがある。（Antonine Garapon, "The Included Third - The General
Counsel's Role and Challenges Under Globalisation ",(2016,ＩＨＥＪ) at 11 参照）そして，「ジェ
ネラル・カウンセルの立場は個別企業によって著しく異なっている。したがって，ジェネラル・カウン
セルを一義的に定義することはできない。ジェネラル・カウンセルの役割は企業が従事する職種，企業
規模，企業内部の文化，そし てグローバル化にされている程度により大幅に依拠するからである。」ibid.
at 12
5
時に「ジェネラル・カウンセル」と「チーフ・リーガル・オフィサー(Chief Legal Officer, CLO)」
との「異同」が議論されることがある。
この問題は，その背景を抜きにして形式論理をもって語るべきものではなく，その発生の背景を考え
る必要がある。この点，双方の概念が米国で発生したものであることを考慮に入れると，かかる区別は
ほとんど意味のないものとなろう。すなわち，米国においては 150 年を超える企 業内弁護士の歴史を通
して，法務部門の長が弁護士でないということはまずありえない状況であり，加えて，企業の経営レベ
ルであることが確立していた（拙著(2015)前掲 62 頁）。一方において，1980 代後期ころから，企業役員
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それは経験を積んだ「プロフェッショナル」たる弁護士であるが，単なる「法
律顧問」や「顧問弁護士」ではない。一方で，法務部門の統括管理者であるが，
単なる「法務部長」ではない。ジェネラル・カウンセルを特徴付けるのは，それ
が「会社役員（corporate officer）」として，経営陣の一員であることである。
(1) 「プロフェッショナル」たる弁護士としてのジェネラル・カウンセル
ジェネラル・カウンセルは経験を積んだ，熟練した法律家である。米国にあ
っては，ほとんどの場合，法律事務所での相当期間の実務経験を有する。一流
法律事務所のパートナーが大企業のジェネラル・カウンセルに迎えられること
も珍しくない。加えて，高級官僚，裁判官，検察官等の経験を持つ者も含まれ
る 6。
重要なことは，プロフェッショナルたる弁護士として，法曹としての行動規
範，倫理の拘束の下にあることである。
(2) 法務部門の統括責任者としてのジェネラル・カウンセル
ジェネラル・カウンセルは，法務部門の統括責任者である。企業の法務管理
を行うための仕組みを作り，これを管理する職責を負う立場にある。この点は，
ジェネラル・カウンセルの役割として，後述する。
(3) 経営陣の一員としてのジェネラル・カウンセル
しかし，なんといっても，ジェネラル・カウンセルの地位を特徴付けるのは，
ジェネラル・カウンセルがその企業の経営陣の一員（executive）として権限を
有し，義務を負うということである。
通常の場合，その直属上司は経営トップである。ＡＣＣの調査によると，73％
の企業において，ジェネラル・カウンセルの直属上司はＣＥＯであり，これに
取締役会（22％）が続いている。ちなみにＣＯＯとするものが 7％ある。つまり，
圧倒的大部分の企業においてジェネラル・カウンセルは企業トップの直属とさ
れているのである 7 。
また，やや古いが，2001 年に行われたＣＥＯを対象とする調査によると，事
実上全て（99％）のＣＥＯが自社のジェネラル・カウンセルの社内序列はトッ
の肩書として「Chief ×× Officer」を使うという流行（「C-Suite」と呼ばれる）の中で生まれたのが
「CLO」という用語である。その語は単にジェネラル・カウンセルの呼称の呼び替えという色彩の強いも
のであった（高柳(2002)前掲 125 頁，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 991 n.2 参照）。実際，英語文献でこの二用語を区別して議論しているものを見かける
ことはほとんどなく，ほぼ同義のものとして扱われるのが普通である（E. Norman Veasey and Christine
T. Di Gulielmo, “General Counsel Buffered by Compliance Demands and Client Pressures May Face
Personal Peril”, 68 BusLaw 57, 57 (2012) 参照）。
6
以前，あるロースクールにおける筆者の講演の際，
「シニアな法律事務所の弁護士がジェネラル・カウ
ンセルとして活躍するのは分かるが，検察官や裁判官，官僚が迎えられるというのがピンとこない」と
の質問があったので付言する。米国の場合，法曹一元制の下，検察官及び裁判官は必ず法律事務所経験
を有している。検察官や裁判官が公選制を取っている州も多い。したがって，検察官や裁判といえども
いわば「市井の空気」を経験している。官僚についても，弁護士として法律事務所経験を有している者
が多く，特に，キャリア・システムがなく，かつ，上級になればなるほど政治的任命(political appointee)
で官僚になる者が多い行政機構において，官僚界との「回転ドア」の反対側として弁護士を選ぶものが
少なくないという事情がある。以上から，検察官，裁判官，官僚がそれぞれの「象牙の塔」にこもって
いるという日本のステレオタイプは必ずしも妥当しない。
7
ACC Chief Legal Officer 2016 Survey at 70。ただし，調査においては複数回答を容認している。
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プ 20 位以内であると認識している。さらに，トップ 10 位以内としたのが 91％，
トップ 5 位以内で 55％であって，19％のＣＥＯが実にトップ 3 位以内に位置す
るとしている。つまり，ジェネラル・カウンセルは，単なる役員レベルという
ことではなく，経営の「最高幹部」の一員としての権限と責任を有しているこ
とになる 8 。
米国企業においては，ジェネラル・カウンセルは，事実上「拒否権」を有し
ている場合も少なくないとされる 9 。少なくとも，ＣＥＯ等の経営者がジェネラ
ル・カウンセルの反対意見を聞き入れずにことを進めようとするには「相当な
勇気」を必要とする，と言われる 10 。
我が国の場合，日系企業においてはジェネラル・カウンセル（あるいはＣＬ
Ｏ）はほとんど普及していないと言わざるを得ないが，少なからざる外資系企
業が日本子会社においてこのポジションを置いている。外資系企業における「ジ
ェネラル・カウンセル」は，当該子会社において，経営チームの一翼を担って
いる。
このような場合，「マトリクス（Matrix）」という組織構成がとられている場
合が多い。これは，子会社におけるジェネラル・カウンセルは，その子会社の
長の部下であることはもちろんであるが，同時に親会社のジェネラル・カウン
セルとの間に指揮系統をつないでおり，その部下となっているということであ
る。
その趣旨は，法務機能におけるグループ全体の統一性を図ることであるが，
一つの重要な機能は，子会社，特にその長との相互牽制である。極論すれば，
子会社の社長を監視する役割（特に，違法行為や不正行為の抑止という観点に
おいて）を担っているわけである。
相互牽制という趣旨からして，社長を通したビジネスの指揮系統と，親会社
のジェネラル・カウンセルに対するそれとは，「異質で交わらない」とされ，相
互に「独立」しているという建付けになっている場合が通常である。
２

ジェネラル・カウンセルの役割
それでは，ジェネラル・カウンセルは具体的にどのような役割を担っているの
か，もう少し具体的に見てみたい。ここでは，「伝統的な法務業務」，「準法律的な
役割」，「マネジメント及びその他の非法務的な役割」及び「『非公式』な役割」に
分けて検討する 11 。

8

高柳(2002)「国際企業法務」前掲 129 頁
河村(2009)「ジェネラル・カウンセル制度」前掲 277 頁
10
「エンロン以前でさえ，企業のジェネラル・カウンセルの直接的なアドバイスがされた場合，それ
に反して（ビジネスを）進める決定をすることは普通のことではないとされていた」（Duggin (2006),
op.cit. at 1004）。ジェネラル・カウンセルが反対したという事実は，代表訴訟等の訴訟リスクに際し
て，経営陣に対して極めて不利に働くことになりかねない。河村(2009)前掲 277 頁。実際，筆者は外資
系企業数社の日本子会社において 9 年間ジェネラル・ カウンセルを勤めたが，ジェネラル・カウンセル
が「No」と言うとき，そのことにより「本当に」ビジネスが止まってしまう，という状況を幾度も実体
験しており，その権威の高さと，その反面としての責任の重さを痛感したものである。
11
ジェネラル・カウンセルの役割についての文献は枚挙にいとまないほど多数の論考が公にされている
が，ここでは Duggin (2006), op.cit., at 1003, et. esq.の 整 理 を 参 考 に し た 。 同 様 の 試 み と し て ，
9
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(1) 「伝統的」な法務業務（Traditional Lawyering Roles）
ア リーガル・アドバイサー（Legal advisor）
企業内で業務する法律専門家として，最も基本的なものが，その勤務する
企業に対し，法律問題に対して法的アドバイスを与えるものであることは，
事柄の性質上，当然のことである。
ただし，ここでは一応「アドバイス」という用語を用いたが，ジェネラル・
カウンセルの役割は「助言」にとどまるものではない。企業の最高幹部の一
員である以上，その責任は単に「正しい」法律判断を述べる，というもので
はなく，実際に「結果」を出すことが本質である。言い換えれば，一方にお
いて企業が法的に問題を起こすような行動をさせないこと，他方において，
法務を企業戦略の一翼として，企業にその目的を達成させる責任を負担して
いるということであり，その評価は，実際に企業にどのような行動をさせ得
たか，という「結果」で判断されるのである 12 。その活動は，単に問題が生じ
るのを待って動き出すのではない，「能動的な弁護士活動（proactive lawyer
ing）の一環として把握される 13 。
これをさらに敷衍すると，まず，「入口」において，当該企業の抱える法的
問題（risk）／機会（opportunity）を積極的・能動的に把握しなければなら
ない。照会を待っているだけでは責任を果たしたことにならない。そして，
「出
口」においては，まず，企業として取るべき行動を判断しなければならない 14 。
企業における法律問題は，白黒がはっきりしていることはまずなく，ほとん
どの場合，何らかの「リスク」の問題になる 15 。その場合，どのようなリスク
をどのように取るか，というリスク・テイキングの判断が付きまとう。「誰か
が」その判断をしなければならない。それはジェネラル・カウンセル以外に
ありえない。その判断をビジネス部門に委ねてしまうのは，法律専門家です
ら判断の付かない難しい問題について，その難しさゆえに非専門家に判断を
Abram Chayes and Antonia H. Chayes, “Corporate Counsel and the Elite Law Firm”, 37 Stan. L.
rev. 277 (1984)， Deborah A. De Mott , “The Discrete Roles of General Counsel”, 74 Fordha
m L.Rev. 955 (2005)，Mary C. Daly, “The Cultural, Ethical, and Legal Challenges in Lawyerin
g for a Global Organization: The Role of the General Counsel “, 46 Emory L.J. 1057 (1997)，J
ohn J. Creedon, “Lawyer and Executive – The Role of General Counsel” 39 Bus Law 25 (1983)，
E.Norman Veasey and Christine T. Di Guglielmo, “The Tensions, Stresses, and Professional Re
sponsibilities of the Lawyer for the Corporation”, 62 Bus. Law 1 (2006) at 5-8，ACC (2005),
“Role of General Counsel”, https://www.acc.com/vl/membersonly/InfoPAK/loader.cfm/?csModule
=security/getfile&pageid=700992&page=/legalresources/resource.cfm&qstring=show=700992&title=
Role%20of%20the%20General%20Counsel&recorded=1 など多数。 なお，イングランド及びウェールズの
文献として，Ian Jones “Butterworths In--House Lawyers’ Handbook” (2012)，Harry Cohen, “E
mployed Lawyers in England”, 9 J.Legal Prof. 125 (1984)。フランスのものとして Garapon (2016),
op.cit. at 12 et.esq。これらの文献において，その整理の仕方，表現方法，力点の強弱については様々
ではあるが，その内容の実質において非常な類似性がみられることは特筆するべきである。
12
企業内弁護士全般について述べたものであるが，拙著「企業内弁護士の意義－いかにして企業に貢献
するか－臨床法務研究（岡山大学）14 号 47 頁 47‐48 頁（1997 年）
13
Duggin (2006), op.cit at 1006，Daly (1997), op.cit. at 1071
14
拙著（2017）前掲 57‐61 頁
15
企業内弁護士有志による，日弁連弁護士倫理委員会宛て意見書「弁護士職務基本規程 50 条（ママ。
同意見書が作成された当時の草案の条文番号）（違法行為に対する適切な行為の義務）について（1996
年）4 頁
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委ねるということであり，背理に他ならない。そして，単に判断するにとど
まらず，それと企業において実行／実現するところまで，ジェネラル・カウ
ンセルは責任を負うのである 16 。
イ 教育者（Educator）
企業の抱える法律問題に対して，企業の構成員を教育することは，ジェネ
ラル・カウンセルにとっての枢要な任務である 17 。
近時，各種の規制法によって，業務上企業が守るべき法律の数は日に日に
増加し，その内容も複雑になっている。その中で，日々の業務の中で関係す
る社員が問題を理解しておくことは，深刻な問題を引き起こすことを防ぐた
めに極めて重要である。むしろ，単なる問題の回避にとどまらず，企業を発
展させていくための一つの重要な要素として法が存在する。企業が法的知
識・感覚を持つことが必要であるとすれば，それを陶冶するのは法律専門家
であるところのジェネラル・カウンセルの本質的な役割といってよい。
ウ 取引のまとめ役（Transaction Facilitator）
企業買収，事業譲渡，合弁事業，知的財産権取引，不動産取引等，現代の
取引はしばしば複雑な取引ストラクチャリングや金融アレンジメントを伴う。
これらは同時に広範囲で，しかも深刻な法的問題を伴う。
これらの取引に当たり，ジェネラル・カウンセルは重要なメンバーとして，
これらの取引について，交渉，ストラクチャリング及びドキュメンテーショ
ンに参加して，取引を進める。ここでの役割は，個々の法的問題に関する照
会への個々の対応だけではなく，当該取引を一連のものとして参画し，取引
をまとめていくことにある。個々の問題に対応するに当たっても，取引全体
との関係を常に意識して検討することになる。取引の展開に注視し，次にど
のようなことが起こるか，常に先読みをしながら問題に対応する必要がある 18 。
このような業務は，法律の解釈適用という意味では，厳密には法律実務と
は言えないし，また，弁護士が独占して営みうるものでもない。しかしなが
ら，数多くの経験，それも（特に法律事務所において）密度が高く，かつ，
多面的な観点を持つという点でユニークな鍛えられ方をしてきたジェネラ
ル・カウンセルは，取引の進行や取りまとめにおいて重要かつ有益な役割を
果たすことができる。
エ 企業の利益を外部に対して代弁する役割（Advocator）
ジェネラル・カウンセルは，民事及び行政手続，時には刑事手続において，
企業の利益を代弁し，請求側にあっても，防御側に回ったとしても，企業に
おける対応の指揮をとる。対応に当たっては，企業内の人員だけで対応する
場合もあろうし，また，外部法律事務所に依頼する場合もあるであろうが，
いずれにおいても，企業内外における各種のスタッフを調整し，統一し，企
業の最善の利益に合致するよう，ブレのない活動になることを確保しなけれ
16

拙著（2017）前掲 61‐63 頁
Duggin (2006), op.cit. at 1005, Chayes and Chayes (1984-85), op.cit. at 284，Jones (2012),
op.cit at 21
18
Duggin (2006), op.cit. at 1006
17
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ばならない 19 。
特に，米国においては，官公庁対応（government relations）がジェネラ
ル・カウンセルの重要な責任範疇であるとされるところが 20 ，我が国と比較し
たときの特色である。
もっとも，専門性及び時間／労力の優先順位の観点から，ジェネラル・カ
ウンセルが自ら訴訟等の代理人になることはまずない。その職務は業務の権
利面に焦点がある。
オ 不祥事の調査担当（Investigator）
事実の調査及び発見は弁護士としての基本的な技能であることは言うまで
もない。したがって，社内の不祥事の調査に当たって，ジェネラル・カウン
セルは重要な役割を果たす 21 。
企業内において，潜在的に深刻な法的問題に気付いた時，企業内の関係者
に対して調査を行う必要を説得するのは往々にして企業のジェネラル・カウ
ンセルであるとされる 22 。
(2) 準法務的な役割（Quasi-Legal Roles）
伝統的な法律家としての役割に加え，ジェネラル・カウウンセルには，様々
な役割が期待される。それは法的素養とマネジメントの能力を含む様々な能
力・資質を統合した能力が必要とされる 23 。
ア コンプライアンス（Compliance）
「企業における法令コンプライアンスの推進者としての弁護士という概念
は，その法律プロフェッションとしての基礎的な価値に由来する 24 。」。
それにもかかわらず，ここでコンプライアンスが「準」法律的な業務であ
ると整理されることについて違和感を持つ向きがあるかもしれない。往々に
して，我が国での弁護士会等から「弁護士はコンプライアンスの専門家」で
あると称されることがある。
しかし，企業の営みの中での「コンプライアンス」とは，企業が法律に則
った活動を行うよう，あるいは違法な行動に走らないよう，企業を運営して
いく仕組みをいうのであって，単に法律を語ることではない 25 。「それは法令
を遵守させるための組織の問題であり，コンプライアンス業務に当たる人の
問題であり，業務プロセスの構築とそのモニタリングの問題であり，また企
業内の非コンプライアンス部門の人々とのチームワークの問題であって，一
言でいえば「組織」あるいは「人」を動かすという問題である。そこでは，
「弁
19

ibid. at 1007
Duggin (2006), op.cit at 1007，Veasey and Di Guglielomo (2006), op.cit. at 6,
Garapon (2016), op.cit. at 17
21
Duggin (2006), op.cit at 1009
22
ibid. at 1008
23
ibid. at 1010
24
“Report of American Bar Association Task Force on Corporate responsibility”,( 31 May,2003)
http://www.abanet.org/buslaw/coporateresponsiblity/final_report.pdf at 15
25
池永朝昭(2009)「コンプライアンスと内部統制」日弁連業務改革委員会編「組織内弁護士」
（2009 年，
商事法務）64 頁，67 頁以下。米国では「プログラム化された防止策 (Programmatic Prevention)」とい
う表現が用いられることもある。Chayes and Chayes (1984-85) op.cit. at 284
20
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護士は当該企業の法令遵守体制がどのように構築され実際に動いているのか
（あるいは動かないのか）の理解，法令等を遵守しながら遂行されるべき業
務やビジネスがおかれている環境の理解，経営の中でリスク排除とは矛盾す
るような要請（中略）がある場合の法的問題の処理の方向性をおかれている
経営環境を考慮し選択する判断能力（中略），業務プロセスの理解と既存業務
プロセスに含まれている脆弱性の指摘の能力が必要である。さらに，問題が
発見された時には，関連する部署の対立する要請を調整しつつも問題解決に
持ち込めるような指導力やリーダーシップ」が要求される。組織を動かすと
いう機会に一般的に乏しい弁護士が，弁護士だからという理由それ自体にお
いて「コンプライアンスの専門家」であることはほぼありえないといってよ
い 26 」。
以上，コンプライアンスは伝統的な法律家としての業務を超えたところに
あるのであって，その意味において「準」法律的な役割と整理するのには理
由がある。
イ 企業の行動準則及び倫理基準の遵守（Corporate Policy and Ethics）
ジェネラル・カウンセルは，厳密な意味での法令遵守を超えて，企業の行
動準則に関連する問題，例えば，社員の不公平な取扱い，取引先との贈答／
受贈品の取扱い，利益相反行為等についても，その主要な職責としている。
これに関して，企業における行動準則やその他の倫理基準を制定するに当た
り主要な役割を果たしている 27 。
この範疇における業務の中には，行動準則に関する従業員への積極的なト
レーニングがあり，また，多くの会社においては，ジェネラル・カウンセル
は倫理に関する照会について回答するプロセスを設定し，また，利益相反に
関する判断といった役割を担っている 28 。
ウ コーポレート・ガバナンス（Corporate Governance）
米国企業にあっては，企業の意思決定が適切な機関において適切な手続の
下になされること，すなわちコーポレート・ガバナンスは伝統的に法務部の
役割とされ，企業におけるコーポレート・ガバナンスの責任者である，コー
ポレート・セクレタリー（corporate secretary）は，ジェネラル・カウンセ
ルが兼務する役職として最も普通のものである 29 。
その業務は，単なる会社法，金商法等の解釈でもなく，株主総会，取締役
会の事務局でもない。それは，意思決定の適切さを通して企業の不正を未然
に防ぐという意味でコンプライアンスとしての側面を有し，究極的には，企
26

池永朝昭(2009)「コンプライアンスと内部統制」前掲 82-84 頁，コンプライア ンスとして行われるべ
き業務とこれに関わる企業内弁護士の役割を論じたものとして，Richard Gruner, “General Counsel in
a Era of Compliance Programs and Corporate Self-Policing”, 46 Emloy L.J. 1113 (1997)
27
Duggin (2006), op.cit. at 1012，1018。特に企業の活動が世界的な広がりを持つとき，異文化で業
務する多数の関係者を取りまとめ，統一的な倫理基準を策定することは，企業としての統一性を保つ上
で極めて重要である。Garapon (2016), op.cit. at 18 参照
28
Duggin (2006), op.cit. at 101２
29
Sally R. Weaver, “Ethical Dilemmas of Corporate Counsel: A Structural and Contextual Anal
ysis”, 46 Emloy L.J. 1023 (1997) at 1035。ACC (2009) "Role of General Counsel" op.cit. at 2
8
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業という組織体の意思決定が適切になされている状態を確保するという意味
では企業経営そのものの機能の一部ということもできる高次の業務である 3031 。
(3) マネジメント及びその他の非法務的ビジネス上の役割
（Management and Other Extra-Legal Business Roles）
ア 法務部門の管理・運営（Management of Law Department）
組織としての法務部門を動かすためには，その管理が必要である。法務部
門の長として，法務部門の管理・運営は，ジェネラル・カウンセルの本質的
な職務である。
業務のプロセスを定め，業務を行うに当たって決裁権等についてルールを
定めるとともに，業務を円滑に行っていくための諸施策，例えば，契約シス
テム・稟議システム・コンプライアンスシステム等の整備，案件管理や資料
のファイリングの仕方であるとか，図書の整備・管理など必要になる。コン
ピュータその他の備品の管理も行わなくてはならない。中でも重要で，ジェ
ネラル・カウンセルが常に頭を悩ましているのが人事管理とコスト管理であ
る。
特に，米国の法務部門においてジェネラル・カウンセルの役割として非常
に重要なのは，法務部門の基本的方針あるいは「哲学」の設定とこれに基づ
く部門の業務の管理である 32 。どのようなリスクについてどのような対応をす
るか，あるいはビジネス部門との付き合い方，距離の置き方等，部門として
の統一的な方針を定立する必要があり，それに基づいて法務部門を運営する
必要がある。
組織を運営するという業務は法律実務とは直接的には関係のない業務であ
る。しかし，業務が拡大・複雑化して，一人では対応できなくなったからこ
そ組織化が必要になるわけで，組織化しなければ法務部門として業務が行え
ない。しかも，それは決して簡単な業務でもなく，相当の負担を伴う。さら
にはジェネラル・カウンセルともなると，会社の経営幹部としての責務や併
任する職務が加わり，実際の法律実務に費やす時間の方がむしろ少なくなる
というのが実態である 33 。
30

コーポレート・セクレタリーの責務がそれ自体多様であることについて，ACC, “The Corporate
Secretary - Duties and Responsibilities”,
https://www.acc.com/vl/membersonly/Article/loader.cfm/?csModule=security/getfile&pageid=7896
73&page=/legalresources/resource.cfm&qstring=show=789673&title=The%20Corporate%20Secretary%2
0%20Duties%20and%20Responsibilities&recorded=1 (member only), (2009)
31
実際，Duggin は，次項で検討する「マネジメントおよびその他の法務を超えた役割」の中において，
「会社役員(Corporate Officer)」としてのコポレート・セクレタリーとしての役割として 整 理 を す る 。
Duggin (2006), at 1014。同旨，Weaver (1997), op.cit. at 1035。しかし，本業務はやはりその基底
において法務とつながりを有していると考えるので，本稿ではここで述べることにした。
32
Duggin (2006), at 1013，DeMott (2005), op.cit. at 970，Garapon (2016), op.cit. at 17
33
DeMott (2005), op.cit. at 970。ACC の調査によると，ジェネラ ル ・ カ ウ ン セ ル の 執 務 時 間 の う ち ，
特に時間を使う主要業務 3 つを挙げるという問に対して，31％が国内における法務業務の管理(Managing
legal function domestically)，15％が海外法務業務の管理を挙げている(Managing legal function
domestically) ACC Survey 2016 op.cit at 73。（ただ し，これらの数字は 2013 年に比べると半分以上
減少している。）もっとも，この問の選択肢自体が，他に外部弁護士の管理，費用管理，企業内弁護士の
引き留めと「管理」系に著しく偏っているのも事実である。これは，そもそも論としてジェネラル・カ
ウンセルの業務がそのように見られているという意味で，むしろその事実の方が重要かも知れない。
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しかしながら，それが法務部門を機能させるために必要である以上，誰か
がその業務を担当しなければならない。そして，前述のとおり，その機能は
究極的には法務部門の方向性・哲学とつながってくるものであり，方向性・
哲学その判断がまさに法律専門家が行うべきである以上は，法務部門の管理
業務はジェネラル・カウンセルの本質的な業務なのである 34 。
そして，法務部門管理については，法律専門家として要求される知識・ス
キルとは全く異なるものが要求されることは言うまでもない。
イ 外部弁護士の管理
企業法務部にとって，法律事務所によるサポートの必要がなくなることは
ない。米国においても，多数の大規模ビジネス法律事務所や専門に特化した
いわゆるブティック法律事務所が栄えていること一つを取ってみても明らか
であろう。実際，あるべき外部弁護士との関係は，常にジェネラル・カウン
セルの「最大の責任の一つ 35 」として，多くの議論が行われている。
この問題を検討するとき，その軸となるべき視点として，次の二点が考え
られる。第一に，ジェネラル・カウンセルは，企業の法務について，権限を
有し，責任を負っていること，第二に，経験を積んだ法律専門家として，外
部弁護士と対等又はそれ以上の存在であることである 36 。
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 37 。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，より積極的
に外部事務所の業務の執行状況を管理するようになっていった 38 。これは単に
例えば定期的な報告であるとか詳細な報酬明細の提出であるといった手続的
あるいは事務的な管理だけを意味するものではない。外部弁護士の業務の実
体まで踏み込んだものである。「ジェネラル・カウンセルは実務法曹である。
単にロースクールを卒業した者ではない。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 39 。」のである。法律事務所は，むしろジェネラル・
カウンセルの職責を執行する機関の一翼という位置付けを色濃く持つことに
なる 40 。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 41 。
34

Carl D. Liggio, Sr., “The Changing Role of Corporate Counsel” 45 Emroy L.J. 1209 (1997) at
1219。Garapon (2016), op.cit. at 17
35
Liggio (1997), "The Changing Role", op.cit. at 1219。ちなみに，ACC の調査では，ジェネラル・
カウンセルの三大主要業務として，23％が外部弁護士の管理を挙げている。
36
経緯の概観拙著（2015）前掲 64‐65 頁，70 頁
37
Milton C. Regan Jr. “Corporate Norms and Contemporary Law Practice”, 70 Geo. Wash. L.Rev.
931 (2002) at 934。Duggin (2006), op.cit. at 999，Liggio (2002), " A Look at the Role of Corporate
Counsel: Back to the Future-Or is it the Past?”, 44 Ariz. L. Rev., 621 (2002) at 629
38
DeMott (2005), op.cit. at 960，
39
Chayes and Chayes (1984-85), op.cit. at 298
40
Chayes and Chayes (1984-85), op.cit. at 298
41
もっとも，これが外部弁護士にとって必ずしもマイナスとは言えない。ジェネラル・カウンセルが企
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ウ

ビジネス戦略企画（Strategic Planning）
企業内弁護士は個別取引や契約のレビューであるとか，特定の法的問題の
検討を超えて，企業戦略そのものにも関与していく。そのような伝統的な法
律実務との相違は，伝統的な法律実務においては事実関係であれ，法律関係
であれ，その対象や検討の枠組みがあらかじめ相当程度特定されているのに
対して，ここで取り上げる戦略形成は，そのような枠組みや，どこへ，どの
ように進んでいくのか，方向性そのものの検討が必要になるということであ
る 42 。
もっとも，20 世紀後期の米国にあっても，ジェネラル・カウンセルの企業
戦略企画への参画は，必ずしも一般的には理解されていなかったようである 43 。
企業内弁護士は戦略の企画に参加する余地はなく，ビジネス判断がなされた
のちに初めて関与するべきであるという議論もあった 44 。しかし，今日のビジ
ネスにおいて，法務的な考慮を度外視して進めることは不可能である。ここ
において，ジェネラル・カウンセルは自らを企業戦略の意思決定過程の不可
分な要素として企業への付加価値を提供していくことになるのである 45 。
エ 経営陣の一員（Corporate Officer）
前述のとおり，米国企業においては，ジェネラル・カウンセルは原則とし
て会社役員であり，企業の経営陣の一翼を担う。そのことで，ジェネラル・
カウンセルは企業の最高の経営レベルの情報に接する機会を有するとともに，
その意思決定に強い影響力を持つことになる 46 。
(4) 「非公式」な役割（Informal Roles）
企業内弁護士が「組織内にそれほどまでの影響力を有することができる理由
の一つは，その正式・公式な職務を果たしていることに加え，しばしば種々の
非公式な役割を演じていることによるものである。それは（公式な役割に比し
て）時に表面にはより現れにくいものであるが，企業に対して，そして企業の
構成員がその企業内弁護士を見る目に対してむしろより強力な影響を与えるも
のである」 47 。
ア 危機管理（Crisis Management）
企業は様々な危機に直面する。地震・風水害といった自然起因のもの，又
は，金融危機や通貨危機のような経済環境起因のような外的要因に基づくも
のから，製品事故や社内不祥事のような内的要因に基づくものまで，多種多
業内で強い影響力をもつことにより，企業内で発見する法的問題も増えるので，外部弁護士への依頼は
むしろ増加するというのが現実である。また，同じプロフェッショナルとして，外部弁護士をその法律
専門家の実力において評価することが可能であり，むしろ能力のある外部弁護士においてはチャンスで
あるということができる。
42
Chayes and Chayes (1984-85), op.cit. at 281
43
Chayes and Chayes (1984-85)op.cit at 282，Liggio (1997), op.cit. at 1209
44
Liggio (1997), op.cit. at 1209，Joseph Auerbach, “Can Iside Counsel Wear Two Hats?” Harv.
Bus. Rev. Sept/Oct. (1984) at 80
45
Liggio (1997), at 1209。Duggin (2006), at 1015，Jones (2012), op.cit at 6-8，Chayes and Chayes
(1984-85), op.cit. at 282，Duggin (2006), op.cit at 1015
46
Duggin (2006), op.cit. at 1015
47
Duggin (2006), op.cit. at 1017
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様であり，問題の深刻度もまちまちである。その多くに顕著な法的問題が伴
う 48 。ジェネラル・カウンセルは，企業の危機に直面する場面を多く経験して
きている 49 。法的な問題についてはもちろん，それ以外の問題（広報・宣伝面，
ビジネスのオペレーションその他）が関わる場合であっても，問題の正確な
特定と分析，それに基づく解決策の模索という点において，その思考過程は
法的問題の解決過程に類似する。このような状況の中で，危機管理について
ジェネラル・カウンセルが重要な役目を果たすということは自然の成り行き
である 50 。やや古いが，2003 年の調査によれば，調査対象となったＣＥＯの
73％が，そのジェネラル・カウンセルに，よりリスク管理に時間を費やすよ
うに望んでいる 51 。
ただし，これはジェネラル・カウンセルが法律専門家として持つ（あるい
は持つと期待される）資質について述べているのであって，その果たす役割
において法律知識それ自体が決定的であるわけではないことに注意を払う必
要がある。むしろ，危機対応においては，「過度に法律家的であってはならな
い」のであって，むしろ，法的対応の効用とその限界をわきまえた上で，「企
業の法的ニーズと会社の広報対応，ビジネス運営その他の会社のニーズとの
バランス」を図ることが必要である。これは「往々にして弁護士には難しい
役割である」 52 。しかし，鏡の反面において，そのように限界を「見切る」こ
とは優れた法律専門家において初めて可能であろう。
イ ビジネス・プランニングに対するアドバイス（Business Planning Advice）
ジェネラル・カウンセルの役割として，「それ［すなわち公式業務］以上に
重要で，しかし，より理解されていないものが，企業のビジネス・プランニ
ングに対する企業内弁護士の非公式な役割である。」 53 。
ジェネラル・カウンセルの業務はビジネス活動とは切っても切り離せない
関係にあり，企業内弁護士もビジネス判断に深く関わらざるを得ない。その
過程の中で，法律だけでなく，ビジネス上の問題についても的確なコメント
ができたとすれば，ビジネス部門としても折に触れてビジネス問題の相談を
もちかけようとするのは当然の理であろう 54 。そもそも，ある事柄が法務マタ
ーに属するか否かの判断自体，ビジネス部門にとって必ずしも容易ではない。
そして，結局のところ，ビジネス部門にとっては，結果としてビジネスにと
って有益であるか否かが問題であり，事柄の性質が法務マターであるか否か
48

Duggin (2006), op.cit. at 1019
特に，法律事務所の経験を積んでいる場合にはそうであろう。
50
Jay G. Martin, “Developing on an effective Crisis Management Plan for a Corporation”, 65
TEX. BAR J. 233, at 227-38 (2002)。Harvey L. Pitt & Karl A. Groskaufmanis, “When Bad Things Hoppen
to Good Companies: A Crisis Management Primer”, 15 CARDOZO L. Rev. 951 at 956 (1994)
51
Michael T. Burr, “What is Your Boss Thinking” Corp. Legal Times, Oct 2013 at 30。なお ACC
(2009), “Role of General Counsel”, op.cit. at 39
52
John R. Parker, Jr., “Hard Tale of a Soft Drink: Dealing With a Corproate Crisis - It’s the
Real Thing”, BUS. L. TODAY, Vol.13, Nos 6,
http://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2004-07-08/parker.shtml (2004) なお，Garapon (2016),
op.cit. at 16-17
53
Chayes and Chayes (1984-85), op.cit. at 283
54
Duggin (2006), op.cit. at 1018
49
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は本質的な関心事ではないのである。その結果として，ジェネラル・カウン
セルがビジネス部門において評価されればされるほど，非法務事項にむしろ
「巻き込まれる」機会は否応なく増えていく。これはまさに筆者の体験する
ところである。
米国において，ジェネラル・カウンセルは，法律専門家として優れた論理
的思考能力とバランス感覚を有していると評価されている。これは，ビジネ
スにおいても必要な能力・資質として非常に有用なものである。加えて，法
律実務という，通常のビジネス過程とは異なった経験は，ビジネスに対して
多角的な視点を提供しうる。
さて，ここで指摘したいのは，公式に企業内弁護士に割り当てられた職責
以上に，非公式に企業内弁護士が果たす役割が重要であることである。企業
は生身の人間で構成されている。それぞれが公私，陰陽，大小，清濁様々な
思惑の中で動きまわっている。いかなる組織であっても，議論や意思決定が
公式の会議や意思決定プロセスだけでなされることはあり得ない。多くの場
合，ことは個人のあるいは少数者の「思いつき」として始まり，関係者間の
非公式の会話を通して，ことは具体的な形をなしていく 55 。正式な会議あるい
は決裁手続は，一旦形のできた案を審査していくという形で進む場合が普通
である。言い換えれば，そのような非公式のやり取りこそ，ビジネス企画を
作り上げていくのに決定的な影響を持つのであり，そのような段階において
関与をして初めて，企業内弁護士は企業の意思過程に組み込まれたといえる
のである 56 。
ウ 倫理問題の相談者（Ethical Counselor）
ジェネラル・カウンセルの企業倫理に関わる役割については，「準法律的な
役割」の項で触れたが，ここで検討するものは，そこで言及した企業の行動
準則の整備とは異なる側面のものである。すなわち，往々にして，企業の構
成員は，道徳上の，あるいは倫理上の相談をジェネラル・カウンセルにもち
かけるということである 5758 。
伝統的に，弁護士は法律を語る専門技術者であることを超えて，高い倫理
観を持って信頼するに足る助言者，あるいは「賢明な相談役」とみなされて

55

その形式，場所を問わない。Duggin (2006), op.cit. at 1018，Chayes and Chayes (1984-85), op.cit.
283。
56
同じ理由により，企業内弁護士の本務である法務サポートの観点からもこのような段階で関与するこ
とは重要である。Duggin (2006), op.cit. at 1018，Chayes and Chayes (1984-85), op.cit. at 283-284。
57
Irma S. Russell, “Keeping the Wheels on the Wagon: Obervation on Issues of Legal Ethics for
Lawyers Resresenting Business Organizations”, 3 Wyo. L.Rev. 513 (2003) at 518，Duggin (2006),
op.cit. at 1018，ABA (2003), "Corporate Responsibiity Task Force Report" op.cit at 4 and 61
58
また，「その影響力を[行使してきた]あるいはかかる潜在的な力を持つがゆえに，（現在，組織を取
り巻いている）倫理の新しい状況の中で，組織に指針を与えていく責任の主要な部分をジェネラル・カ
ウンセルに負担させるというのは合理的なことである。
（米国）議会も，SEC も，
（やや明快さを欠くが）
弁護士社会それ自体も（ジェネラル・カウンセル）がかかる任務を達成できるということに対して，大
きな信頼を置いている」 Duggin (2006), op.cit. at 1033 and 1038 なお，E.Normay Veasey (2004),
“Separate and ContinuingCounsel for Indepndent Directors: An Idea Whose Time Has Not Come as
a General Practice”, 59 Bus.Law 1413 at 1415-1415, 1418
at
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きた 59 。ジェネラル・カウンセルにおいてもそれは同様である。
エ 社内における調停者としての役割（Mediator） 60
ジェネラル・カウンセルがしばしば体験することは，社内の意見調整の役
回りを担うことである 61 。
ことが法務に関することであれば，この機能の理解は困難ではない。法務
について結論を出し，それを実現するについて必要な社内調整を行うことは，
むしろ企業内弁護士としての本来業務というべきであろう。しかし，ここで
扱うのは，直接的には法務問題との関係が薄い事柄について，どのように対
応するべきか，相談が持ち込まれ，往々にして様々部署間の意見の調整をす
ることになる。
オ 法務サービスの社内マーケティング（Legal Service Marketing）
ビジネスの人的，費用的，物的な資源，特に時間には限りがある。企業内
の各部門は自己の部門が経営陣から注目を受け，より多くの資源の配分を受
けて，それぞれの部門が最大限の仕事ができるように競い合っている。法務
部門も企業の組織の一部である以上，その「ゲーム」から逃れることはでき
ない。その下で，しっかりとした法務組織・機能を確立するとともに，これ
に対して頻繁にかつ早期に相談することが企業にとって必要であることをビ
ジネス部門に理解させることが必要である。
しかし，そのような目的は，単に「良い仕事をする」だけで達成できるも
のではない。当然のこととして，常にビジネス部門の期待する回答ができる
とは限らない。しかも，現実の問題として，非専門家であるビジネス部門に
とって，企業内弁護士の法律専門家としての専門能力や品質をそれ自体とし
て評価することは容易でない。困難な法律問題に直面し，専門性を駆使して
解決法を見つけたとしても，それをビジネス部門が評価するとは限らない。
ここに，「社内マーケティング」，別の言葉で言えば社内「営業」の必要が
ある。企業内弁護士は，経営陣を初めとするビジネス部門に対して，自分た
ちがいかにビジネスを助けようとしているか，そして，ビジネスに対してい
かに付加価値を提供しようとしているかを「売り込む」ことが必要である 62 。
３

まとめ

－ジェネラル・カウンセルの意義－

59

Bruce A. Green, “Thoughts about Corporate Lawyers after Reading the Cigarette Papers: Has
the “Wise Counselor” Given Way to the “Hired Guns”?, 51 DePaul L. Rev. 407 (2001-2002)。
また，Robert A. Kagan & Robert Eli Rose, “On the Social Significance of Large Law Firm Practice,
37 Stan. L.Rev. 399, 410 (1985)。
60
Duggin は「仲裁者(arbitrator)」という語を用いているが（Duggin (2006), op.cit. at 1020），実
際には意見不一致の場合の「仲裁」というよりもより広いと考えられる。ちなみに，Cohen は「諸組織
や管理職を一つにまとめる『触媒(Catalyst)』(emphasis added)」という表現を用いている。Harry Cohen,
“Employed Lawyers in England”, 9 J.Legal Prof. 125, (1984) at 131
61
Veasey and Guglielomo (2006), op.cit. at 6，Michele D. Bearsidslee, “If Multidisciplinary
partnerships Are Introduced Into the United States, What Could or Should Be the Role of General
Counsel?” 9 Fordham J. Corp. & Fin. L. 1 , 24 (2003)，Cohen (1984), , op.cit. at 131。
62
Robert L. Nelson and Laura Beth Nielson (2000), “Cops, Counsel and Enterpreneours: Const
ructing the Role of Inside Counsel in Large Corporation”, 34 Law & Soc'y Rev. 457 (2000) 47
7，Duggin (2006), op.cit. at 1017
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以上，ジェネラル・カウンセルについて，主として米国の議論を基礎として整
理を試みた。ここで観察できることは，ジェネラル・カウンセルが極めて多様な
役割を営んでいることである。
まず留意するべき点は，ここで列挙された役割に論理的な体系性・包括性があ
るわけではないことである。次に留意すべき点は，ここで列挙された役割には，
法の解釈・運用といった純粋な法律実務の色彩がかなり薄いもの，さらには，（少
なくとも表面上は）法律実務との関連性がほとんどないように見えるものまでが
含まれているということである。
これら 2 点から導かれる帰結は，畢竟，企業内弁護士というものが，理念的・
演繹的に組み立てられたものではなく，主として米国の企業法務実務の経験の中
で，歴史的に発展してきたということに求めるべきであろう。大陸法系とは異な
り，コモンロー国である米国ではもともと経験主義的・実用主義的思考が強いこ
とに加え，米国法曹制度そのものが実際の必要の中で経験主義的に生成されてき
たこと，特にその中で米国における法曹の独特の社会的位置付けが企業内弁護士
が幅広い役割を持つに至ったことが大きく作用したと考えられる。
しかしながら，ジェネラル・カウンセルが企業の法務リスク管理やコンプライ
アンスの万能薬というわけではない。米国企業にあっても，不祥事が絶えること
はない 63 。その実態は，企業により，なかんずくそのポジションを占める個人の力
関係により大きく異なるのが現実である。
このような前提の下で，ジェネラル・カウンセルをどのように考えるべきであ
ろうか。我が国においても，このようないわば「米国流」の企業内弁護士像を肯
定的に捉え，これを我が国でも導入するべきであろうか，それとも，他の道を求
めるべきであろうか。
「米国流」の企業内弁護士が歴史的産物であることを考えれ
ば，その回答は論理的，演繹的に導き出せるものではなく，また，何か「唯一の
正解」が存在するものでもないであろう。例えば，日本企業においてはジェネラ
ル・カウンセルといったものはこれまで存在してこなかったが，そこに化体され
た機能が存在していなかったわけではなく，他のポジション，なかんずく複数の
ポジションが分掌することにより，機能してきたという事実があるとすれば，そ
れは十二分に尊重に値するであろう。特に，日系企業の場合，「経営企画」あるい
は「経営戦略」等の名称の下，ビジネスの現業から一応独立して，企業の経営戦
略の調査・検討を行うあるいは部門間の調整を行う部署が存在することが普通に
見られる。これに対して，多国籍企業，特に米系企業においては，これに該当す
る部署が存在しないことが多い。かかる機能は，現業を有するシニアな経営幹部，
ＣＦＯやジェネラル・カウンセル等の中の実力者が実質的に分掌し，なかんずく
ＣＥＯやＣＯＯが直接その任を担うことが多い。このような組織構造の違いは，
法務部門の機能の検討，あるいはジェネラル・カウンセルの設置の可否を検討す
63

例えば，エンロン事件では，長期間にわたって同社のジェネラル・カウンセル が主要法律事務所であ
る Vison and Elkins 法律事務所出身者が就くなど，同社経営陣と法律事務所の癒着関係が法律リスク管
理に深刻な悪影響を及ぼしたことが指摘されている。高柳（2005 年）前 掲 9 頁，14 頁，27－27 頁など。
また，企業不祥事に関連してジェネラル・カウンセル自身が責任を追及された例として，タイコ(Tyco)
事件やライト・エイド(Rite Aid)事件がある。同 35 頁
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るに当たって考慮に入れてしかるべき要素であろう。
しかし，150 年の消長の歴史を経て，米国においてプロフェッションたる企業内
弁護士に広く，深く，重要な役割が期待され，それが果たされているという事実
はそれ自体として極めて重いものがある。そして，前述のように，コモンロー系
の法体系を有するイングランドに加え，ドイツ，フランスといった大陸法系の諸
国にあっても，米国の顰にならい，企業社会の中でジェネラル・カウンセルを置
く動きがある。我が国でも，極めて最近の現象であり，いまだその数は極めて少
数であるが，ジェネラル・カウンセルが出現し，幅広い機能を果たさんとしてい
る 64 。
このような現実の中で，広く企業法務実務，さらには企業業務の在り方として，
これまで議論してきたような意味でのジェネラル・カウンセル制度を導入するこ
とは，一つの重要な選択肢として真剣な考慮に値すると言えよう。

64

後述第 2 参照
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第２

我が国におけるジェネラル・カウンセルの現況（調査結果をもとに）
弁護士

１

中崎

隆

調査の概要
(1) 調査の目的
第１分科会においては，ジェネラル・カウンセル（以下「ＧＣ 」という。）
の実態について調査するため，我が国で業務するＧＣ11 名にインタビューを行
った。
(2) 調査の対象者
調査対象者の選定基準は，①取締役又は執行役員として経営の一翼を担う立
場にあり，②法務部門の責任者であり，かつ，③弁護士（外国弁護士を含む。）
とした。そして，できる限り，多くの業種のＧＣに依頼を行うようにした。調
査対象者は次のとおりである（五十音順）。（※）は米国弁護士の方である。
(a) 飯原 一樹 弁護士（三菱 UFJ ニコス株式会社）
(b) 伊藤ゆみ子 弁護士（シャープ株式会社）
(c) 井上 由理 弁護士（昭和シェル石油株式会社）
(d) 後藤 康淑 弁護士（三井海洋開発株式会社）
(e) 林
大介 弁護士（パーソルホールディングス株式会社）（※ ）
(f) 本間 正浩 弁護士（日清食品ホールディングス株式会社）
(g) マーク シュルツ弁護士（株式会社リクルート ホールディングス）（※）
(h) 三村真理子 弁護士（グラクソ・スミスクライン株式会社）
(i) 室伏 康志 弁護士（クレディ・スイス証券株式会社）（インタ ビュー時）
(j) 吉田 佳子 弁護士（新日鉄住金ソリューションズ株式会社）
(k) ローレンス Ｗ. ベイツ弁護士（株式会社 Lixil グループ）（※）
(3) 調査の手法
約 1 時間から 1 時間 30 分ほど，インタビューを行った。質問の項目は，おお
むね，以下のとおりである。
(a) ＧＣに就いた経緯について
(b) ＧＣとしての職責について
(c) 組織について
(d) チャレンジングな点，変えた点
(e) ＧＣ採用のメリット
(f) ＧＣとして求められる資質
(g) ＧＣ普及に向けての課題
(4) インタビューチーム
インタビューは，日弁連の弁護士業務改革委員会企業内弁護士小委員会及び
日本組織内弁護士協会のメンバーを中心に，次の者で共同して行った。
上野陽子，金子 茂，河井耕治，高畑正子，根本真理子，福岡充希子，
山本雅子，矢部耕三，渡部兼尚，中崎 隆
（報告者を除いて五十音順。敬称略）
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なお，事柄の性質上，個人／個社を特定されることを防ぐ必要があり，報告
に当たってこの点において多少とも制約があったことを付記しておきたい。
２

ＧＣに就いた経緯について
(1) どのように採用されたか
採用については，ヘッドハンティング会社を通じてという回答と，社長，監
査役等の以前からの知り合いを通じてという回答が多く，ほぼ同数であった。
以前からの知り合いを通じてというケースでは，法律事務所の顧客であったと
いう回答と，業界団体の会合を通じて面識があったという回答などがあった。
また，珍しい回答として，Linked In を通じてという回答もあった。すなわち，
Linked In を通じて知り合った企業の人事担当の方からアプローチがあったとい
うものであった。
(2) ＧＣのポジションが以前からあったのか
初代のＧＣであるという回答がほとんどであった。日本においてまだＧＣの
制度が根付いておらず，黎明期にあることを伺わせる回答内容であった。グル
ープに以前からＧＣの制度があったという会社もあったが，外資系であった。
また，法務出身の執行役員は，弁護士ではないが，自分の前にもいたという回
答もあった。
(3) 就任のきっかけについて
就任のきっかけについては様々であったが，①代表取締役が前職の会社でＧ
Ｃがいる会社であったために，ＧＣの必要性を感じていたという回答，②代表
取締役が外部法律事務所に依存している法務の状態やその外部法律事務所の対
応に不満を持っていたという回答，③外部コンサル等に法務部門の強化の必要
性を指摘されたという回答，④不祥事件（重大な法令違反）がきっかけではな
いかという回答，⑤Ｍ＆Ａの失敗がもしかしたら関係しているかもしれないと
いう回答などがあった。
また，約半数は，法務部長・室長等からの昇格であった。これらのケースで
は，特に海外案件等における社内での貢献が評価されたのであろう等の回答が
あった一方，初の女性役員なので，その点も関係しているかもしれないとの回
答もあった。
印象的なエピソードとして，「別の会社に移った同僚から『法務がいないこと
の怖さが分かった』と言われた」，「ブレーキのない自動車を運転するようなも
の」という話があった。

３

ＧＣの職責について
ＧＣの職責については，海外の論考などでも，法務，コンプライアンスに限ら
ず，政策企画など，広範な職域にわたる旨が指摘されている 65 。今回の調査におい

65

前述第 1 参照
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ても，ＧＣが様々な分野で活躍していることが裏付けられた。
(1) 法務 － 契約・法務相談業務等
ＧＣの定義から導かれる当然の帰結かもしれないが，Ｍ＆Ａ等の契約作成，
法務相談に応じるというような一般的な法務業務については，皆，ＧＣの職責
として含まれているという回答であった。
そして，「ＧＣなので，契約の作成は基本的に部下に任せており，自分は報告
を受けて重要な点をチェックするだけ」というような回答が多かった一方で，
「重要な契約については，任せきりにできないので，自分もしっかり見ている」
というような回答もあった。
また，Ｍ＆Ａの場合には，「外部の法律事務所を選定し，デュー・ディリジェ
ンス等のスコープを選定し，そして，Ｍ＆Ａ後の企業統合（ＰＭＩ）をどうや
ればうまくできるかも考えて，契約交渉や準備を行っていかなければならない
が，外部法律事務所は，社内の事情には疎く，そこまでは考えられないので，
そういった点も法務部門としてケアする。」という趣旨の回答もあった。
(2) 法務 － 訴訟・仲裁関連業務等
広義の法務業務に含まれるのかもしれないが，訴訟・仲裁対応や，訴訟等の
リスクのコントロールを，ＧＣの重要な役割の一つとして，(1)と別に挙げるＧ
Ｃがいた。
会計不正（有価証券虚偽記載等）により，株主等からのクラスアクションを
起こされたりすると，その訴訟リスクは，何十億，何百億にも上ることがあり，
そういった訴訟に対応したり，あるいは，そういった訴訟等のリスクをコント
ロールするための活動というのが，ＧＣの重要な役割の一つであるということ
であった。
ＧＣの一人から，「当社では，(1)については定型的な契約が多く，そこまで
問題とならないのに対し，(2)の方が金額が大きくなるので，(2)の方にウェー
トを置いて活動している。」とのコメントがあった。
(3) コンプライアンス業務
法令や社内規定等の遵守を確保するためのいわゆるコンプライアンス業務に
ついては，過半数の方が職責に含まれていると回答したが，一方，金融機関に
おいては，法務とコンプライアンスを分離する傾向が出てきているようで，「最
近，コンプライアンス業務が自分の職責から外れた。」という方もいらっしゃっ
た。また，
「最初からコンプライアンス業務は自分の職責に含まれていない」，
「コ
ンプライアンスオフィサーは別にいる。」という方も複数名いらっしゃった。
また，コンプライアンスは見ていないが，内部監査は見ているという方もい
らっしゃった。
なお，コンプライアンスも長年担当しているＧＣにコンプライアンスのコツ
について質問した所，次のような回答を得られた。
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コンプライアンスをうまく機能させるために必要なのはまず（担当者の）人
の数と，人のクオリティであるが，それと同様に重要なのがシステムである。
金融機関は，紙のマニュアルやエクセルなどを使っていては駄目である。人も
システムもお金がかかるとの認識を持つべきである。人については，経歴を見
るのが大事である。システムについては，スピード等が大事である。
また，コンプライアンスと法務の分離の傾向については，次のようなコメン
トが得られ，興味深かった。
・法務とコンプライアンスを完全に分離すると，優秀な人が法務に集まり，コン
プライアンスが弱体化する傾向があるように思う。
・これは他社にも言える傾向であるように思うが，コンプライアンス部の担当者
がルーティン業務はこなせるが，イレギュラーな案件や，危機事象に対応でき
ない場合がある印象を受ける。
・個人的には，法務とコンプライアンスを一体化して協力しあった方が，より機
能するのではないかと思っている。
・コンプライアンス対応をするにも，クロスボーダーの取引，規制，案件が増え
てくると，リーガルの素養が必須になってくるが，従来のコンプライアンス部
門の人員だけでは，なかなかに対応困難な印象を受ける。
・分けなければならないとすれば，予算を増やして，優秀な弁護士などをコンプ
ライアンス部門に採用することが考えられる。
逆に，両方を兼務しているＧＣの方に，法務部門とコンプライアンス部門の 2
つの部門を 1 人で統括する際の弊害対応について質問した所，次のような回答
を得られた。
・社内でも部署としては法務とコンプライアンスとで分けている。
・例えば，高度なレベルでの法務の判断ミスが問題となれば，それ以降は外部に
評価を依頼することになるであろう。
(4) コーポレート・ガバナンス － 社内規程の策定について
社内規程の策定について，自分の所で取りまとめをしているという方が一名
いらっしゃった。理由としては，社内規程相互の矛盾がないかや，法令に違反
しないかという点等についてチェックする必要があるからということであった。
一方，総務部などの他の部署が規程類全般を所管しているという回答の方が
多かった。この場合でも，一定の社内規程については，御自身の統括する部署
でチェックしたり，所管しているという回答が目立った。また，社内規程の策
定にはほとんど関与していないという回答も 1 件あった。
(5)

コーポレート・ガバナンス － 経営会議等の事務局
取締役会の事務局機能が法務部門にあり，取締役会決議の議案の内容が法的
に問題がないものかの事前チェック等を行っているとの会社も複数あった。あ
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るＧＣの方によれば，取締役会に出てきた議案が，法的に問題があると感じる
ことが以前に複数回あり，気付くたびに自分で指摘していたが，組織的に法務
部門で事前にチェックした方が効率的であると感じるようになり，改革中との
ことであった。
一方，大多数の方は，取締役会や，執行役員会の取りまとめ事務局機能まで
はやっておらず，他の部署がやっているということであった。ただし，事業部
からあらかじめ相談を受けている場合が多いという回答があったり，議事録の
チェックを事後に行っているという回答も複数あった。
この他，次のような興味深いコメントもあった。
・株主総会や取締役会の議案についてもチェックしている。取締役ではないが，
取締役会には出席し，善管注意義務を取締役が果たしたといえるように，適切
な手続が取られ，かつ，適切な議論が行われたかという点をチェックしている。
取締役会の直接の運用は，自分の部下でもある法務部長が行っている。
・米国のＧＣは，カンパニー・セクレタリーとして，取締役会の運営について責
任を負っている場合が多い。取締役会の運営は，ＧＣに主導権があるというこ
とである。
・（なぜ米国ではそのような運用なのか？）
取締役会の議事録は，株主代表訴訟となれば，真っ先に開示の対象となるし，
それ以外の訴訟や，独占禁止法等の当局からの開示要求の際にも，真っ先に見
せなければならなくなるものであり，会社のリーガルリスクとの関係で，大変
大事なものだからではないか。どの程度の議論を尽くせば，善管注意義務を果
たしたといえるのかという点や，訴訟等の際のリスクをどのように捉えるかと
いう点は，高度な法的判断を要するもので，ＧＣにそれを行わせるのが最も適
切ということだと思う。
(6) コーポレート・ガバナンス － 組織を変える，教育的機能
組織を変えるということを自己の重要な役割の一つとして挙げられたＧＣの
方も複数名あった。その中でもよく聞いたのは，インテグリティ（Integrity）
の概念である。インテグリティは，ＣＯＳＯ（トレッドウェイ委員会支援組織
委員会）の内部統制に関する報告書においても重視されている概念で，誠実性・
廉潔性などと訳されたりする用語であるが，その内容・重要性を役職員に理解
させ，役職員が不正に手を染めないように，伝道師のように，世界各地の関連
子会社や支店等を周っているという方が，約半数であった。
例えば，あるＧＣは，次のようにコメントしている。
「組織を変えるためには，企業のカルチャーを変えなければならないが，その
ためには社員 1 人，1 人のマインドセットを変える必要がある。そのため，全
国のオフィスを訪問して自分の考え方や目指す姿を直接伝えていくといった
地道な取組を続けており，週 1 回以上は時間をかけるようにしている。」，「社
員には，法令・ルールに必要以上に委縮してはならず，自由な発想でやってみ
て，必要であれば法務やコンプラに相談するよう伝えている。」
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他に似た方向性のコメントとして，
「 組織を変えるためには，Patience が必要。
とにかく対話。」という趣旨のコメントが別の方からあった。
「海外には，賄賂が当たり前のように行われている国もある。法律事務所が
訴訟の相手方当事者から賄賂をもらって依頼者を裏切る国もある。法律事務所
を通じて賄賂を渡して弁護士が刑事告発される国もある。各国様々である。色々
な文化を理解した上で，その人たちに伝わるような形で伝えるべきことを伝え
ないといけない。」という趣旨の回答もあった。
ＧＣが，異文化の役職員をつなぐカルチャー作りを大きな職責の一つとして
いることが理解できた。
また，上記の他に興味深かった話として，次のような話があった。
国際化には，複数のレベルがある。一つのレベルは，海外でモノを売るとい
うレベル。次のレベルは，海外で人を雇うというレベル。ただ，多くの企業は，
本国のカルチャーをその海外の人たちに押し付ける。この段階を帝国主義とい
う。アングロサクソンも，日本の企業も，この押し付けのレベルにとどまって
いる例が多いが，これは真の国際化ではない。真の国際化といった場合には，
複数の文化を包容できるような企業カルチャーが作られ，上司が，日本人と決
まっている訳でなく，上司がインド人になるかもしれないといった，人種に捉
われない組織とすることが必要である。先日の某社の不祥事の件で，「子会社 Z
社の社長を日本人にしなかったのが失敗だ」というようなコメントが関係者か
ら出ていたが，まさに悪しき帝国主義的な考え方である。日本の企業が，本当
に海外で成功したかったら，あのような考え方からは脱却しないといけない。
国際化を目指す企業であれば，社内規則等を英語でも用意したり，外国の方
も働きやすいような職場環境を整えたり，地道に伝道師等として企業カルチャ
ーを変えていくということも，ＧＣの職責ということのようである。
(7) 政策企画機能（Public Policy / Government Relations）
まず，「政策企画も自分の職責である。」との回答が 3 名程いらっしゃった。
例えば，「法令等について意見を述べるにも，業界団体の公正競争規約などを改
定するに当たっても，法務の能力が要求されるのであり，法務的な能力を有す
る部署が対応するのがまさに適任と考えており，そういう活動は積極的にして
いる。」，「外国を訪れた時には，必ず大使館に行ったり，その国の規制当局を訪
れ，高官と会うようにしている。」などとの回答があった。
もっとも，多数派の回答としては，政策企画機能については別の部署があり，
法務部門も実質的にサポートをするが，メインではないというような回答であ
った。メインではないと言っても，役所との意見交換，業界団体等の外部団体
の会合への参加，政省令等のパブリックコメント対応等の多様な活動への関与
についての回答が得られた。
逆に，政策企画対応については，ほとんど行っていないという回答も，2 名程
いらっしゃった。「規制がほとんどない業種であるために，対応の必要性をあま
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り感じていない。」ということであった。
(8) リスクマネジメント（リスク管理）
リスクマネジメントの業務までみていらっしゃるＧＣが 4 名いらした。本業
が金融でなく，かつ，ＧＣの職責が長い方という傾向がある印象を受けた。
災害リスク等の法務以外のリスクまでみて，そのリスク対応策・軽減策を誰
に準備・実施させるかの役割配分を調整したり，あるいは，災害等の非常事態
が生じた場合の計画（Business Continuity Plan）を立てたりというような業
務を所管していらっしゃるという方が 3 名で，もう 1 方は，災害等のリスクま
で見ているとは言いにくいが，法務リスク等を中心にみているということであ
った。
また，現在，積極的に取り組んでいる課題について伺った所，下記のような
コメントを得られた。
・どのような事項を世界各国の支店・関連会社等から報告させたらよいかと
いう点について見直しを行っている。危機管理の業務を効果的に行うため
にも，どのような事項を早急に報告させるのかを選別する必要がある。
・今，自分は，保険の管理（インシュアランス・マネジメント）に積極的に
取り組んでいる。多額の予算を使い，様々なリスクに対応するための保険
を当社としてかけているわけであるが，保険の内容の合理性や有効性を検
討するためには，保険契約の内容を適切に理解していないと評価ができな
いと思う。幸い，法務部門は，保険契約の内容の精査に適していると思う
ので，いざというときに役に立たないような保険契約は切り捨て，意味の
ある保険だけを残すというプロジェクトを行っている。これにより，様々
なリスクに，保険を通じて適切に対応するというのも，リスクマネジメン
トだと思う。
また，リスクマネジメントについて，
「会計的バックグラウンドの方に担当さ
せる会社も多いように思うが，ＧＣの管掌とすることにどのようなメリットが
あると思うか。有報のリスクファクターの記載も，有価証券虚偽記載につなが
る等の説明もありうるのかもしれないが」との質問をした所，次のような回答
を得られた。
ＧＣが適しているということの理由を挙げるとすれば，我々法務の専門家
は，与えられた事実を鵜呑みにせず，精緻に証拠に基づいて事実認定を行っ
ていくプロセスに慣れているということが挙げられると思う。結局は，会計
不正も含めた様々なリスクは，正しい事実を認識できていない所から，リス
クの正確な判断が困難となってしまう所がある。種々な情報，証拠を集め，
リスクを的確に判断するということも，法務がよくなしうる職責といいうる
かもしれない。我々の方が不正に早く気付ける場合もあるのではないか。
(9) 経営の一翼としての機能
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各ＧＣとも，執行役員会議・経営会議等において，その会議体の一員として，
経営の意思決定に加わっている。執行役員の場合，取締役会に毎回陪席してい
るという方と，必要に応じて陪席しているというＧＣもあった。
執行役員会議等での発言について質問をした所，法務的に問題のある点（法
令，社内規程，契約，コンプライアンス違反等）について指摘するだけでなく，
ビジネス的な観点からの意見も積極的に経営陣から期待されており，法務面以
外についても発言を行うことがあるとの回答が目立った。
また，留意点について伺った所，下記のようなコメントがあった。
・色々な論点についての判断を求められることがあるが，大筋で間違えないよ
うに気を付けている。何回も判断を誤ったり，あるいは，判断を右に左に変え
たりしていると信用されない。大きな判断をいかに外さないかが大事だと思
う。
・法的に問題があるのであれば，その場でその旨を言う（法務的な問題につい
ては，できるだけ早い段階で手当てするようにしているが，会議の場で新しい
事実を説明されることもある。）。
・その場で結論を出せないのであれば，更なる検討が必要である旨を伝える。
・経営会議等で質問を受けそうな点については，あらかじめ十分に検討してお
き，回答を考えておくようにしている。そして，短い時間で，端的に分かりや
すく説明するよう心掛けている。
・執行役員会議等で，意見をする際は，法的観点からの意見と，経営陣の一人
としての立場での意見は，区別して行うようにしている。
(10) その他
コンプライアンス委員会，リスクマネジメント委員会，アドバイザリーボー
ド（重要な経営事項についての諮問機関）を主宰しているというＧＣの方がい
らっしゃったり，主催まではしていなくても，懲罰委員会などのメンバーであ
るというＧＣがあった。また，委員会の正式メンバーというわけではないが，
不祥事案件が生じた場合には，事実上，ほとんどのケースで相談が来るという
ような回答もあった。例えば，従業員が違法行為を行った場合には，解雇処分
等の不利益処分を課す場合があり，労働法が問題となったり，訴訟沙汰になる
ので，相談に来るのではないかとの声もあった。また，弁護士は，裁判所にお
ける事実認定のプロセスについてトレーニングを受けており，慎重な事実認定
を行うのに適しているというようなコメントもあった。
４

組織について
(1) 人数について
所掌している法務部門の人数については，平均的には，法務で 10 名程度（多
い方は 30 名程度）で，所掌している他の部署（例えば，コンプライアンス部門，
内部統制部門，知財部門等）や，報告を受けている海外子会社の法務・コンプ
ライアンス部門まで含めて，数十名程度というような回答が多かった。
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(2) デュアル・レポーティングについて
子会社がある場合，その子会社の法務部門の長が，当該子会社のＣＥＯに対
してのみ報告義務を負うのか，それとも，本国のＧＣに対しても，報告義務を
負うのかについては，企業により大きく分かれた。
制度として，デュアルレポーティングが確立しているという企業もあったが，
一方，これから確立しようと思っており，密に連携することで，運用でカバー
しており，「これからの課題である」，「これから実現しようと思っている」など
というような回答もあった。
また，海外子会社の法務部長や法務部員の採用について，面接も行い，採用
するかについて意見を述べているというＧＣもいたが，そこまではまだ出来て
いないという回答多かった。もっとも，そのようなＧＣも，これから，そこま
で実現しようと思っているという声が多かった。
米国系の企業では当たり前のようになっているデュアルレポーティングがま
だ実現できていないことについて，もどかしいとの意見もあった。一方，実現
しているＧＣからは，「法務の部門だけでなく，人事や，会計の部門でもデュア
ルレポーティングは実施すべきである。」，「海外子会社をグリップして，そのリ
スクを専門家の目できちんと理解するためには，デュアルレポーティング等が
必須。」との意見もあった。
なお，上場子会社の場合に，「親会社のＧＣが，子会社の法務部門長の採用権
や人事評価権まで持たせると仮にした場合，利益相反の問題もあると思うが」
と質問した所，「上場子会社については慎重に考える必要がある」との趣旨の回
答であった。
(3) メンバーについて
法務部員については，全て弁護士としているという法務部も少数ながらあっ
たが，大部分は，弁護士と非弁護士との混成となっているということであった。
もっとも，異口同音に聞かれたのは，海外の企業と交渉をすると，海外の取引
先の法務部は，全員弁護士であるということであった。
５

変えた点，チャレンジングな点
(1) 自己がＧＣに就任してから変えた点
まず，法務部門の意識を変えたという声があった。例えば，「従来は，営業サ
イドのチャレンジングな取組を止めてしまうことが多く，そのような印象を法
務部門が持たれていたようであるが，私は，事業を支援する方向を打ち出すこ
ととし，その結果として，当社では，法務に早目に相談した方がいいと思って
もらえるように変わっていった。」等の声があった。
そして，会社のニーズにより的確・迅速・柔軟に応えるため，「専門的なプロ
フェッショナルな集団に変えた」という声が多く見られた。その中でも，優秀
な人の採用と育成を重視する傾向がかなり伺えたように思う。また，環境面・
制度面・システム面をより整備したというような声もあった。法務部門の機能
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アップにより，より気軽に相談してもらえるようになり，かつ，より迅速に対
応できるようになり，年間の相談件数が自分の就任時の 3 倍近くに増えたとい
うような回答もあった。
第二に，企業全体のカルチャーを変えた，インテグリティ等を徹底している，
というようなコメントがあった。
法務・コンプライアンスが難しいものと思われないようにし，法務・コンプ
ライアンスに相談しやすいような関係性を構築し，ずるをして稼ぐのではなく，
社会ルールを守った上で，正当に稼ぐことの大事さを認識してもらっていると
いうような声もあった。また，守っていただく意味がない，不要な社内ルール
は廃止したとの声もあった。
第三に，外部法律事務所の実力を見極め，使えない事務所は全て入れ替え，
コストの適正化につなげたり，法律事務所への依頼を法務部門に一括化し，外
注予算も法務で一括管理し，
（事業部門が外注を望んでも法務内で判断できてし
まう等の理由で）外注不要の場合は外注をストップできるようにし，また，法
律事務所管理（例：自社に対する訴訟の訴訟代理人となるような法律事務所は
使わない）を徹底したりしているという回答もあった（なお，「外部法律事務所
の方は，外部に依頼する案件が減ることを御懸念かもしれないが，自分が入っ
てから，外部法律事務所への依頼案件数は増加している。」との回答も見られ
た。）。
この他，海外の現場への権限移譲を図りつつ，デュアル・レポーティング等
を導入し，外国子会社との連携を強化したという回答もあった。
(2) チャレンジングな点
グローバル化に対応するために，組織を変えるといった場合に，実力主義の
傾向を強めたり，海外子会社への権限移譲を図ったり，外国籍の者の採用を増
やしたりして，色々と組織を変えていく必要があるが，組織の色々なところか
らこれに対する反発が生じたりすることもあるという声も聞かれた。
「法務だけ
で組織を変えることは困難で，経営陣の理解や，人事や経理等の他の部門との
連携が大事である。」との趣旨のコメントも複数のＧＣからあった。
また，多くのＧＣが組織としての初代ＧＣであり，組織を作る所からしない
といけない状態であったが，一部のＧＣから聞かれたのは，専門的な人材をそ
ろえることの大変さであった。予算等が限られており，専門的な人材を採用す
るのがなかなかに難しいということもあった（今年は司法試験の合格者が減っ
たことも影響しているのか，特に売り手市場の模様である。）。併せて，せっか
く採用した人材が辞めてしまうことへの悩みも聞かれた。
この点については，魅力のある優秀な弁護士を雇うと，弁護士を採用しやす
くなったり，定着率がよくなるとの声があったり，あるいは，プロフェッショ
ナルを雇うために法務部門については，専門職として企業の他の分野と比べ，
特別な給与体系を設けているという会社もあった。
６

ＧＣを採用するメリットについて
25
－ 27 －

(1) 専門家としての判断
ＧＣを採用するメリットについて，多くのＧＣから挙がった点は，様々な経
営判断を行う場合に，法的リスクの重要性が増しており，かつ，法的専門性が
なければ，判断が困難な複雑な問題が増えているということである。法務の専
門家がいなくて判断ができるのかという点である。
この点，あるＧＣは，次のようにコメントをした。
・
「日本の会社に来て思うのは，なぜ，専門家でない者が，ＣＦＯやＣＬＯなど
をやっているのかということである。ローテーションしたゼネラリストが，
ＣＦＯやＣＬＯをやっているケースをよく見かけるが，これからのグローバ
ルの時代は，それでは対応できないのではないかと思う。確かに，日本では
あまり訴訟がないし，Ｍ＆Ａもこれまで米国ほど多くなかったように思う。
よく見知った日本国内でのみビジネスを行うのであれば，そこまで異質なリ
スクに遭わないかもしれないが，最近の不祥事の事例を見ても，専門性とい
うのはより要求されているように思う。自分の部下にも，専門分野を作り，
専門性を深めるよう言っている。」
・
「日本は，人口が減っており，どんどん海外に出て行かないといけなくなって
おり，海外に出ていけば，日本のやり方が通用しなくなる。海外では，物事
は全然違う動き方をする。そういう世界で戦おうとすると，自分達のような
ＧＣが必要になるのだと思う。」
(2) グローバル化の促進
次に挙げられるのは，組織をグローバル対応させるに際してのＧＣの役割の
重要性である。この点についても多くのＧＣが，その重要性について言及を行
った。海外における訴訟リスク，海外とのＭ＆Ａの失敗等により，企業が破た
んする例は後を絶たない。
「この複雑な世界で戦っていくために，日本人だけで戦うということでは，国
外での経験が圧倒的に足りない。グローバル人材をもっと養成しなければならな
い。グローバル人材を採用するというだけでは駄目で，会社自体をグローバル化
しないといけない。海外の従業員も含めた叡智を取り込み，そういった海外の従
業員の良さ・知識・経験も取り込み，企業グループ全体が変わっていかないとい
けない。日本の会社は，会社自身を変えるということを真剣に考えていないよう
に自分は感じる。かなり危機的な状況にあると思う。日本の企業はＭ＆Ａも下手
である。グローバル人材にも受け入れられるような企業カルチャー，仕組みとし，
世界で戦えるようにする。ＧＣの制度は，グローバルスタンダードであり，グロ
ーバルなリスクに対応するための効率的な制度として確立されているものであ
る。ＣＥＯがグローバリゼーションを信じるのであれば，会社を変えていく必要
があるのであり，そのためにＧＣは必要である。一方，ＣＥＯがグローバリゼー
ションを信じないのであれば，ＧＣを設ける必要も感じないのかもしれない。」
(3) アウトサイドの弁護士に果たせぬ役割
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専門性という観点からは，外部の法律事務所を使えばよいという考え方もあ
るが，そのような考え方に対しては，次のようなコメントがあった。
・現場へのアクセス度合い，ビジネスへの関与度，初動の危機対応，スピード
力はインハウス弁護士は，アウトサイド弁護士とは比較とならない対応を行
っている。アウトサイド弁護士を入れると非常に時間がかかることもある。
・例えば，海外の子会社のリーガルリスク管理はアウトサイド弁護士では難し
いと思われる。
・インサイド弁護士のコアバリューは，単なるアドバイザーでいられず，判断
も責任も伴う所にあると思われる。自分の判断が駄目なら，首になる覚悟が
必要である。
上記の他にも，外部の法律事務所の場合は，ビジネス上のコンフリクトも含
めた利益相反も生じうるであろう。
ビジネスの理解度という観点からも，経営の一翼として会社の経営に貢献し
ていくというＧＣの方々が果たしている役割を，アウトサイドの方が同様のレ
ベルで果たすことは，難しいのではないか。
７

ＧＣと法務部長の違いについて
ＧＣと法務部長の違いについては以下のようなコメントが得られた。

・「権限があるかどうか」，「企業としての意思決定に経営陣の一翼として加わって
いるか」
・「一定の法務リスクがある場合に，『法務リスクがある』，『ない』というだけでは
足りず，他の色々な考慮要素と合わせて，何らかの経営判断を行わなければなら
ず，この判断から逃げられず，責任を負うのがＧＣである。」
・「違いは，首（辞職）を覚悟で社長にものを言えるかということ。」，「違法行為を
行った経営陣だけでなく，これを止められなかったＧＣも逮捕されるような国も
ある。」
米国のＧＣは，拒否権があると聞くが，日本のＧＣについては，制度的な拒否
権まではないそうである。ただし，稟議規程でＧＣがかなり広範囲に承認権者と
なっている場合もあるそうであり，また，多くのＧＣが，
「自分が強く反対すれば，
恐らくその案件は止まると思う」との回答であった。
今回，インタビューしたＧＣは，シニアな方が多く，経験豊富であり，社内で
の信頼も相当なものであると推察されるが，そういう信頼されているＧＣであれ
ば，法務部長と比較しても，かなり有効に牽制機能を果たしうるのであろう。
経営会議等における重要な意思判断に加わることで得られる会社のビジネスに
対する理解度の差や，自己の判断が経営に直結し責任を伴うことによる判断の質
の違いについて言及するコメントもあった。
一方，
「優秀な法務部長であれば，取締役会や執行役員会のメンバーでなかった
としても相当の牽制機能は果たしうるのであり，程度の差である」というような
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回答もあった。
８

ＧＣに必要な資質
ＧＣに必要な資質についてどう考えるか，後継者を選ぶとすれば，どのような
点を重視するかという趣旨の質問を伺った所，コミュニケーション能力，リーダ
ーシップ，組織人としての経験，判断力などとの意見があった。
(1) コミュニケーション能力・リーダーシップ
・日本の方々は，意見を表明し，異議を述べ，説得的に論戦を行うことが苦手だ
と思っている。そういう意味ではコミュニケーション能力が大事なのではない
であろうか。日本人だけを相手にするのであれば，それでよいかもしれないが，
アラビア人や，ブラジル人や，中国人や，色々な人を説得して，納得してもら
わなければならない。ＧＣとなる者は，人をリードし，説得的・理論的に議論
しなければならず，かつ，既存の企業カルチャーにチャレンジできる者でなけ
ればならない。人に対して，影響力のある人物でなければならない。
・日本は，正式な会議で，意見を言わないが，それでは駄目である。
(2) 組織人としての経験・調整力
・役員になるということであると，日本的組織の中でうまくやっていける人でな
ければいけない。法律の専門家であればいいというわけではない。組織の中で，
ＣＥＯをサポートするという意味では，組織の中での経験もないといけない。
・外部法律事務所と企業は違う。
・「調整力」は組織人として非常に重要だと思う。ＧＣは，お高く留まっていて
は，社内の様々な部門と仕事はできない。へらへらとしていても駄目である。
様々な組織・部門と対話・コミュニケーションして調整する能力は非常に大事
である。
(3) 法務も含めた幅広い専門性と判断力
・大きく判断を誤らないことが重要である。
・一つの法律分野の専門家というよりは，色々な法律の専門性が必要である。
・会計／税務の力も必要である。
・英語力も必要である。
(4) 情報を引き出す力
情報を引き出す能力も重要である。弁護士として必須の能力は幾つかあるが，
事実認識（ファクトを探す）能力も重要である。人間はうそをつきたくなくても
勝手な思い込み等で，うそを告げることがある。このうそを見抜くことも必須の
能力の一つである。不祥事案件や新規案件等の場面でもこの能力が重要となる。
(5) その他
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・「ＧＣとして，会社に成長をもたらすことができなければ意味がない。」
・「将来を見通してリスクをコントロールできることが重要である。」
９

ＧＣを目指す後輩の方へ
ＧＣを目指す後輩の方へのメッセージとして，以下のような回答を得られた。

・法務に捉われず，広い視野を持って欲しい。例えば，企業に入って，営業に回さ
れたり，自分の意図と違うことをやらされることもあるかもしれないが，組織人
としてやっていくということを考えた場合には，法務以外の業務も見ておいた方
が全体的な視野が広がるという側面もある。
・何を経営陣から求められているかを把握することが大事である。
・組織の中で孤立しないということが大事だと思う。孤立しては影響力を行使でき
ない。
・経営判断として複数の選択肢があるときは，最初から自分の意見を強くいうので
はなく，選択肢を示した上で，そのメリット・デメリットをできる限り中立に示
して，経営陣に選択させるよう心がけるとよい。
・ＧＣは間違いなく増える。一方，厳しいことをいうと，全てのインハウス弁護士
がＧＣになれるわけではない。皆が社長になれるわけではないのと同じ。能力が
あるインハウス弁護士にとって，今後はＧＣになれるチャンスが多くなるという
意味である。
・若手インハウスにお勧めすることとして，英語はマストと思う。ファイナンス・
会計・税務の知識もあった方がよい。リーガル・レギュラトリーだけだとあまり
に狭い。インハウスは基本的になんでもやらないといけない。企業内で，会計・
税務・数字の話が分からないと，ビジネス案件に入っていけないと思う。
・日本の企業の法務部でも，英語のできる一部の法務担当に海外案件が集中してい
る傾向があるように思っている。
・ＧＣがいるのに不祥事が起きたということは避けなければならない。
・必要な時に，経営陣に対して「No」ということができる覚悟と実力を養うことが
課題になると思う。
１０ ＧＣを成功させるための留意点について
ＧＣを雇ったからといって，成功するとは限らないというのは，多くのＧＣから
のコメントであった。そこで，ＧＣを成功させるための留意点について伺った。
・「経営陣の意識（Tone at the Top）が大事である。」
・「勝ち残るためにグローバル化したいのであれば，法務と人事と財務は，きちんと
した人間を連れてきて会社を変える所から始めないとうまくいかない。ＧＣを雇う
だけでは駄目で，会社の在り方を根本から変えないと駄目である。」，「人事と財務
と法務は三位一体なので，一緒に改革をした方がよい。実力主義の人事制度，異文
化の方も包容できるような社内規定等の仕組みづくり，Ｍ＆Ａ等で騙されないよう
な実力のある財務。」，「弁護士だけ連れてきてＧＣに据えても，それだけでは組織
は変わらない。」
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・「ＧＣが孤立しては組織を動かせない。」
・「ＧＣと会社が合うかという所も大事。外部監査役と同じで，連れてきたというだ
けでは，成功するとは限らない。合う，合わないがある。」
・「ＧＣとして採用されて，まず，やるべきは，仕事を任せられるような優秀な人を
連れてくること。ＧＣ一人では（充分な）機能を果たせない。」
・
「海外には，500 人以上の弁護士を社内に抱える企業もある。」，
「そういった企業と
やりあうに際し，メジャーリーガー対高校生というような実力差を感じることもあ
るが，この実力差について，なかなか分かってもらえない。」，
「いざという時には，
外部の法律事務所等の助力を得て，勝負をかけないといけないこともあり，そうい
う時にお金がかかるということについては経営陣の理解が必要だと思う。」
１１ ＧＣ普及に向けての課題
ＧＣ普及に向けての課題としては，ＧＣになれるような人材がまだまだ足りてい
ない点が挙げられた。
この点については，司法試験の合格者が増えだした 50 期代の弁護士の中でも既に
中小企業や外資系のＧＣになっている者がでてきているが，5 年後，10 年後に，こ
の世代からＧＣが大量に排出されるようになるのを待つしかないのではないかとい
うような意見も見られた。
・5 年後位に日本企業のＧＣ定着の変革期が来る予感がある。
・日本の社外取締役の普及状況を見ると，ある段階で一気に普及したことが分かる。
日本人の性格／文化の傾向かもしれないが，ある点を超えると一気に普及して，
横にならえとなる。ＧＣもそうなるはずである。
・10 年後，20 年後は，インハウス弁護士の存在感が増すのは間違いないと思う。10
年後にはかなり一般的な存在に，20 年後は当たり前の存在になっているのではな
いか。
・社外監査役や社外取締役もしっかりしたＧＣがいないと，代表訴訟リスクが増え
るので，ＧＣを採用しろということを言い出すのではないか。
１２ 今後に向けて
今回の調査により，ＧＣといっても，企業毎にその役割も権限もかなり異なるこ
とを再認識できた。
一方で，ＧＣが経営の一翼として，各社において，とても重要な役割を果たして
いることも見てとれたように思う。
本調査報告は，日本におけるＧＣの実態について調査した最初の調査報告ではな
いかと思う。多少なりともＧＣの実態把握に貢献できたのであれば，幸甚である。
今後も同様な研究を継続し，調査対象者の範囲を拡大すると共に，いかにすれば，
ＧＣがうまく機能するかといった点や，ＧＣと他の部署等との権限分配の仕方や，
利益相反の管理等の問題について，さらに深く研究していくことができれば有意義
なのではないかと思う。
最後に，本件調査に御協力いただいたＧＣの皆様に改めて感謝申し上げたい。
30
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第２０回弁護士業務改革シンポジウム

〈第２分科会〉

スポーツ新時代に求められる弁護士の使命と役割
～今，なぜサステナビリティなのか。
東京オリンピック・パラリンピックを前に考える～
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第１
１

基調報告
はじめに
わが国では，2019年にラグビーワールドカップ，2020年に東京オリンピック・パラ

リンピックの開催が予定されている。
オリンピック・パラリンピックやワールドカップといった全世界中の注目を集める
スポーツイベント（以下「メガ・スポーツイベント」という。）を立て続けにわが国で
開催することは近年稀にみる機会である。
アスリートが競技に臨む姿は，見るものに夢と感動を与え，開催国には世界各国か
ら人が集まり，経済効果も期待できる。
しかし，メガ・スポーツイベントは，このような華々しい光の部分の影に隠れ，そ
の開催のために少数者の人権が侵害されることや，児童・労働者の権利が犠牲になる
ことがあることを見過ごしてはならない。メガ・スポーツイベントの開催には，以下
に挙げるような人権侵害リスクが存在している。
２

メガ・スポーツイベントにおける人権侵害事例
オリンピック・パラリンピックに関して言うと，2008年の北京では，スタジアムの
建設過程において，多くの住民が強制退去を余儀なくされた。この時，世界中でこの
問題がクローズアップされ，批判の対象となったにもかかわらず，2016年のリオデジ
ャネイロ（以下「リオ」という。）でも同じことが繰り返されてしまった。リオでは，
スタジアム建設予定地に住んでいた22,000世帯もの家族が強制退去を余儀なくされ，
子供達が学校へ通えなくなったり，家族がバラバラになったりするなどの事態が発生
した。
また，2014年のソチでは，強制退去の問題のほか，ロシア当局によるＬＧＢＴへの
人権侵害行為が問題となった。
サッカーのワールドカップでは，2022年の開催予定地であるカタールにおけるスタ
ジアム関連施設の建設現場での移民労働者に対する人権侵害の問題が指摘されている。
中東では，カファラという労働契約制度があり，移民労働者は採用担当者に金銭を支
払ったうえで，雇用主にパスポートを取り上げられ，過酷な労働を強制させられてい
たことが問題となった。

３

日本で開催予定のメガ・スポーツイベントでの人権侵害リスク
上記のような例を挙げると，労働法制や児童福祉法制といった法整備が比較的整っ
ている日本では，北京，ソチ，リオ，カタールでのような人権侵害事例とは無縁であ
ると考えがちであるが，大きな誤りである。日本では，スポーツイベントにおける人
権侵害というと，参加者への差別・ハラスメントの例が想起されるが，人権侵害リス
クはそれだけに留まらない。
メガ・スポーツイベントの開催には，招致過程から，開催決定，開催準備，大会運
営に至るまで，ＩＯＣ，ＦＩＦＡ等のＩＦ（国際競技連盟），ＮＯＣ（国内オリンピッ
ク委員会），ＮＦ（国内競技連盟）から，これらの団体のスポンサー企業やサプライヤ
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ー企業，もちろんアスリートやコーチに至るまで様々なステークホルダーが関わって
いる。
しかも，スポンサー企業やサプライヤー企業は，世界各国に活動拠点を有するグロ
ーバル企業であることが多く，製造拠点を人件コストの低い発展途上国に置くなど，
ボーダーレスに活動している。これらの企業の活動においては，自社の直接の取引相
手だけではなく，自社のサプライチェーンの過程で，児童労働や強制労働等の人権侵
害が発生する可能性は高い。
実際に，1994年，アテネオリンピックを直前に控えた時期に，国際ＮＧＯを中心と
したグループが，スポーツメーカーに対し，中国の製造工場での劣悪な労働環境等を
調査した報告書をインターネットで公開するという「Play Fairキャンペーン」という
動きがあり，日本のスポーツメーカーも対象として挙げられ，対応を余儀なくされて
いる。
このように，2019年，2020年と日本が立て続けに開催を予定しているメガ・スポー
ツイベントにおいて，大会主催者は，単に自らの団体や取引相手の人件侵害リスクの
みに注意すれば良いのではなく，取引企業のサプライチェーン全体においても人権侵
害の可能性を排除する体制の整備が求められているといえる。
また，日本国内においても，違法な時間外労働の問題や技能実習ビザで入国した外
国人労働者の問題，さらには福島原発事故の安全性の問題など，世界が注目する人権
侵害のリスクは多数存在している状況である。
４

「メガ・スポーツイベントと人権尊重」をめぐる国際的な動き
このような中，ビジネスの分野では，2011年6月，国連人権理事会において「ビジネ
スと人権に関する指導原則：国際連合『保護，尊重及び救済』枠組実施のために」
（Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the United
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework，以下「ＵＮＧＰ」という。（資
料2-8））が採択され，企業活動における人権尊重の重要性が強く認識される契機とな
った。当連合会でも，2015年1月に「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス
（手引）」
（資料2-9）を公表し，各企業間においても浸透しつつある。このように，ビ
ジネスの分野では，企業が直接の取引相手だけでなく，そのサプライチェーン全体に
おいて人権侵害が起こらないような仕組みを作り，常に人権侵害が発生していないか
を意識することが，自社及び自社の取引分野における永続的な発展につながるとの認
識が共有されている。
スポーツ界では，ＩＯＣが2012年に“SUSTAINABILITY THROUGH SPORT”を発行，
“SUSTAINABILITY”（「持続可能性」）というキーワードは，2014年に採択されたオリ
ンピック・アジェンダ2020の提言にも組み込まれている。そして，2016年12月には，
2024年の夏季オリンピックから，開催都市との契約（Host City Contract）において
ＵＮＧＰへの遵守を義務付けることが決定された。
このように，ビジネスの分野における人権保護を目的として策定されたＵＮＧＰで
あるが，昨今では，ＩＯＣだけに留まらず，メガ・スポーツイベントにおける人権保
護の枠組みとして利用されるようになっている。
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ＦＩＦＡは，2015年12月，ＵＮＧＰを取りまとめたジョン・ラギー教授に対し，Ｆ
ＩＦＡにおける人権保護の実践を目的とした調査報告を依頼し，2016年4月，ラギー教
授は，“For the Game, For the World”というタイトルの報告書を提出した。ＵＥＦ
Ａ（欧州サッカー連盟）では，2024年に開催される欧州選手権（ＥＵＲＯ2024）から，
開催国を決める招致手続の過程で，ＵＮＧＰに従った人権保護が実践されていること
が開催国決定の条件の1つとして導入されている。
５

日本で開催するメガ・スポーツイベントに向けて
日本では，2019年にラグビーワールドカップ，2020年に東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催が予定されており，メガ・スポーツイベントの開催が続く。
東京オリンピック・パラリンピックでは，上記のＵＮＧＰへの遵守が明記されたHost
City Contractの適用は形式的にはまだないものの，メガ・スポーツイベントをめぐる
国際的な人権尊重の動きに鑑みれば，わが国においても，ＵＮＧＰを始めとする国際
的に承認された人権規程の遵守に対し，自発的かつ積極的に取り組まなければならな
い状況であることは間違いない。しかしながら，日本の現状を見ると，オリンピック・
パラリンピックまではあと3年，ラグビーのワールドカップまではあと2年という差し
迫った状況であるにもかかわらず，スポーツ界においてはＵＮＧＰを含む人権尊重に
関する国際的なルールの認識が共有されているとは決して言い難い状況である。
そこで，当分科会では，持続可能なスポーツイベントを実現するために必要な弁護
士の役割を論ずるとともに，メガ・スポーツイベントの開催に関わる者，スポーツに
関わる者，全てが人権を尊重し，スポーツイベントにおいて人権侵害が排除されるこ
とを目指し，ステークホルダー間での意識の共有（エンゲージメント），そのための仕
組み作り，実効性確保のための方策等を展望していく。
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第２
１

スポーツイベント開催と人権尊重～世界の動きとわが国の現状～
ＵＮＧＰについて

(1) はじめに
2011年6月，国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則：国際連
合『保護，尊重及び救済』枠組実施のために」
（Guiding Principles on Business and
Human Rights : Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework，以下「ＵＮＧＰ」という。（資料2-8））が採択され，企業活動における
人権尊重の重要性が強く認識される契機となった。
以下では，このＵＮＧＰについて簡単に説明する。
(2) ＵＮＧＰが採択された経緯
ＵＮＧＰは，2011年6月に，ビジネスの分野における人権保護を目的として，国連
人権理事会によって採択された指導原則である。
1990年代以降，グローバルな経済活動の急速な展開を受けて，国境を越えた企業
活動による人権侵害について，国際的な関心が高まった。こうした中，国連は，事
務総長特別代表という役職を設置し，ハーバード大学のジョン・ラギー教授をその
職に任命し，ビジネスと人権に関する問題について調査を実施することにした。ラ
ギー教授は，2005年から2007年にかけて調査を実施し，調査結果を踏まえて，2007
年から2008年にかけて，国連人権理事会に対し，「『保護，尊重及び救済』枠組」
（“Protect, Respect and Remedy” Framework）の採択を勧告し，人権理事会が満
場一致でこれを採択した。そして，この「『保護，尊重及び救済』枠組」を実施する
ためのより具体的かつ実務的なガイドラインとして策定されたのがこのＵＮＧＰで
ある。
(3) ＵＮＧＰの３要素
ＵＮＧＰでは，ビジネスにおける人権尊重の指導原理を，①人権を保護する国家
の義務，②人権を尊重する企業の責任，③救済へのアクセス，という3つの要素から
構成している。
企業は，直接の取引相手だけではなく，サプライチェーン上の組織においても人
権に対する負の影響が生じることを防止する責務を果たすことが求められる。その
ために企業が取るべき具体的な行動としては，(1)人権尊重責任を果たすことを方針
等の形で誓約すること，(2)人権への影響を特定，防止，軽減し，人権問題にどのよ
うに対処しているかにつき説明するための人権デュー・ディリジェンスを実施する
こと，(3)企業が惹起した人権への負の影響について救済を行うための手続きを設け
ること，が挙げられている。
(4) 国内での対応
ＵＮＧＰの採択を受けて，当連合会は，2015年1月に「人権デュー・ディリジェン
スのためのガイダンス（手引）」
（資料2-9）を公表した。これは，企業活動において
人権尊重を図るために，ＵＮＧＰを想定して，特に企業が人権デュー・ディリジェ
ンスを実践する際の手法について具体的に解説している。この「ガイダンス」の中
でも特徴的なのは，
「サプライヤー契約におけるＣＳＲ条項の導入」に関して解説し
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ている点である。サプライヤー等との契約において取引相手が遵守すべきＣＳＲや
人権尊重に関する事項を，ＣＳＲ条項として具体的な条項案を提唱している。
この「ガイダンス」の公表とこれに続く当連合会での啓発活動により，ビジネス
の分野では，企業が直接の取引相手だけでなく，そのサプライチェーン全体におい
て人権侵害が起こらないような仕組みを作り，常に人権侵害が発生していないかを
意識することが，自社及び自社の取引分野における永続的な発展につながるとの認
識が共有されつつある。
２

スポーツ界での国際的なムーブメント
(1) ＩＯＣの取組
ＩＯＣは，1990年，世界最大のスポーツイベントであるオリンピックを単なるス
ポーツイベントとして終わらせるのではなく，その影響力を良い形で社会に対して
還元していこうという考えから，「スポーツ」，「文化」に加え，「環境」をオリンピ
ックの第三の柱とすることを打ち出した。1992年，ＩＯＣと加盟する全てのＮＯＣ
が，「Earth Pledge（地球への誓い）」に署名し，オリンピックにおける環境対策が
スタートした。そして，1994年にはオリンピック憲章に初めて「環境」についての
項目が加えられた。
2000年代後半に入ると，サステナブルなイベントマネジメントの評価においては，
環境問題だけではなく，人権・社会問題が含まれるようになった。
2008年の北京では，スタジアム建設過程での強制退去の問題が発生し，2014年の
ソチでは，強制退去の問題のほか，ロシア当局によるＬＧＢＴへの人権侵害行為が
問題になった。
このような状況を，国際人権団体等から報告を受け，ＩＯＣも，オリンピックを
未来にわたって永続的に開催できるようにするには人権保護を確立しなければなら
ない，つまり，オリンピック開催の影で発生する人権侵害を見ないふりをしていて
はサステナブルな大会運営を実現できないことを強く認識したといえる。
そして，2014年12月のＩＯＣ総会において，オリンピック・ムーブメントの未来
に向けたヴィジョンを40項目に整理した提言であるOlympic Agenda 2020が採択され
た。
この内の「提言1」は，オリンピック招致や開催都市のあり方について，将来のヴ
ィジョンを示したものであるところ，その第5項は，「ＩＯＣは開催都市契約の条項
に，オリンピック憲章の根本原則第6項に関するものと，環境と労働に関係する事項
を盛り込む。」と明記している。
ここで宣言したことを具体的に実現すべく，ＩＯＣは，国際人権団体，世界選手
会及び国際労働組合から組織されるＳＲＡ（Sport and Rights Alliance）と何度も
意見交換を行った結果，2016年12月，ＩＯＣは，2024年の夏季オリンピックから，
開催都市と締結する契約（Host City Contract）に，人権保護に関する条項を明記
することを決定した。ＩＯＣが人権保護を開催都市に具体的に義務付ける条項を
Host City Contractに導入することは初めてのことである。
改定されたHost City Contractでは，ＵＮＧＰを代表とする国際的に評価されて
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いる人権保護基準に従うことを，開催都市に明文で義務付けている。新しく導入さ
れる条項は，
「開催都市，開催都市のオリンピック委員会及びオリンピック組織委員
会は，オリンピックを組織するに当たり，開催国内で適用される条約等の国際間合
意，法律，規則だけではなく，ＵＮＧＰを含む国際的に評価されている人権基準及
び人権原則に遵守して，人権を保護・尊重し，人権侵害が救済されることを保証し
なければならない。」と定めている。
このように，ビジネスの分野における人権尊重のための指針であったＵＮＧＰが，
オリンピックの開催都市が従うべき指針としても用いられるに至っている。
(2) ＵＥＦＡの取組
ＵＥＦＡ（欧州サッカー連盟）においても，2024年に開催される欧州選手権（Ｅ
ＵＲＯ2024）から，開催国を決める入札手続の過程で，ＵＮＧＰを代表とする国際
的に評価されている人権保護基準が実践されていることが，開催国決定の条件の1つ
として導入された。立候補のための書類の中で，立候補国は，欧州選手権（ＥＵＲ
Ｏ2024）において人権侵害を防止するために，どのようにＵＮＧＰを導入していく
か，について説明しなければならない。ＵＥＦＡにとって，人権に関する基準を設
けることはこれが初めての試みである。
2016年にフランスで開催された欧州選手権（ＥＵＲＯ2016）では，人種差別や環
境問題についてモニタリングが実施された。例えば，人種差別の問題でいえば，モ
ニタリングを行う団体から，本戦51試合のうち問題のある事例として，10件の指摘
を受け，9件について制裁が科された。また，障がい者のスタジアムへのアクセスの
問題や，衛生設備，ケータリング，禁煙区域の設定などに対する取組も実施された。
これらの取組については，大会後に総括し，ポジティブな結果だけでなくネガティ
ブ な 結 果 に つ い て も そ れ ぞ れ 公 表 し て い る （ SOCIAL RESPONSIBILITY &
SUSTAINABILITY

Post-event report, 2016）。

(3) ロンドンオリンピック・パラリンピックでの取組
ロンドンオリンピック・パラリンピック（以下「ロンドン 2012」という。）は，
「最
もサステナブルな大会」と称され，高い評価を得た。ロンドン 2012 の開催決定を受
けて持続可能なイベントマネジメントを実現するためのイギリスの国家規格として
BS8901 が策定され，この規格に基づき，国際規格である ISO20121 が策定され，2012
年 6 月 15 日に発行された。ロンドン 2012 では，ISO20121 が適用され，持続可能性
というコンセプトを基本に据え，経済性だけでなく，環境や社会に配慮した「レガ
シー」を強く意識した大会運営が行われた。
持続可能性に関する計画のモニタリング機関として，ロンドンオリンピック・パ
ラリンピック組織委員会（以下「ＬＯＣＯＧ」という。）とは別の第三者監視機関で
あるＣＳＬ（Commission for Sustainable London2012）が，大会の 5 年前に設立さ
れた。
また，ＬＯＣＯＧに寄せられた，サプライヤーやライセンシー企業等のサプライ
チェーン全体における人権問題や労働問題に関する苦情や紛争処理の仕組み（グリ
ーバンス・メカニズム）として，ＣＤＲＭ（Complaint and Dispute Resolution
Mechanism）を設置し，その業務の大部分を Ergon Associates Ltd に委託して実施
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された。
ＬＯＣＯＧの調達先に対しては，非営利団体であるＳＥＤＥＸの情報プラットフ
ォームへの登録を推奨し，各調達先企業の労働基準や環境対策等の情報が共有され
る仕組みが構築された。
このように，ロンドン 2012 では，開催が決まってすぐに，持続可能性に関する計
画が打ち出され，第三者監視機関であるＣＳＬが設置され，計画の進行状況がモニ
タリングされ，紛争や苦情に関しては，グリーバンス・メカニズムによって解決さ
れるという仕組みが機能していた。
(4) メガ・スポーツイベントに関するプラットフォーム（MSE Platform）
欧米では，スポーツイベントにおける人権尊重を確保する目的で，スポーツに関
わる様々なステークホルダーが集まって議論が行われる場（プラットフォーム）が
形成されており，The Mega-Sporting Events Platform for Human Rights （MSE
Platform）もその１つである。
メンバーは，スイスや米国という政府，ＩＬＯ，ＯＨＣＨＲ，ＵＮＥＳＣＯ等の
国連機関，ＩＯＣやコモンウェルスゲームズといった競技団体，スポンサー企業，
国際労働組合や人権ＮＧＯであり，事務局は，ビジネスと人権に関するシンクタン
クであるＩＨＲＢが担っている。
MSE Platform は，メガ・スポーツイベントにおける人権尊重という目的を達成す
るために，2017 年，4 つのタスクフォースを立ち上げ活動している。参考までに，
タスクフォースの種類は，①競技団体に関するタスクフォース，②開催国や開催都
市に関するタスクフォース，③スポンサー及びメディアに関するタスクフォース，
④アスリート等メガ・スポーツイベントに影響を受ける人達に関するタスクフォー
スの 4 つである。
このように，欧米では，人権尊重の仕組みを構築するために，政府，国連機関，
競技団体，スポンサー企業，サプライヤー企業，メディア，労働組合，選手会，人
権ＮＧＯ等のステークホルダーが集まってプラットフォームを形成し，議論を積み
重ね，政策形成に反映されている。
３

わが国の現状と課題
(1) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の取組
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「東京2020組織委
員会」という。
）は，まず，持続可能性に配慮したより適切な大会運営を実現するた
めに，イベントの持続可能性をサポートするために策定されたマネジメントシステ
ムの国際規格であるISO20121の枠組みを導入することを打ち出している。
そして，2016年1月に，
「持続可能性に配慮した運営計画 フレームワーク」及び「持
続可能性に配慮した調達コード 基本原則」
（資料2-2）を発表し，その後パブリック
コメントの募集及び結果の集約を経た後，2017年1月に「持続可能性に配慮した運営
計画 第一版」
（資料2-1）を，同年3月には，
「持続可能性に配慮した調達コード（第
1版）」（資料2-3）を発表している。また，木材，農産物，畜産物，水産物について
はそれぞれ特別な調達基準（資料2-4，2-5，2-6，2-7）が策定されている。
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(2) 今後に向けた課題
東京オリンピック・パラリンピックでは，上記のＵＮＧＰへの遵守が明記された
Host City Contractの適用は形式的にはまだないものの，メガ・スポーツイベント
をめぐる世界の動きに鑑みれば，ステークホルダーは，ＵＮＧＰ等国際的に承認さ
れた人権ルールへの遵守に自発的かつ積極的に取り組まなければならない状況であ
ることは間違いない。そのためには，東京2020組織委員会，東京都，政府，競技団
体並びにスポンサー及びサプライヤーたる企業が一丸となって，この考えを共有し，
人権保護へ向けた仕組み作りを早急に実践する必要がある。
しかし，日本の現状を見ると，残念ながら，スポーツイベントに関わる企業や競
技団体等の間では，企業のサプライチェーン全体や下位の競技団体に対してまで人
権侵害が発生しないように配慮しなければならない，という意識はまだまだ十分に
浸透していない状況である。
そこで，ＵＮＧＰに見られるような人権尊重に対する考えを，まずステークホル
ダー間で共有することを目指すべきである。そのためには，ステークホルダーが集
まり，対話をするということが重要である。MSE Platformのようなプラットフォー
ムを形成し，ステークホルダーを広く巻き込み，対話を通じて，より良い仕組みを
作っていくという作業が不可欠である。
また，東京2020組織委員会は，調達コードを発表し，サプライヤー企業等がサプ
ライチェーンの中で遵守すべき人権尊重に関する事項を明らかにしており，その内
容は国際的にも評価を得ている。この調達コードは，日本がオリンピック・パラリ
ンピックの招致の段階からテーマとして掲げているサステナビリティを実現するこ
とを目的として作成されたものである。しかし，その内容について，どのようにし
て実効性を持たせる仕組みを構築するか，という重要な課題が残っている。
ロンドン2012では，第三者監査機関としてＣＳＬが大きな役割を果たし，また，
事後的救済手段としてのグリーバンス・メカニズムが整備され，機能していた。こ
れらにより，調達コードの内容につき実効性を持たせることが可能になり，結果，
史上最高にサステナブルな大会とまで称される結果となったのである。
日本では，大会まで残り僅か3年を切った状況であるが，まだ，調達コードの内容
についての実効性確保の仕組みは具体的に見えてこないのが現状である。
そこで，調達コードの内容についての実効性を確保できるような仕組みを構築し
ていく必要がある。
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第３
１

基調講演「大型スポーツイベントとＩＬＯの国際労働基準」
ＩＬＯという国際機関について
国際労働機関（ＩＬＯ）は，1919 年第 1 次世界大戦後に設立された，世界の労働社

会問題に取り組み，労働条件の向上を目指す国際機関であり，1946 年専門機関として
初めて国際連合と協定を結び，1969 年にはノーベル平和賞を受賞した。スイス・ジュ
ネーブに本部を有する。
ＩＬＯの加盟国は現在 187 か国あり，加盟国の政府と労使が等しく発言権を発揮し
て労働基準や政策を立案できるよう，政府代表，労働者代表，使用者代表の三者構成
を取っている。
ＩＬＯは，その目的として，基本的人権の確立，労働条件の改善，生活水準の向上，
経済的社会的安定の増進を通じて，社会正義を基礎とする世界の恒久平和を確立する
ことを掲げており，ＩＬＯが行う活動の中で最も重要なものの一つが条約・勧告（労
働に関する国際ルール）の策定という国際労働基準の設定活動である。
ＩＬＯは，
「全ての人にディーセント・ワークを」の実現を目指して活動を展開して
いる。ここで，ディーセント・ワークとは，「働きがいのある人間らしい仕事」，すな
わち，権利が保障され，十分な収入を生み出し，適切な社会的保護が与えられる生産
的な仕事を意味する。世界では，失業，不完全雇用，質の低い非生産的な仕事，危険
な仕事と不安定な所得，権利が認められていない仕事，男女不平等，移民労働者の搾
取，発言権の欠如，病気・障害・高齢に対する不十分な保護といったディーセント・
ワークの欠如に直面する人々が存在している。ＩＬＯの活動は，このような問題への
解決策を見出すことを目標としている。
さらに，ＩＬＯの活動は国連で 2015 年に採択された持続可能な開発のための 2030
アジェンダと軌を一にしており，
「ディーセント・ワーク」の実現は開発目標 8 にとり
いれられ，しかも持続可能な開発の原動力として他の目標の達成にも関わっている。
２

ビジネスと労働問題
企業はその事業の性質，規模の大小，活動の地域などによってそれぞれの課題と可
能性を有しているが，特に多国籍企業は，資本，技術及び労働の効率的な活用を通じ
て多くの国に多大な経済的利益をもたらすだけでなく，社会福祉の増進，生活水準の
改善，雇用機会の創出，結社の自由を含む基本的人権の享有に寄与しうるなど，国際
経済及び国際社会において重要な役割を果たしている。一方，多国籍企業の国家の枠
を超えた経済活動は，国の政策目標や労働者の権利・利益との衝突をもたらす可能性
がある。
ＩＬＯは，社会・経済のグローバル化の過程において多国籍企業が果たす役割に着
目し，多国籍企業の活動分野に関わる社会政策のガイドラインを提供すべく，1977 年
に「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」（以下「多国籍企業宣言」）を
策定し，国際的な動向を踏まえ，2017 年に最終改定を行った。多国籍企業宣言は，多
国籍企業に対し，法令遵守に加え，同宣言に規定された労働原則の尊重及び自主的な
取組の促進を奨励し，進出国の持続的な社会経済発展に貢献することを求めている。
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具体的には，多国籍企業は，
「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に沿って，人権
を尊重する責任，特に自らの活動又は取引を通じて関係する人権に対する負の影響を
回避する責任を負い，その責任を果たすために人権デュー・ディリジェンス（人権リ
スクの評価とマネジメントの仕組みを含む継続的な管理プロセス）の実施を求められ
る。さらに，対外直接投資，貿易及びグローバルサプライチェーンの文脈において多
国籍企業の活動があらゆる国の社会労働分野に与えるプラスの影響に鑑み，事業活動
を行う国の社会及び開発に関する政策目標を十分に考慮し，適当な場合には当該国の
政府，使用者及び労働者団体その他関係ステークホルダーとの協議及び関係構築を行
うこと，また多国籍企業宣言に従った好ましい社会慣行を促進することが推奨されて
いる。
ＩＬＯの定める国際労働基準は，189 の条約，204 の勧告及び 6 つの議定書から構成
されており，このうち 4 つの分野（結社の自由及び団体交渉権，強制労働の禁止，児
童労働の実効的な廃止，雇用及び職業における差別の排除）が，労働における基本的
原則及び権利（中核的労働基準）である。中核的労働基準を遵守する義務があるのは
政府であるが，多国籍企業宣言は，企業にもその尊重を要請している。企業は，以下
に例示するような慣行によって，労働原則の適用促進に貢献することができる。
結社の自由及び団体交渉権との関係では，企業は，職場において，労働者の団体設
立・加入・運営の権利の保障や反組合的な差別行為の抑止に取り組むことが望まれる。
また，企業は，団体交渉の場では，有意義な交渉のための情報提供や労使それぞれの
ニーズの発掘，調整に取り組み，労働協約の締結にあたっては，紛争解決規定，権利
及び責任の明示規定を組み込むことが期待される。
強制労働とは，ある人が処罰の脅威によって強制され，また自らが任意に申し出た
ものではない労働やサービスを意味する。強制労働の撤廃には，強制労働の原因の把
握が重要である。企業は，法令遵守，労働条件・退職の自由・職務不履行の際の不利
益を記載した雇用契約書の交付，モニタリング及びデュー・ディリジェンスの実施に
取り組むとともに，強制労働被害者の雇用支援プログラムへの参加，業界団体や使用
者団体との連携強化に取り組むことが推奨される。
児童労働は，子どもの発育を妨げ，生涯にわたる肉体的・精神的な損害につながる
おそれがある。また，児童労働と家族の貧困との間には強い相関があり，教育の機会
を奪うことで世代を超えて貧困が続くことになる。したがって，児童労働の実効的な
廃止は，労働原則の中でも重要課題に位置づけられ，企業には，法令遵守，年齢確認
のためのメカニズム整備，ビジネスパートナーに対する影響力の行使のほか，被害児
童の支援プログラムへの参加，業界団体や使用者団体との連携強化，所属する使用者
団体におけるタスクフォースの立ち上げなど，積極的な取組が望まれる。
雇用及び職業における差別には，人種，皮膚の色，性，宗教，政治的見解，国民的
出身，社会的出身，性的指向，年齢，ＨＩＶなど様々な種類があり，また差別的取扱
は採用，報酬，労働時間，休憩，母性保護，雇用保障，業務内容，評価及び昇進，訓
練機会，安全衛生，雇用終了などあらゆる局面で起こりうる。企業には，人事判断の
客観性の担保，すなわち資格，技能，経験を採用及び待遇の判断基準とする，ハイレ
ベルな雇用均等の担当者を設け，社内啓発及び訓練を行うなどの取組のほか，障がい
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をもつ人のための物理的環境整備，苦情処理手続及び解決プロセスの提供に取り組む
とともに，諸外国の文化的伝統に配慮し，労働者代表と政府当局と協力することなど
が期待される。
また，労働における基本的原則及び権利の尊重の手段として，企業が，情報収集や
共存共栄のため，多角的な対話を行い，ステークホルダーとの連携を構築し，自らサ
プライチェーンへ働きかけることも重要である。
３

大型スポーツイベントと持続可能性
大型スポーツイベントは，観る者に夢と感動を与え，開催地には大きな経済効果を
もたらす。一方で，大型スポーツイベントは，開催地のみならず大会に関わる世界各
地域の社会経済に影響を与えうるため，近年のイベントでは環境，人権などの分野に
おけるグローバルレベルでの持続可能性に配慮した準備・運営が強調される傾向にあ
る。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の策定したオリンピック・アジェンダ 2020（2014
年）においても，オリンピック競技大会の全ての側面に持続可能性を導入する旨が明
記され，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会においても，「持続可能
性に配慮した運営計画」及び「持続可能性に配慮した調達コード」が策定され，運用
される予定である。
大型スポーツイベントの調達過程においては，建設業，観光業，サービス業，繊維
業，スポーツ用品，商取引，警備業，廃棄物管理等の業界全体で，国内外の大多数の
労働者が関与することになる。このため，労働分野や人権についても，大会全体で長
期の持続可能な開発に寄与することが求められる。
しかし，現実には，大型スポーツイベントの準備運営段階においてしばしば人権や
労働問題が指摘されることも事実である。例えば，2022 年国際サッカー連盟（ＦＩＦ
Ａ）ワールドカップの開催予定地であるカタールでは，ワールドカップ関連施設の建
設現場での外国人労働者に対する取扱がＩＬＯ29 号条約（強制労働条約）等に違反し
ているとして各国の労働組合から申立てを受けた事例がある。
大型スポーツイベントの開催においては，開催国のスポンサー企業やサプライヤー
企業だけでなく，世界規模で様々なステークホルダーがサプライチェーンを通じて関
係を有することになる。こうしたサプライチェーンにおいて児童労働や強制労働など
の労働問題が発生すれば，大型スポーツイベントの大会価値，スポンサー価値は毀損
され，結果としてスポーツイベントとしての成功が阻害される可能性もある。したが
って，大型スポーツイベントに関わる全ての当事者，特に開催国政府及び自治体，開
催団体，関連企業，労使団体などが，相互に又は関連する団体と協調して，サプライ
チェーンを通じて労働における基本的原則及び人権に基づいた取組がなされるよう努
力することが求められるのである。

４

ＩＬＯの取組
ＩＬＯのスポーツへの取組の歴史は古く，1924 年，近代オリンピックの父クーベル
タンとの会談を経て，運動競技と職場の生活の質等について規定する余暇利用施設勧
告を採択した（第 21 号勧告，2004 年に撤回）。1990 年代には，パキスタンのサッカー
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ボール縫製における児童労働撤廃に向けＦＩＦＡとの連携を開始し，2002 年以降現在
に至るまで，ＦＩＦＡとともに児童労働撤廃に向けたレッドカードキャンペーンを行
っている。また，ＩＬＯは，1998 年にＩＯＣとの間で，社会正義と人間の尊厳を促進
し，貧困と児童労働の撲滅に向けた取組を共同して行う旨の協力の覚書を締結し，2016
年に採択されたＩＯＣの持続可能な運営戦略にも関与している。
上記のように，2020 年東京オリンピック・パラリンピックは，持続可能性に重点が
置かれ，東京オリンピック・パラリンピック組織委員会によって，持続可能性に配慮
した調達コードが作成された。この調達コードは，持続可能性に関する国際的な合意・
行動規範としてＩＬＯの多国籍企業宣言を含む国際的な合意や行動規範を尊重するこ
とを明記している。そして，調達の過程においてＩＬＯの労働原則を反映し，国際労
働基準の遵守・尊重，結社の自由，団体交渉権，強制労働の禁止，児童労働の禁止，
雇用及び職業における差別の禁止，賃金，長時間労働の禁止，職場の安全・衛生，外
国人・移住労働者についての労働関係規定を盛り込んでいる。
ＩＬＯは，今後調達を中心とした大会準備運営過程を通じてディーセント・ワーク
が促進されるよう支援協力を行っていくことを予定している。
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第４
１

海外調査報告（スイス，イギリス）
調査の目的
2011 年 6 月，国連人権理事会において，「ビジネスと人権に関する指導原則：国際

連合『保護，尊重及び救済』枠組実施のために」が採択され，企業活動における人権
尊重の重要性が強く認識された。当連合会でも，2015 年 1 月に「人権デュー・ディリ
ジェンスのためのガイダンス（手引）」（資料 2-9）を公表し，企業活動の分野では，
国際的な人権尊重を常に意識することが常識となっている。
スポーツ界に目を向けると，ＩＯＣは 2012 年に“SUSTAINABILITY THROUGH SPORT”
を発行，「持続可能性」というキーワードは，2014 年に採択されたオリンピック・ア
ジェンダ 2020 の提言にも組み込まれている。ＦＩＦＡも 2018 年ワールドカップへ向
け，“Sustainability Strategy”を公開している。
このように，オリンピック・パラリンピックやワールドカップを初めとする国際大
会においても，大会を「責任あるイベント」として開催することが開催都市に求めら
れるようになっている。
日本では，2019 年にラグビーワールドカップ，2020 年に東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催が予定され，大会を「責任あるイベント」として開催するために，大
会主催者だけでなく，競技団体，スポンサー，サプライヤー等大会に関わる全ての者
に，国際的な人権感覚が求められる時代である。
その中で，スポーツイベントに求められる人権感覚を探求するため，
「最もサステナ
ブルな大会」と称され，ISO20121 が認証されるなどその成果がレガシーと評される大
会となったロンドンオリンピック・パラリンピック委員会（ＬＯＣＯＧ）の活動の実
情のほか，国連人権機関，国際的なＮＧＯ団体，メガ競技団体等における取組を調査
し，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。
２

調査の概要
(1) 調査日程
2017 年 4 月 10 日（月）～14 日（金）
(2) 調査団メンバー
桂 充弘（大阪弁護士会，第 2 分科会座長）
酒井 俊皓（愛知県弁護士会）

菅原 哲朗（第二東京弁護士会）

飯田 直久（神奈川県弁護士会）

山崎 卓也（第二東京弁護士会）

大橋 卓生（第一東京弁護士会）

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）

冨田 英司（大阪弁護士会）

佐藤 楠（ニューヨーク州弁護士）
(3) 調査訪問先
4 月 10 日（月）

ジュネーヴ（スイス）

11：00～12：30
聴取者

Lene Wendland 氏（ＯＨＣＨＲ）
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13：30～15：30
聴取者

Giovanni Di Cola 氏，Kirsten-Maria Schapira-Felderhoff 氏，
Yoshihiro Senoo 氏（ＩＬＯ）

4 月 11 日（火）

ローザンヌ（スイス）

13：00～14：30
聴取者

Geert Hendriks 氏（ＡＩＳＴＳ）

4 月 12 日（水）

ニヨン（スイス）

9：00～11：00
聴取者

Marc Joly 氏（Terre des Hommes International Federation）

11：30～13：45
聴取者

Patrick K. Gasser 氏（Union of European Football Associations）

4 月 13 日（木）

ロンドン（イギリス）

9：30～12：30
聴取者

Shaun McCathy 氏（Action sustainability），Lucy Amis 氏（Unicef
UK），Liz Twyford 氏（Unicef UK），Haley St. Dennis 氏（ＩＨ
ＲＢ），ＳＥＤＥＸ担当者

4 月 14 日（金）

ロンドン（イギリス）

10：00～12：00
聴取者
３

Sean Cottrell 氏（Law In Sport）

調査の内容・結果
(1) 4 月 10 日（月）
①

調査 1 日目

ＯＨＣＨＲからのヒアリング
午前中は，スイス・ジュネーヴに本部があるＯＨＣＨＲ（国連人権高等弁務官
事務所）にて，Lene Wendland 氏からヒアリングを行った。
現在，メガ・スポーツイベントにおいても，ＵＮＧＰ【1】の実行を求める動きが
出ている中で，特にＯＨＣＨＲが関心を持っているのは，メガ・スポーツイベン
トにおける人権侵害のリスクを減らし，メガ・スポーツイベントを通して人権の
向上に貢献するということであった。メガ・スポーツイベントは，社会的多様性
や多文化交流をもたらす側面がある一方，こうした華やかな部分が人権侵害を覆
い隠してしまうことを危惧しており，メガ・スポーツイベントのポジティブな側
面を尊重しつつ，人権侵害が起こらないよう，大会主催者を援助し，メガ・スポ
ーツイベントの全ての関係者にとって良いものとなるよう支援する活動をするこ
とが国連の役割ということであった。
メガ・スポーツイベントにおける人権侵害を防ぐフレームワークの一つとして，
MSE Platform（The Mega-Sporting Events Platform for Human Rights）【2】が紹
介された。MSE Platform は，ＩＯＣといった主催者だけで成立するものではなく，

1
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ihrb.org/megasportingevents
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政府，国際機関，競技団体，監視団体，スポンサー・放送局・企業，ユニオン，
ＮＧＯ（国際人権機関など）など，多くのステークホルダーの参加があって初め
て成立するものである。ＯＨＣＨＲは，この MSE Platform において，基本的な原
則を説明し，確認する立場を担っている（なお，午後に伺ったＩＬＯもメンバー
である。）。
Lene Wendland 氏からは，メガ・スポーツイベントにおける人権尊重に果たす
弁護士の役割についても話を伺い，都市契約・スポンサー契約を締結する場面や，
人権侵害を防ぐための法律的なフレームワークを策定する場面での役割の重要性
を指摘された。例えば，ＵＮＧＰの考えを世界中に広める役割をしたのはＩＢＡ
（International Bar Association）であり，各国の弁護士が翻訳し，クライアン
トに説明し認知を広めたということであり，メガ・スポーツイベントにおける人
権尊重についても，弁護士が同様の役割を果たすことが期待される。
我が国のサプライヤーは，海外に比べ，人権侵害リスクに関する危機意識が低
いという話をしたところ，サプライヤーに対し，なぜ調達コードの遵守が必要な
のか，その意義について考えさせること，その価値を共有することが重要という
ことであった。加えて，人権に関するキャンペーン（例えば，
「Stand Up for Human
Rights」や国連人権宣言 70 周年キャンペーン）などにスポンサーを参加させ，メ
ガ・スポーツイベントのスポンサーになるということはどういうことか，なぜ調
達コードの遵守が必要かという認知度を広めることも一つの方法として紹介され
た。
②

ＩＬＯからのヒアリング
午後は，ＯＨＣＨＲから徒歩 20 分ほどに位置するＩＬＯの本部に赴き，
Giovanni Di Cola 氏，Kirsten-Maria Schapira-Felderhoff 氏，Yoshihiro Senoo
氏の 3 名から，ＩＬＯとスポーツの役割，スポーツにおける人権尊重の実現のた
めに必要なこと，そこでの弁護士の役割について話を伺った。
ＩＯＣは，2012 年 12 月に OLYMPIC AGENDA 2020【3】を発表したが，このアジェ
ンダでは，サステナビリティについて明確に記載され，さらに 2016 年 12 月にア
ジェンダを具体化した IOC Sustainability Strategy が採用された。この中で，
国際競技団体が国際労働基準を遵守しなければならない旨が言及されたことに意
義があるとのことであった。
ＩＬＯは，ＩＯＣから専門家グループによる 2024 年五輪招致に関するレポート
の作成を求められており，今後，招致プロセスの中で労働者の権利が守られてい
るか監視する役割を担うということである。
2020 年東京オリンピック・パラリンピックに関して言えば，東京 2020 組織委
員会によって策定された調達コードは，インフラ，調達，交通，労働，環境とい
う５つの優先領域について，その中で起こりうる人権侵害を想定して作られてい

3

https://stillmed.olympic.org/Documents/Olympic_Agenda_2020/Olympic_Agenda_2020-20-2
0_Recommendations-ENG.pdf
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るという評価であり，また，このような調達コードはこれまでのオリンピック・
パラリンピックでは行われなかったものであることから，MSE Platform も東京
2020 組織委員会による調達コードを歓迎しているとのことだった。
重要なことは，いかに労働侵害，人権侵害を防止するかであり，そうした観点
から，枠組み，メカニズムを作ることがポイントとなってくる。具体的には，苦
情処理メカニズム，業界間（三者間）合意，モニタリング（監視）システムなど
である。2020 年東京オリンピック・パラリンピックについて言えば，まだ苦情解
決などの制度が構築されていないが，導入を推し進めるためには，現場の働きか
けが必要ということであった。具体的には，MSE Platform を通しての対話の機会
をもつことが考えられ，
制度導入を強制するのではなく，海外の事例の情報提供，
アクセスの機会を与えることが重要とのことである。日本において，ロンドンオ
リンピック・パラリンピック（以下「ロンドン 2012」という。）における苦情処
理メカニズムなど，既存の制度をそのまま導入するのではなく，その知見を活か
し，日本の文化，人間性に合うよう新たな付加価値をつけることが求められてい
るのではなかろうか。2020 年に向けて，我々は残り 3 年しかなく，いまだに苦情
処理メカニズムやモニタリングシステムが構築されていない現状を憂いていたが，
Giovanni Di Cola 氏によれば，ロンドン 2012 の知見があり，ＩＬＯとしても諦
めていないとのことであり，勇気を与えられた。
弁護士の役割としては，午前中にお聞きしたＯＨＣＨＲの Lene Wendland 氏と
同じように，サステナビリティの実行には，そのコンセプト（考え方，哲学）や
何が重要かを理解することが重要であり，そうしたコンセプトを理解し，国内へ
広めることを挙げていた。また，国内法と国際法が異なっている場合に，批准の
問題とは別に，ギャップアナリシスが行われるが，ギャップアナリシスを通して
議論することが人権侵害，労働権侵害の防止に繋がり，こうしたギャップアナリ
シスも弁護士の役割であるという指摘がなされた。前述した IOC Sustainability
Strategy が出された以上，全ＮＦ（国内競技連盟）がギャップアナリシスを行う
必要があり，そこに弁護士の需要があるということであった。
また，人権問題については，文化的なセンシティビティ（受入態勢），文化の違
いを踏まえ，どうしたら受け入れてもらえるかのセンスを持つ必要がある。その
意味で，東京 2020 組織委員会に対して，ＩＬＯが何か提言するよりも，同じセン
ス・価値観を持った日本の弁護士が働きかけを行っていくことが適しているだろ
う，ということであった。
(2) 4 月 11 日（火）
①

調査 2 日目

ＡＩＳＴＳからのヒアリング
2 日目は，ＡＩＳＴＳという，ＩＯＣ，ＥＰＦＬ（スイス連邦工科大学ローザ
ンヌ校），ＩＭＤビジネススクール，ローザンヌ大学，ジュネーヴ大学，ローザン
ヌホテルスクール，ローザンヌ市，ヴォー州というスポーツに関わる 8 つの団体
などによって 2000 年に設立された非営利団体において，サステナビリティのプロ
ジェクトのトップを務める Geert Hendriks 氏からお話を伺った。
ＡＩＳＴＳでは，
「SSE TOOLKIT (Sustainable Sport & Events Toolkit)」とい
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うツールキットを開発した。これは，2010 年のバンクーバー冬季オリンピック・
パラリンピックの時に，バンクーバーの組織委員会との共同プロジェクトとして
開発したものであり，同大会のレガシーとして残すために大会終了後公開できる
ようにしたものである。ここには，スポーツイベントをよりサステナブルなもの
とするためにどうすべきかというガイドが示されている。また，簡単なステップ
の Sustainable Sport and Event Quick Start Guide【4】では，シンプルに説明す
るということを重視している。
今後は，このツールキットやクイックガイドをスポーツイベントの参加の要件
などに組み入れるなどして，いろいろなところで活用してもらうことを想定して
いるとのことであった。
なお，世界テコンドー連盟では，ある大会の入札要項において，サステナビリ
ティプログラムの計画と実施という項目で，このクイックガイドを参照しており
【5】

，既に競技団体において積極的に活用されている。国内の競技団体，特に小規

模な団体においては，いざ，サステナブルなスポーツイベントを開催しようと思
っても，そのノウハウ・知見に乏しく，実現が困難となることが容易に想像され
るが，こうしたツールキットやクイックガイドは，有効に活用できるのではなか
ろうか。
ＡＩＳＴＳではその他にも，イーラーニング，出版業務，イベントやワークシ
ョップの開催，団体運営，スポーツ業界の人材のマッチングといった事業を行っ
ている。
特に注目される一つとして，「RIO 2016 OLYMPIC GAMES SUSTAINABILITY AND
LEGACY STORIES」【6】の作成がある。これは，2016 年リオデジャネイロオリンピッ
ク・パラリンピックにおけるサステナブルな取組についてポジティブな例のみを
取り上げたものである。
また，国際サンボ協会のサステナビリティイベントガイドの作成にも関わって
いるとのことで，こうした活動は，我々弁護士が小規模競技団体の活動に関わる
際にも参考になると思われる。
(3) 4 月 12 日（水）
①

調査 3 日目

Terre des Hommes International Federation からのヒアリング
3 日目の午前中は，スイス・ニヨンにある，UNI Global に会議室をお借りして，
主に児童の権利保護を目的に活動している Terre des Hommes International
Federation（以下「Terre des Hommes」という。）の Marc Joly 氏から，ＮＰＯ

4

http://www.aists.org/sites/default/files/publication-pdf/sset_quick_start_version_
2014.pdf
5

http://worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2016/12/WTF-Events-Bid-Manual-16-MAR-2
017.pdf
6

http://aists.org/sites/default/files/publication-pdf/aists_rio2016_sustainability.p
df
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法人から見たスポーツと人権侵害，人権尊重に向けた取組の在り方等についてお
話を伺った。なお，Terre des Hommes は，メガ・スポーツイベントにおける児童
の人権侵害を排除するための活動として，
“Children Win”という活動を行うほか，
Sport and Rights Alliance【7】のメンバーでもある。
“Children Win”というのは，
人権デュー・ディリジェンスのスタンダードを確立し，人権擁護活動を行い，競
技団体にアドバイスを行う，という 3 つの要素から成っている。
Marc Joly 氏によれば，2 年前までスポーツの業界で，人権がテーマとして取
り上げられることはなかった。それが，ＩＯＣ，ＦＩＦＡ，ＵＥＦＡのような非
常に大きなスポーツの 3 団体がコミットするようになった。ＵＥＦＡの取組につ
いては後述する。メガ・スポーツイベントにおける人権尊重の仕組みを構築して
いくには，やはりＵＮＧＰに基づいて議論を展開していくことが重要ということ
であった。そして，人権尊重を実現するためには，ＵＮＧＰの理念を団体の規約
に定めるだけでなく，全ての取引でその趣旨を定めるということ，さらに，仕組
みとして，「第三者監査機関」と「苦情処理機関」を構築するということであっ
た。
また，Marc Joly 氏からは，児童の人権侵害の事例について 2 つ紹介していた
だいた。1 つは，古典的な児童労働の事例として，複雑にサプライチェーンが関
与する中で，特に服飾関係の分野で，発展途上国において児童労働が行われやす
いということであった。こうした児童労働は，インフラ建設の過程でも起こりや
すく，2014 年ソチ冬季オリンピックや 2010 年にインドで開催されたコモンウェ
ルスゲームにおける事例がある。
2 つ目として，2016 年リオデジャネイロオリンピックの事例が紹介された。マ
ラカナンスタジアム建設の際に，貧民街の家族が強制退去させられた件である。
22,000 世帯が強制退去させられたという。転居先には学校がなく，60km も離れた
場所に転居を余儀なくされたため親が通勤もできなくなり，家計が苦境に瀕する
というのである。オリンピック開催期間中の 6 週間のイベントのために本当にこ
うした犠牲が必要なのか。最小限の犠牲で済むようなシステム作りの必要性を指
摘していた。
日本に目を向けたときに，日本国内でいえば児童労働の問題は少ないが，製造
から販売まで全ての工程が国内で完結するのであればよいが，必ずしもそうでは
ない以上，日本の企業であっても海外での製造に関してリスク評価を行い，リス
クを軽減するための方策を検討することが必要である。ポイントは，全て 100％
問題がない状態を作り出すことを求めるのではなく，リスク評価を行い，これに
7

http://www.sportandhumanrights.org/wordpress/index.php/2015/07/06/sport-and-rightsalliance/
the World Players Association, the world football players’ union FIFPro, Football Supporters
Europe, Human Rights Watch, the International Trade Union Confederation, UNI Global Union,
Terre des Hommes, Transparency International, Amnesty UK and Amnesty NL といった主要な人
権団体，競技団体，労働組合の連合体。
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対処する姿勢を示すことであり，リスクがあることを知りながら，知らないふり
をすることが最も悪い対応である。
児童労働の問題ではないが，ユースアスリートの人権擁護も重要なテーマであ
【8】
る。
「International Safeguards for Children in Sport」
という虐待防止のガ

イドラインが策定されたところであり，参考になる。
スポーツにおける人権尊重について，弁護士の役割を伺ったところ，これまで
のヒアリングと同様，その哲学を理解して啓発していくことや，契約書に取り込
むという実践的な役割を担えるということを述べていた。人権尊重の哲学，その
意義について団体内部への理解を深めるためには，より多くの具体例を挙げ，現
実的な実践例を紹介すべきということであった。そういう意味では，ＡＩＳＴＳ
が公開している「RIO 2016 OLYMPIC GAMES SUSTAINABILITY AND LEGACY STORIES」
は参考になろう。
最後に，2020 年東京オリンピック・パラリンピックについて，東京 2020 組織
委員会が策定した調達コードについては評価していたが，あくまで原則論を述べ
たものであり，これをいかに実践していくかが重要であって，今後も注視してい
く必要があると指摘していた。そして，日本が成功するかどうかは，MSE Platform
のように，多様なステークホルダーを巻き込んで進めることができるかどうかが
ポイントということも併せて指摘していた。
②

ＵＥＦＡからのヒアリング
午後は，ＵＥＦＡ（欧州サッカー連盟）の Senior FSR Manager である Patrick
K. Gasser 氏から，欧州選手権（ユーロ）を例に，メガ・スポーツイベントにお
ける人権擁護に向けたＵＥＦＡの取組について話を伺った。
ＵＥＦＡでは，人権，労働，児童の権利の問題は大変重要なテーマという認識
をもち，ユーロ 2024 の開催都市を決定するにあたっての入札要件に，人権を保護
し維持するための新しい基準を設けることとなった【9】。こうした取組は，ＵＥＦ
Ａにとっても初めての試みということであった。これまでは，例えばユーロ 2016
大会（フランス）をみても，人権上，それほど問題のない国で実施していたため，
人権問題に関する脅威はそれほど顕在化していなかった。
しかし，ソチ冬季オリンピック・パラリンピックやリオデジャネイロオリンピ
ック・パラリンピックでは，人権の問題が言われており，ＦＩＦＡでも，今般，
ワールドカップカタール大会（2022 年）におけるスタジアム建設現場での劣悪な
労働環境の問題についてメディアで取り上げられるなど，ひどい状況にあること
から，ＵＥＦＡでは上記のとおり取り組むこととなった。
ＵＥＦＡでは，上記の取組を行うにあたり，Sport and Rights Alliance に対
し，アドバイスを依頼した。というのは，Sport and Rights Alliance が人権の
問題について，最も声を上げる団体だったからである。このような人権問題につ

8

https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/international-safeguardsfor-children-in-sport-version-to-view-online.pdf
9

Germany and Turkey receive bid requirements for hosting UEFA EURO 2024 - UEFA.org
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いて高い意識を持っているＮＧＯなどをメンバーに加え，議論に巻き込むことで，
ＮＧＯ自身も当事者意識を持って行動することになり，また，外からの見方も変
わり，信頼を得られることになるということであった。これはまさに，今回の海
外調査で何度となく聞いてきた，
“ステークホルダーを巻き込む”ことの重要性の
実践例である。
ＵＥＦＡでは，開催立候補都市に対して，入札条件【10】を示すとともに，質問【11】
に対して回答させるようにし，回答内容については，やはり Sport and Rights
Alliance と共同して評価することになっている。こうすることで，外部の信頼性
も高まるだけでなく，建設的な議論を生み出すという点でも重要とのことである。
以上は招致段階の話であるが，開催都市が決まれば，次は，開催都市が入札条
件の基準を遵守できているか，チェックを行う必要が出てくる。人権の問題につ
いては，2024 年が初めて入ったチャプターではあるが，これまでも，ユーロ 2016
では人種差別や環境面等について取り組んできた実績があり，ＮＧＯの協力を得
てモニターを行ってきたという経験がある。
開催都市との間では，契約書を締結して遵守すべきことを盛り込むことになり，
その履行を求めるという形で遵守を促すということもあるが，それよりも，なぜ
このような取組を行っているのか，その意義を思い出させることが重要である。
つまり，これを守らないと大会そのものの商業価値が下がってしまうのであり，
商業価値が下がっていくことで誰も得しないこと，商業価値が高まればそれだけ
スポンサーもつきやすくなることを理解させ，自らの意思で遵守させるのである。
これもまた，これまでのヒアリングで聞いてきたことと全く同じであった。
ちなみに，開催都市が決まれば，現地法人を設立し【12】，ＵＥＦＡのスタッフも
同法人を構成することになるので，開催都市とＵＥＦＡとの共同作業の中で問題
があれば是正していくことになるとのことである。
なぜ，ＵＥＦＡが，入札要件に新しく人権に関する基準を設けることができた
のか。背景には，前述のＦＩＦＡワールドカップカタール大会の問題や，リオデ
ジャネイロオリンピック・パラリンピックにおける開催地域住民の強制退去の問
題を受け，大会開催に当たって，こうした問題が起こった場合には，その大会や
主催者たるＵＥＦＡが批判を浴び，評判が悪くなってしまう，ということを説得
力をもって説明することができたことが挙げられる。そして何より，ＵＥＦＡ内
でも様々な議論を行ったが，最終的には，トップであるＵＥＦＡの会長がこの問
題に取り組もうと考えていたことが大きい。トップダウンでトップがリーダーシ
ップを発揮することで，決定までスムーズであったということである。ＵＥＦＡ
では，幸いにもトップダウンでスムーズに意思決定ができたが，仮に，社内での
10

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Regulations/02/
46/30/61/2463061_DOWNLOAD.pdf
11
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Regulations/02/
46/30/63/2463063_DOWNLOAD.pdf
12
ユーロ 2016 大会（フランス）では，2011 年に，フランスサッカー連盟とＵＥＦＡとの合弁会社
である“EURO 2016 SAS”が設立された。
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議論になれば，人権尊重に向けた取組が必要な理由，すなわち，こうした問題は
どうポジティブに働いたかを数値として測定することは難しいが，このような取
組を行うことで，スポンサーがつきやすくなり，自分たちが生み出す商品が高く
売れることになる，という具体的なメリットがあることを示すことが重要とのこ
とであった。
前述のとおり，ＵＥＦＡでは，ユーロ 2016 大会（フランス）において，スタジ
アムへの障がい者のアクセスの問題や，衛生設備，ケータリング，禁煙区域の設
定，健康に配慮した食料の提供，人種差別の排除，サステナビリティの環境面の
問題として，二酸化炭素やゴミの排出抑制にも配慮し，公共交通機関の利用促進
にも取り組んだ。このユーロ 2016 大会（フランス）の総括（プラス面・マイナス
面）は，「SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY
【13】

Post-event report, 2016」

に公開されている。ポイントは，データとしての正確性が担保されているこ

とはもちろん，ポジティブな成果だけを公表するのではなく，達成できなかった
点や悪かった点も公表していることにある。そうすることで，より一層，外部か
らの信頼・評価が高まり，それによって大会の価値も上がるということであった。
これは，外部，ステークホルダーへの説明責任のあり方として，非常に重要な考
え方である。
最後に，余談であるが，会議の最後に，ＵＥＦＡからレマン湖を臨んだが，最
高の景色であり，調査団の誰もが一度はこんな環境で働いてみたいと思ったので
はなかろうか。
(4) 4 月 13 日（木）
①

調査 4 日目

Unicef UK, Action sustainability, ＩＨＲＢ，ＳＥＤＥＸからのヒアリング
4 日目は，Unicef UK に伺い，Unicef UK，Commission for a Sustainable London
2012（ＣＳＬ）の元会長，ＩＨＲＢ，ＳＥＤＥＸ（Supplier Ethical Data Exchange）
にお集まりいただき，これまでで最もサステナブルな大会と評されるロンドン
2012 における取組についてご説明いただくとともに，その他のメガ・スポーツイ
ベントにおける人権侵害事例の紹介を受けながら，東京オリンピック・パラリン
ピックに向けて何をすべきか，それぞれの立場から活発な議論が行われ重要な示
唆をいただいた。

②

ＣＳＬについて
まず，ＣＳＬについて，これまでのオリンピックでは存在しなかったこのよう
な組織ができた理由は，ロンドン 2012 の招致過程で，ロンドン 2012 を最もサス
テナブルな大会にするという公約があったことに起因する。ロンドンが招致レー
スに勝った直後に組織され，オリンピック・パラリンピック大会が終わったあと
も，大会にどのようなレガシーが残ったのかを検証するために，2013 年まで存続
した。

13

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/General/02/42
/47/58/2424758_DOWNLOAD.pdf
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ＣＳＬの組織には，3 人のスタッフ，14 人のアドバイザーがおり，ＬＯＣＯＧ
とは独立の機関として，サステナビリティに関してチェックして公表するという
活動のほか，コンサルテーション，さらには世界中の様々な利害関係人との対話
も行った。ＣＳＬの重要なメリットは，独立した機関であるゆえ，組織委員会が
こうした機関を設けることによって，信頼性を高めることができる点にある。ま
た，様々なステークホルダー，例えばここに集まっている Unicef UK のようなＮ
ＧＯなどと「交渉する」のではなく，「巻き込んで」「対話」をすることで，信頼
関係を構築することができ，そこから先の取組へと繋がった。また，ステークホ
ルダーを巻き込むことで，十分なコミュニケーションを図ることができ，予期せ
ぬ批判を抑えることにも繋がった。
他方デメリットとしては，コストがかかるという点である。オリンピックの予
算に比べたら大したことはないというが，年間 50 万ポンド（日本円にして約 6,000
～7,000 万円）かかったという。また，当初は，誰からも信頼がなく，強力なリ
ーダーシップを発揮できる人物や，専門家チームの存在がなければ，信頼を得ら
れないまま失敗に終わっていた可能性もあり得たとのことである。
前述のとおり，運営には多額の費用がかかることもあり，設置自体に反対の意
見や，常設の機関としては不要ではないか，といった意見が多かった。しかし，
ＣＳＬのような組織を設置せず，その結果，透明性を確保することができなけれ
ば，それにより大会の価値は下がり，ひいてはＬＯＣＯＧの価値も下がることで，
経済的な損失が出るということを，ＬＯＣＯＧと激しく議論し，最終的に設立に
至ったという経緯がある。
ＣＳＬの取組について，改善点を挙げるとすれば，ＩＯＣの公式スポンサーに
対しては人権デュー・ディリジェンスを実施できなかったことである。ＬＯＣＯ
Ｇのスポンサーに対しては，監査機能が働いていたものの，ＩＯＣのスポンサー
にそれができなかったことは，今後の課題として残っている。
③

監査のあり方
ロンドン 2012 では，ＳＥＤＥＸの提供するプラットフォームへの登録が推奨さ
れたが，ＳＥＤＥＸが提供するサプライヤーの情報は，サプライヤー自身が提供
する情報に依存している。それを第三者がチェックできるという条項を契約に盛
り込むということで情報の正確性を担保している。もし問題があれば，どういう
解決をするのか，サプライヤーがさらに情報提供するという仕組みとなっている。
監査というと，構えてしまい，都合の悪いことを隠蔽するという弊害を生み出
すという危険性も有しているが，ＳＥＤＥＸでは，監査する側，監査される側と
いう切り分けではなく，みなパートナーという認識で価値を共有することで，良
いことも悪いことも自ら申告するという構造を採用しているとのことである。こ
のことは，ＵＥＦＡで伺った，マイナス面も全て公表するという説明責任のあり
方と通ずることであろう。今の時代は，ソーシャルメディアの発達で，問題が見
つかったときのネガティブ情報が拡散するスピードは格段に上がっているため，
早期の問題発見の重要性が高まっている。
監査の実効性を確保するためには，自分達の活動にどのようなリスクがあるの
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か，そのリスクをどう評価するのか，そして何より，サステナビリティという価
値について理解することが重要である。
④

ロンドン 2012 における人権侵害事例
ロンドン 2012 における人権侵害事例としては，中国の工場における事例を紹介
された。この問題が示唆するところは，人権デュー・ディリジェンスを実施した
後，そのような問題が発見されたということであり，最初から情報が開示されて
いなかったということを意味している。
ＣＳＬでは，レガシーを残すという観点から，スポンサーに関する倫理的な問
題等についてレポートを残している。

⑤

紛争処理機関について
紛争処理機関は，ある意味失敗したときのメカニズムであるが，前述のとおり，
ソーシャルメディアがますます発達している中で，被害者が人権侵害を公に発信
しやすく，そういう意味で苦情処理機関を持つ重要性が増しているとのことであ
った。

⑥

東京オリンピック・パラリンピックに向けて
現時点で，ＣＳＬのような組織や苦情処理機関が設置できていないのは，遅れ
ているという評価にならざるを得ないとしつつも，ロンドン 2012 の頃は何も前例
がない中で，全部一から作らなければならなかったが，ロンドンの成果・教訓な
ど様々な情報が公開されており，過去の例を活かすことで，ロンドンのコピーで
はなく，短い時間でも東京独自の体制を構築できるはずという言葉をいただいた。
我々調査団には，非常に心強い言葉であった。特に，紛争解決機関や苦情処理機
関を今から作ることには意味があるということであった。

(5) 4 月 14 日（金）
①

調査 5 日目

Sean Cottrell 氏からのヒアリング
最終日。イギリスでは，この日からイースターが始まり大型連休に入った。
お休み中にもかかわらず，LEWIS SILKIN 法律事務所の会議室をお借りして，世
界のスポーツ法弁護士の動きに詳しい，世界最大規模のスポーツ法サイト Law In
Sport のＣＥＯである Lewis Silkin 氏からお話を伺うことができた。
これまでの 4 日間，スポーツにおける人権尊重，メガ・スポーツイベントにお
ける団体の取組に焦点を当ててヒアリングを行っていたが，Lewis Silkin 氏から
は，より幅広く，スポーツ法弁護士の活動について，最近のトレンドなど具体例
の紹介を交えながら大変興味深い示唆を受けた。
スポーツ法弁護士に求められているのは，その業界の本質，仕組みを理解して
いること，そしてそれを前提にしてアピールできるかどうか。クライアントが何
を求めているのかを見極め，それに対して根拠，裏付けをもってアドバイスでき
る能力が必要ということであった。これは，スポーツ法弁護士に限らず，弁護士
一般にいえることではなかろうか。

４

調査を終えて

(1) 本調査を通じて共通して言われていたことは，人権侵害リスクを低減することが，
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メガ・スポーツイベントの大会価値を向上させることに資すること，そのためには，
「関係者を巻き込むこと」，メガ・スポーツイベントに関わる大会主催者，競技団体
はもちろん，スポンサーやサプライヤーなどすべての関係者が，
「国際的な人権感覚
を共有し，人権尊重の理念の意義を理解すること」の重要性であった。
(2) また，2020 年東京オリンピック・パラリンピックまでの残り時間を考えたとき，
第三者的監視機関や苦情処理機関の設置体制については，遅れているとの評価は免
れ得ないものの，ロンドン 2012 における取組など，参考になる事例は多くあり，
今からでも十分に間に合うという意見をいただき，我々としても，関係団体と連携
を取り，従前のコピーではなく，日本の文化・慣習に即した日本独自の体制整備に
早急に取り組む必要を強く感じた。我々は，裁判や仲裁，調停，任意交渉等，様々
な紛争解決手段に関する知見を有しているのであり，それらを生かせる場面が数多
くあるのではなかろうか。
(3) 我が国の現状をみたときに，残念ながら，スポーツイベントに関わる企業や競技
団体において，なぜいま人権保護へ向けた仕組み作りが必要なのか，そのあたりの
意識が低いと言わざるを得ない。この意識を変えるためには，ただ海外ではこうや
っている，世界的にはこのような潮流である，という説明では足りず，なぜこうし
た取組が必要なのか，これを行うことにどのような意義があるのか，という点につ
いて具体例を交えて説得的に伝えていくことが必要である。
そして，我々弁護士が，競技団体等に対し，サステナブルな大会を実現できるよ
う，運営実務面でノウハウを提供し，サポートしていくなどの活動を行っていくべ
きであろう。
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第５
１

基調講演者，パネリスト及びコーディネーター紹介
基調講演者
田口

晶子（たぐち

所属

国際労働機関（ＩＬＯ）駐日事務所

経歴

京都大学法学部卒業。

あきこ）

駐日代表

1980 年労働省（現厚生労働省）入省。
労働省婦人局婦人政策課企画官，政策研究大学院大学教授，厚生労働省統計情報部
賃金福祉統計課長，ＩＬＯ駐日事務所次長，国立職業リハビリテーションセンター
次長，厚生労働省国際労働基準研究官などを歴任。
2015 年 3 月厚生労働省を定年退職。
2015 年 4 月から 2016 年 1 月まで立命館大学公務研究科教授。
2016 年 2 月より現職。
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２

パネリスト及びコーディネーター
(1) パネリスト

石田

所属

寛（いしだ

ひろし）

特定非営利活動法人経済人コー円卓会議日本委員会 専務理事兼事務局長
九州大学大学院経済学府 客員教授

経歴

日本興業銀行で市場営業部ボンドディーリング，企画部門等での勤務を経た後，2000
年 10 月より経済人コー円卓会議日本委員会での活動を開始し，2004 年に同会事務
局長に就任。企業価値向上に向けた無形資産であるＣＳＲやサステナビリティに関
するコンサルティングを以下の要領で行っている。（1）「国連：ビジネスと人権に
関する指導原則（ビジネスと人権）」の浸透・普及に向けた活動をグローバルのイ
ニシアティブ団体と連携し，国・企業・組織への導入支援，（2）個別企業のグロー
バルビジネス戦略を立案し，体制構築の支援，（3）日本企業の存在価値を世界に高
めていくためのルールメイキング支援，（4）ＣＳＲやサステナビリティ関連の国際
会議・セミナーの開催や，コンサルティング業務を実施，（5）モラルセンスや人間
力をテーマとしたグローバル人材育成に関する研修など，組織と個人の力を高める
ための支援をしている。

田中

所属

丈夫（たなか

たけお）

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
大会準備運営第一局 持続可能性部長

経歴

エネルギー会社で環境分野の業務に携わり，環境ＮＧＯ（The Nature Conservancy）
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や経済団体ＷＢＣＳＤ（The World Business Council for Sustainable Development）
などを経て，2015 年 4 月に東京 2020 組織委員会に着任。現在，ＩＯＣ持続可能性
とレガシー委員会 委員及びＪＯＣスポーツ環境専門部会 部会員を務める。

土井

香苗（どい

かなえ）

所属

国際ＮＧＯヒューマン・ライツ・ウォッチ 日本代表

経歴

1975 年神奈川県生まれ。
1996 年に司法試験に合格後，大学 4 年生の時，アフリカで一番新しい独立国・エリ
トリアに赴き，1 年間，エリトリア法務省で法律作りのお手伝いのボランティア。
その後，1998 年東京大学法学部卒。2000 年司法修習終了。2000 年から 2016 年まで
弁護士（日本）。
2006 年米国ニューヨーク大学ロースクール修士課程修了（国際法）。2007 年以来，
米国ニューヨーク州弁護士。2006 年から，国際ＮＧＯヒューマン・ライツ・ウォッ
チのニューヨーク本部のフェロー。2007 年から日本駐在員。2008 年から日本代表。
2009 年に東京オフィスを明治大学駿河台キャンパス内に設立。
これまでに，テレビ朝日「サンデーフロントライン」のニュース選定委員や，ＣＳ
朝日ニュースター「ニュースの深層」のキャスターを務めた。2010 年エイボン女性
賞受賞。2011 年世界経済フォーラム(ＷＥＦ)Young Global Leader(ＹＧＬ)。朝日
新聞紙面審議会第 21 期委員(2011 年～2013 年)。
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水野

正人（みずの

まさと）

所属

ミズノ株式会社

相談役会長

経歴

1943 年（昭和 18 年）兵庫県芦屋市生まれ。甲南大学経済学部卒業。
米国ウイスコンシン州カーセージカレッジ理学部卒業。
1966 年美津濃（現ミズノ）株式会社入社。
1988 年代表取締役社長，2006 年代表取締役会長。
1996 年～2015 年国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）スポーツ・環境委員会委員。
2001 年～2013 年日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）理事（現：名誉委員）などを
務めた。
2011 年ミズノ代表取締役会長を退任，東京 2020 オリンピック・パラリンピック招
致委員会副理事長・専務理事として招致活動に従事，東京招致成功。
2014 年ミズノ株式会社相談役会長に就任。旭日中綬章受章。

山崎

卓也（やまざき

所属

Field-R 法律事務所

経歴

1993 年早稲田大学法学部卒業。

たくや）

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し，選
手，競技団体，クラブなどを代理したさまざまな国内外の契約交渉，ルール作りに
従事。
現在，ＦＩＦＡ紛争解決室仲裁人，国際プロサッカー選手会（FIFPro）アジア支部
代表，日本プロ野球選手会運営委員，日本スポーツ法学会理事，英国スポーツ法サ
イト“Law In Sport”編集委員，フランススポーツ法サイト “droitdusport.com”
発行，“Football Legal”学術委員などを務める。
著書

“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
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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」（講談社。共著）など。
ＵＲＬ

http://www.field-r.com/people/

(2) コーディネーター
高松

政裕（たかまつ

まさひろ）

所属

京橋法律事務所

経歴

1975年神奈川県生まれ，1997年早稲田大学法学部卒業，2006年慶應義塾大学大学院
法務研究科修了，2007年弁護士登録。
2014年度公益財団法人日本スポーツ仲裁機構（ＪＳＡＡ）の理解増進事業専門員。
慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）「スポーツと法」講師（2014年～），
日本スポーツ法学会事務局次長，公益財団法人日本スポーツ仲裁機構/仲裁人・調停
人候補者。
現在は，スポーツ選手やコーチ・監督の代理人として代表選考，ドーピング，懲戒
処分，スポーツ事故等に関する事案を扱うほか，競技団体の運営委員やコンプライ
アンス委員として団体内部からのガバナンス支援，スポーツビジネスに関する相談
案件を中心に業務を行う。

著作・論文等
「スポーツの法律相談」（青林書院）編集・執筆（2017 年），「標準テキスト ス
ポーツ法学」（エイデル出版）共著（2016 年），「五輪ブランドの保護と Rule40」
（月刊スポーツメディスン，ブックハウス・エイチディ），「スポーツ仲裁裁判所
（ＣＡＳ）とＷＡＤＡによる統一的法規範（Lex Sportiva）の形成～オリンピック
代表選考基準をめぐる仲裁事例を通じて～」共著（日本スポーツ法学会年報 21 号・
2014 年）など。
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第６

総括と提言

本シンポジウムを通じて，2019年ラグビーワールドカップ，2020年東京オリンピック・
パラリンピックといったスポーツイベントにおいて，日本国内・国外においていかなる人
権侵害事例も発生させないために，ステークホルダーが互いに人権尊重の理念を共有し，
人権保護へ向けた仕組み作りを早急に実践する必要があることが明らかになった。
また，この問題に取り組むために，法律実務家の視点から，スタークホルダーに対して
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。
メガ・スポーツイベントの開催を控える今，大会主催者や競技団体はもちろん，スポン
サーやサプライヤー等，スポーツイベントに関わる全ての者が，国際的な人権感覚を共有
し，適切に対応することが求められ，世界が日本の活動を注視している。
人権擁護活動を使命とする当連合会としては，スポーツイベントの影で，いかなる人権
侵害も発生することがないように，早急に関係団体と連携を取り，ＵＮＧＰの枠組みの啓
発，ガイドラインの策定・普及，第三者評価機関や苦情処理機関の設置等へ向けて積極的
に活動していくべきである。
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第２０回弁護士業務改革シンポジウム

〈第３分科会〉

近未来の法律事務所
～ｅ裁判による後見・破産，電子契約等～
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第１

社会に普及するＩＴ

～行政の電子化と電子契約～

ここでは，裁判の電子化に関する日本の状況として，行政の電子化と，民間で活発
になってきた電子契約について述べる。
１

行政における電子化の発展
政府は 2001 年 1 月に，e-Japan 戦略を公表した。e-Japan 戦略は，4 つの重点政
策分野として，(1)超高速ネットワークインフラ整備，(2)電子商取引と新たな環境
整備，(3)電子政府の実現，(4)人材育成の強化 を挙げ，行政の電子化・電子商取
引の推進に舵をとった 1。これと前後して，行政の電子化のために，電子帳簿保存
法（電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する
法律，1998 年 7 月施行），ＩＴ書面一括法（書面の交付等に関する情報通信の技
術の利用のための関係法律の整備に関する法律，2001 年 4 月施行）などが制定さ
れた。また，2001 年 4 月には電子署名法（電子署名及び認証業務に関する法律）
が施行され，行政電子化の民間側の体制も整備された。さらに，ｅ-文書法（民間
事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律，同法施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律）が 2005 年 4 月に施行されて，行政関係
文書の電子申請・届出及び電子的な保存の範囲が大きく拡大された。
国の行政機関が扱う申請・届出等手続のオンライン化等の状況は，2015 年度に
おいて以下のとおりである 2。オンライン利用が可能な申請・届出等手続は 2,645
種類で，オンライン利用率は 47.3%となっている。また，地方公共団体が扱う申請
・届出等手続のオンライン利用率は 49.1%になっている。
また，2016 年からマイナンバーカードの配布が始まっており，2017 年 10 月には
マイナポータルの利用が開始される予定になっている。これらにより，個人の行政
手続の電子化が更に進むことが期待されている。

２

電子化を支える法制度
前述のように，政府は，2001 年の e-Japan 戦略において電子商取引及び電子政
府の推進を掲げており，これに基づいて法制度の整備を行ってきた。特に，電子商
取引及び電子申請・届出に必要な電子署名についての法整備が進展している。代表
的な法律について，以下に挙げる。

(1)

電子署名に関する法律
電子文書の真正な成立のために，以下の法律が制定されてきた。

①

電子署名法
電子署名法は，電子署名について，電子文書の真正な成立の推定の効力を規
定したものである。紙の文書に対する署名・押印による真正な成立の推定（民
事訴訟法 228 条 4 項）と同様に，一定の条件（電子署名法 2 条 1 項及び 3 条た

1
2

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「e-Japan 戦略」（2001 年 1 月）
総務省「平成 27 年度における行政手続オンライン化等の状況」（2016 年 12 月）

－
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だし書き）を満たす電子署名による真正な成立の推定を定めている（同法 3 条）。
また，電子署名の正当性の検証に必要な電子証明書の発行機関（同法 2 条 2 項
及び 3 項）について，主務大臣による認定制度を定めている（同法 4 条以下）。
電子署名法により，電子文書による意思表示等が可能となり，電子商取引及
び電子政府の重要な基盤が確立された。
②

公的個人認証法
マイナンバーカードには，電子署名の機能が搭載されている。電子文書への
電子署名付与を目的とした署名用電子証明書及びログイン等の際の認証のた
めの利用者証明用電子証明書の 2 種類の電子証明書と，電子署名の生成に必要
な秘密情報が格納されている。これらの署名機能は，公的機関等に対する利用
に限定されていたが，2013 年改正（2016 年 1 月 1 日施行）により，総務大臣
が認定する民間事業者に対しても用いることができるようになった（同法 17
条 1 項 6 号）。2017 年 3 月までに 10 社が認定されており，マイナンバーカー
ドを用いたサービスの構築が進められている。
公的個人認証法（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業
務に関する法律）による電子署名は，地方公共団体の管理に基づくものであり，
物理的な実印に相当するものと考えることができる。公的個人認証にもとづく
電子署名は，GtoC を主対象とする電子政府に係るものであるが，上記法改正に
より BtoC での利用も可能となり，電子商取引での活用が進んでいる。

③

商業登記に基づく電子認証制度
法人代表者等で登記所に印鑑登録をした者（商業登記法 12 条）は，登記所
から電子証明書の発行を受けることができる（同法 12 条の 2）。①②が個人の
電子署名に関するものであるのに対し，商業登記に基づく電子証明書は，法人
の代表者としての電子署名を可能にするものである。
この電子証明書は，企業から公的機関への申請・届出や，企業による電子契
約などに用いることができる。

(2)
①

電子文書の利用等に関する法律
ＩＴ書面一括法，ｅ文書法
欧米諸国と異なり，わが国には，電子文書に書面と同等の効力を認める一般
的な法令はない。したがって，法令に，書面，文書等を要する旨の規定があれ
ば，これは紙によるものしか認められない。ＩＴ書面一括法は，書面を要求す
る多くの法律に対して，「電磁的記録」（電子文書のこと）による代替を可能
にする改正を行ったものである。また，ｅ-文書法は，法律で書面を要求して
いる場合に，主務省令の規定により，電子文書で代替できるようにしたもので
ある。
ＩＴ書面一括法，ｅ-文書法及びｅ-文書法に係る省令により，多くの行政文
書の提出及び保管の電子化が可能となった。特に，業法における多くの提出・
保管文書の電子化が可能になったため，業法に関係する企業において文書の電
子化が大いに促進された。

②

電子帳簿保存法
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電子帳簿保存法は，国税関係帳簿及び関係書類の電子化に関する法律であ
る。同法は，電子取引（取引情報を電子文書で授受する取引。同法 2 条 6 号）
の取引情報の電子的な保存の条件を規定している（同法 10 条）。同条の規定
を満たせば，契約書，注文書その他の取引文書を紙で保存する必要はなく，電
子文書のみを保存すれば足りることになる。
電子取引を行った場合には，税法上の保存が電子文書のみで可能となるた
め，契約書等の電子化は，税法上の管理を容易にするメリットも得られる点が
重要である。
③

電子委任状法
2017 年 6 月に成立した電子委任状法（電子委任状の普及の促進に関する法
律）（公布後 9 月以内に施行）は，電子委任状及び委任状を取り扱う事業者（電
子委任状取扱業務。同法 2 条 3 項）に関する法律である。電子委任状取扱業務
については，主務大臣（総務大臣及び経済産業大臣）の認定制度が定められて
いる（同法 5 条）。
電子委任状法で主たる対象となる委任状は，契約，入札，証明書発行その他
の業務について，一定の期間（たとえば 1 年間）にわたって継続的に利用され
るものである。このような委任状については，利用時点での有効性（失効して
いないかどうか）の確認が必要となる。主務大臣の認定を受けた電子委任状取
扱事業者が管理する電子委任状であれば，有効性の確認が可能である。

電子契約の普及 3

３

前項で述べた各法律により，電子契約（契約書を電子的に作成する契約）のシス
テム化が進められており，多くの業種で電子契約が採用されるようになっている。
(1)

電子契約の利点
電子契約には，次のような利点がある。上記各法令により，これらの利点を生

かした電子契約システムが可能となった。
①

印紙代削減
電子契約の場合には，紙の契約書等で必要となる収入印紙が不要である。

②

作業効率の向上・文書関係費用の削減
従来の紙の契約書については，一方当事者が印刷し，代表者の印鑑を押印し
た上で相手方に郵送し，相手方で代表者印を押印して返送，というような手順
を踏んでいた。このための印刷，封入，郵送等の人的コスト，費用の大部分は，
電子契約においては不要となる。また，紙の契約の送付・返送を行うと，数日
程度の時間を要するが，電子契約では送付は瞬時であるから，確認・署名に要
する時間を考えても，即時または 1～2 日で契約書が完成する。

③

コンプライアンス向上
文書が電子化されれば，相互監視などの監査・監視が容易になる。また，電
子文書の管理部門に通知せずに監査・調査することも可能となるため，コンプ

3

宮内宏「電子契約の教科書～基礎から導入事例まで～」日本法令（2017 年 3 月）
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ライアンスの向上に大いに貢献できる。
④

ＢＣＰへの寄与
電子契約は，ＢＣＰ（Business Continuity Plan。企業継続計画）にも有効
である。適切な電子署名が付与されている電子文書は，複写されたものであっ
ても，元の電子文書と同様に真正な成立の推定を受けることができる。つまり，
原本でも写しでも証拠としての価値に違いがない。このため，電子契約書等の
バックアップを遠隔地に置くことにより，仮に原本が消失しても，問題なく企
業活動を継続できる。

(2) 電子契約の導入例
最近，電子契約の普及が加速しており，多くの業種で導入されるようになった。
以下にその例を示す。
①

建設業界
早期に電子契約が普及したのは，建設業界である。
2001 年の建設業法の改正により，建設請負契約の電子化が可能となった。建
設業で用いられる諸帳票について，一般財団法人建設業振興基金が中心となっ
てＣＩ-ＮＥＴ基準を定めており，これに基づいて企業システムやＡＳＰサー
ビスによる電子契約の普及が進んでいる。

②

大企業の購買部門
契約は双方向のものであるため，契約の両当事者が電子化に同意しなけれ
ば，電子契約は実現しない。2010 年ころから，大企業の購買部門が，購入・仕
入などに電子契約を導入する例が増えてきた。これは，中心となる企業と，そ
の取引先との間で，いわばハブ・アンド・スポークの形での電子契約を進める
ものである。この形態の電子契約は，BtoB が主であり，販売部門等における
BtoC は普及が遅れる傾向にある。

③

銀行の融資
2015 年ころから，銀行が行う金銭消費貸借契約の電子化が進められている。
特に，三井住友銀行による法人融資の電子化と，三菱東京ＵＦＪ銀行による住
宅ローンの電子化は広く報道され，電子契約の普及に拍車をかけた。後者の住
宅ローンにおいては，マイナンバーカードによる署名・認証を行なっており，
今後の BtoC の電子契約の一つのモデルになるものと考えられる。

４

裁判の電子化に向けて
以上述べてきたように，電子文書の取扱いに関する法制度は整ってきており，真
正な成立の推定の効力を紙文書と同等又はそれ以上の安全性で確保することが可
能になっている。電子裁判の本格化に当たっては，こうした電子文書に関するイン
フラストラクチャーと，情報セキュリティが最重要課題であるが，これらはどちら
も高いレベルで実現されている。裁判手続，特に文書の電子提出・電子閲覧は，弁
護士業務改革においても重要な役割を果たすことが期待できるので，いち早い実現
を求めて行きたい。
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第２

立ち後れるｅ裁判

前項で述べたとおり，各種手続の電子化を推進する各種立法がなされ，民間では，既
に法律文書を電子的に保存し交換する仕組みが整備され，利用が広がりつつある。しか
し，司法制度においては，同様の仕組みが十分に整備されているとは言えないのが現状
である。
そこで，本項においては，まず司法制度において実現されるべき仕組みとしてのｅ裁
判とはいかなるものであるかを整理し，それについての日本の現状について概観し，乗
り越えるべき課題について述べる。
１

ｅ裁判とは
一般的にｅ裁判は，以下の３つの構成要素からなるとされている。３つの要素は，
相互に関連しつつ，ｅ裁判という１つのシステムを構成する。
①

e-Filing（ｅ提出）
e-Filing とは，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システムである。提出され
た書面と証拠のファイルは，e 事件管理システムにより原本として管理され，裁判
官や当事者，代理人によって閲覧される。
e-Filing には，2 つのパターンがあり得る。通常訴訟のような非定型的な文書中
心の手続については，Word や PDF をシステムにアップロードするスタイルとなる。
これに対し，成年後見，破産等の事件で取り扱われる情報が定型的な手続について
は，予めシステムに入力項目を用意し，当事者が用意された入力欄にデータを入力
していくスタイルとなる。もちろん補充的に非定型的な文書をアップロードするこ
とも併用する。
e-Filing が実現すると，同じ書面を正本・副本等で何通も印刷し，押印する手間
や，それを現実に裁判所に提出する手間が省ける。海外からでも容易に提出が可能
である。24 時間利用可能なので，多様な生活スタイルの人が司法にアクセスしやす
くなる。ファイルが原本なので，再利用が簡単で，検索性も高まる。紛失のリスク
も減少する。紙を保管する必要がないので，保管コストも大幅に削減される。
特に，事件数が飛躍的に増加している成年後見事件等において，市民後見人が
e-Filing システムを利用して，容易に後見報告を行うことができるようになれば，
後見人業務の容易化・高度化に繋がるし，裁判所もタイムリーに状況を把握でき，
増加し続ける記録の問題にも対処できる。

②

e-Court（ｅ期日）
e-Court とは，従来，裁判官と当事者・代理人が実際に出廷して運営されていた
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システ
ムである。もちろん，原本確認が必要であるとか，膝を突き合わせる必要がある場
合には，e-Court によらず，法廷や書記官室において期日を開催することを否定す
るものではない。
e-Court が実現すると，移動コストが削減される。中央と地方の格差解消にも資
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する。期日前後の移動時間を考慮しなくていいので，期日指定が柔軟に行える。そ
れにより訴訟の迅速化も実現する。
③

e-Case Management（ｅ事件管理）
e-Case Management とは，事件名，当事者名，請求内容，当事者や裁判所が作成
した書面や証拠の標目と内容，期日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，当事者，代理人などが閲覧できるシステムである。
e-Case Management が実現すると，訴訟の内容や進行状況を容易に把握すること
ができる。書面の提出期限が来たら自動的にアラートを発するといったことも容易
になる。代理人を選任している場合でも，本人が事件情報に直接アクセスできるの
で，透明性が確保される。裁判例も蓄積されるので，公開範囲を適切に設定すれば，
裁判情報の高度利用が可能となる。

２

日本の現状
前述のとおり種々のメリットがあるｅ裁判であるが，日本の司法においてはその導
入が立ち遅れているのが現状である。
①

e-Filing（ｅ提出）
後述のとおり，韓国では民事通常訴訟において 2011 年から e-Filing システムが
全面導入されていて，好評を博している。韓国の e-Filing システムでは，ネットワ
ーク経由で裁判所のシステムに対して主張書面や証拠をファイルの形で提出でき，
裁判所もファイルを原本として取り扱うことができる。ドイツにおいても，民訴法
の改正により裁判文書の電子保管が可能となっており，電子書留メール（de.mail），
電子裁判所私書箱（EGVP），司法文書の電子フォーマット統一（X-Justiz）等のｅ
裁判実現に向けた各種制度が整備されている。法体系は異なるが，アメリカにおい
ても，1990 年代後半には e-Filing システムである CM/ECF が導入された。シンガポ
ールでも，2000 年に e-Filing システムが全面導入され，2013 年には e-Litigation
システムとして全面リニューアルされて，好評を博している。
これに対し，日本では，わずかに支払督促手続において e-Filing が導入されてい
るが，その他の手続ではまったく導入されていない。
ただし，法律上は，既に民事訴訟法 132 条の 10 第 1 項により，ネットワーク経由
でファイルの形で訴訟書類を提出することは認められている。しかし，現実にその
仕組みを運営するシステムがないのが現状である。また，ファイルを原本として扱
うための法整備はされていないので，当事者がファイルで提出をしても，裁判所で
印刷をしてそれを原本として保管することになってしまう。また，民事訴訟規則 2
条 1 項により，書面への押印が義務付けられているので，Word 文書をそのまま提出
することはできず，いったん印刷して押印した上で PDF にする必要がある。このよ
うに法律上はｅ裁判の規定があると言っても，かなり中途半端なものとなっている。

②

e-Court（ｅ期日）
これに対し，e-Court については，日本は法整備が進んでいる。電話による弁論
準備手続は 1996 年の導入以来，広範囲に利用されている。2013 年から施行された
家事事件手続法においては，電話会議又はテレビ会議による期日開催が認められて
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いる。また，知財高裁等においては，電話による弁論準備手続の規定を根拠に，テ
レビ会議による弁論準備期日の開催を認めている4。
ただし，テレビ会議については，2016 年 1 月時点で 106 の高裁及び地家裁に導入
されているに過ぎず 5，支部への導入は進んでいない。また，熱心にテレビ会議を利
用しようという機運は醸成されていないように見受けられる。
③

e-Case Management（ｅ事件管理）
韓国の e-Filing は e-Case Management も包含しており，裁判所のみならず，当事
者及び代理人も，各自のポータルサイトで，自分が関与している事件の一覧，それ
ぞれの事件の進行状況等を確認することができる。
これに対し，日本では，裁判所内部では事件管理システムが稼働しているが，そ
れ は 外 部 に は 公 開 さ れ て お ら ず ， 当 事 者 及 び 代 理 人 と の 関 係 で は ， e-Case
Management が導入されていないと言える。
裁判例及び判例については，わずかであるが公開されている。ただし，その公開
率は極めて低い。2015 年の司法統計によると，最高裁が 1 年間に行った裁判は 7744
件であるが，そのうち裁判所ホームページで公開されているものは 79 件に過ぎな
い。割合にすると 1％程度である。

３
(1)

乗り越えるべき課題
必要性の再認識
前述のとおり，ｅ裁判には種々のメリットがある。このメリットは従来から認識
されていて，2001 年に発表された司法制度改革審議会意見書においても「裁判所の
訴訟手続，事務処理，情報提供などの各側面において，データベース，インターネ
ット等の情報通信技術を更に積極的に導入し，活用すべきであり，インターネット
による訴訟関係書類の提出･交換などについても検討すべきである。」とされていた。
しかし，裁判員裁判の導入，法科大学院の創設等の重要案件の影に隠れて，いつ
の間にかその重要性が忘れ去られていた。前述のような重要案件についても改革が
一段落した今こそ，ｅ裁判のメリットを再確認し，ｅ裁判導入の必要性に関する議
論を，国民，弁護士そして裁判所がともに行う必要性がある。
その意味では，2017 年 6 月 9 日に閣議決定された未来投資戦略 2017 において「迅
速かつ効率的な裁判の実現を図るため，諸外国の状況も踏まえ，裁判における手続
保障や情報セキュリティ面を含む総合的な観点から，関係機関等の協力を得て利用
者目線で裁判に係る手続等のＩＴ化を推進する方策について速やかに検討し，本年
度中に結論を得る。」とされたことの意味は大きい。

(2)

セキュリティの確保
政府・自治体及び民間企業において，保有データが漏えいする事故が多発してい
る。ｅ裁判システムについても，同様のリスクに晒されることになる。したがって，

4

http://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/terebikaigisisutemu/index.html（2017 年 6 月
15 日現在）
5
http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/terebikaigiitiran.pdf（2016 年 1 月末日現在）
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ｅ裁判システムの情報セキュリティについては十分な対策を施す必要がある。
この点，マイナンバー法の施行に伴い，マイナンバーカードの配布が開始され，
官民データ活用推進基本法 13 条 1 項によれば「国は，個人番号カードの普及及び活
用を促進するため，個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定その他の必
要な措置を講じるものとする。」とされている。ｅ裁判システムにおいても，利用
開始の認証及び提出書類の同一性確保のためにマイナンバーカードを利用すること
が考えられる。

第３

韓国における電子裁判 （特に，破産・成年後見について）

日弁連の調査団は，2013 年 9 月に，韓国の電子裁判についての現地調査を実施してい
た。この調査結果を踏まえ，われわれは，2017 年 4 月 6 日～7 日，ソウル回生法院（日
本の地方裁判所破産部に相当），ソウル家庭法院（日本の家庭裁判所に相当）及び 2 つ
の法律事務所（法務法人世宗ソウル事務所，法律事務所利貞）を訪問し，特に破産・成
年後見手続についての電子裁判の実施状況について調査した。
１

韓国における電子裁判の導入の経過
1980 年ころからの司法のＩＴ化が土
台としてあった。1986 年に事件管理に導
入した。2004 年に，総合的司法システム
を導入した。その上で，2010 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，電子裁判実施の法
整備が整った。
同年の特許法院（日本の知財高裁にあ
たる）から電子裁判が段階的に導入され
た。2011 年より民事訴訟事件全般につい
て，2013 年より家事事件及び行政事件に

回生法院の外観

ついて，2014 年より破産手続について，電子裁判が開始された。
なお，民事訴訟においては，電子裁判は事件番号を 10 万番台にして区別している。

－
- 74
8 －
-

２

破産手続についての電子裁判のあらまし

(1)

2014 年の導入以来，破産・回生の電子
裁判の利用件数は，以下のとおり順調に
増加している。

(2)

2014 年

12 万件中

4,538 件

2015 年

15 万件中

10,574 件

2016 年

14 万件中

19,660 件

破産申立は，紙の書類によっても電子
手続ででも可能である。裁判所としては，
紙での申請があった場合には，電子手続
にするよう誘導している。なお，申立手
数料は，クレジット払等ができる。

回生法院の法廷

訴訟代理人が申立を行う場合，まずは
公認認証書を用いてログインした後，メニュー（個人破産，個人回生等）から手続
を選択する。
次いで，手続を行う者の属性（債務者，債権者，管財人・再生委員，調査委員等）
の中から債務者を選択する。
すると，電子訴訟を利用するか確認する画面が出るので，これに同意する。
それから，
ⅰ

申立書作成 （受訴裁判所，当事者の基本情報，債権者の数，負債等の入力）
（資産目録，申請理由，定款，株主名簿，登記簿謄本等の添付）

ⅱ

電子署名

ⅲ

費用納付

ⅳ

文書提出

で申立手続が完了する。
このうち，電子署名だけは弁護士自身が為すが，その余の手続は事務員が行うこ
とができる。
債権者一覧表は，これとは別途，csv で送達用債権者リストを作成して，書記官
にメール添付で送る。なお，韓国では，破産申立前に債務者代理人が債権調査を行
わない。
(3)

破産申立を受理した後に，裁判所から通知を債権者に送っており，これを受領し
た債権者は電子手続により債権届出ができる。
債権者は，利用者登録をする際に，公認認証書により本人確認する。以降は，債
権者はＩＤとパスワードで電子裁判にアクセスできる。債権の種類，債権の発生原
因，元本，開始前利子，開始後利子等をフォームに入力した上で，書証をアップロ
ードする。
他方，回生手続（日本における民事再生）手続において，債権者は回生計画採決
の投票には電子的に参加することができない。というのも，電子的参加では，債権
者集会の現場の雰囲気が分からず，適切な判断ができないと考えるからである。採
決は，集会においてマークシートを議決権者に配布し，投票させる。
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(4)

破産管財人も，電子手続を利用する。債権認否表は，システム上で入力出来る。
他方，破産財団の管理については，現状では，これまで紙で提出していたものを
ただ PDF 化しているだけである。
提出前に裁判所と打合せが必要なものは，紙ベースで裁判所と協議した上で，話
が調ったところで電子手続で提出している。

(5)

裁判所の感じる破産・回生の電子訴訟システムのメリットとしては，
・

24 時間，どこからでも，同時に多くの人がアクセス可能である

・

記録閲覧・進行状況確認等が効率的にできる

・

紙の記録の保管・運搬が不要となった

・

電子送達により，時間が節約できる

・

期日では，裁判所と関係者席にディスプレイで同じ資料を投影しながら進行す
ることができ，法廷中心主義で期日を進められる

といったところが挙げられた。
他方，関連書式は 2,000 に及び，これらについて全て入力フォームが整ってはい
ない。未整備の書式については，これまで紙で提出していたものを PDF にしてアッ
プロードするにとどまる。
３
(1)

家事手続（特に成年後見）についての電子裁判のあらまし
韓国の成年後見事件は，2013 年 7 月か
ら運用を開始した。同年 2 月から家庭法
院における電子裁判システムが導入され
ており，成年後見も当初より電子訴訟に
対応している。
これまで後見関係事件は合計で 8,000
件ほどであるが，2016 年には 5,300 件に
まで申立件数が増加している。

(2)

電子裁判システムは，裁判所内部で利
用するシステムと，文書を外部から作成
提出する外部に開かれたシステムの 2 種
類がある。

(3)

家庭法院の外観

後見人は，外部に開かれたシステムのポータルサイトに登録することにより，利
用可能となる。
後見人からの報告は，ウェブブラウザ上のフォームに報告事項を入力するのでは
なく，電子ファイルをアップロードする形で行う。報告に際しては，原則は書証を
添付しない。金額が多い場合や裁判所が疑義をもった場合等は，領収証等の提出を
求めることがある。裁判所からの補正通知は，システム上のメッセージボックスに
掲載され，当該メッセージが届いた事実は，電子メールにて登録アドレスに通知さ
れる。
後見人が報告書等を紙で提出した場合には，裁判所でスキャンして，紙は 1 年後
に廃棄する。
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報告の頻度としては，原則年 1 回の報告を求めるにとどまっている。
(4)

裁判所が感じる成年後見のメリットとしては，事件の開始から監督まで一覧性を
もって記録を見ることができることが挙げられる。現在，職業後見人と裁判所との
間で随時意見交換をすることができるシステムの構築に向けた検討を行っている。

(5)

後見人の不正については，現在のところ大きな問題になっていない。

(6)

なお，離婚調停も電子裁判手続を用いて行うことができる。申立書，財産一覧表，
書証等をアップロードする。裁判所に事前に連絡することにより，相手方に非開示
とすることも可能である。ただ，その場合であっても，当該書類が提出された事実
自体は相手方の知り得るところとなる。

(7)

電子裁判システムを利用する弁護士は，以下の点で非常に便利であると感じてい
る。

・

どこからでも書面を確認することができる。

・

手続が簡易迅速。

・

謄写手続の必要もない。

・

システムは安定しており，トラブルがあっても管理会社のサポート窓口に問い
合わせることができる。
多くの弁護士が，刑事訴訟にも電子訴訟が導入されることを希望している。とり

わけ，記録の閲覧が容易になる点が期待されている。
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第４
１
(1)

日本における段階的導入の提言
成年後見事件
概要
これまで我々は，司法手続のＩＴ化について，諸外国の成果について，現地に赴
き，これを直接取材し，紹介報告すると共に，我が国における司法手続のあるべき
ＩＴ化に向けて提言を繰り返して来た。
しかし，諸外国の例を見ても，司法手続のＩＴ化は，利用者である国民の意識の
面からも，また，予算の面からも，一朝一夕に全面的な達成ができるようなもので
はない。現在の日本から見れば遥かに電子化の進んでいるように見える諸外国にお
いても，これまでいくつもの段階と長い年月の試行錯誤を経て，ようやく現在の形
に辿り着いているのである。
そこで，すでに最後発に位置する我が国においては，一時にまた全面的にＩＴ化
を図るのではなく，現時点においてもっとも費用対効果に優れ，多くの利用者国民
にとってもＩＴ化の有用性を実感することのできる手続に絞り，ＩＴ化の突破口と
してシステムの構築を図ることが適当であると考えられる。
そして，かかる観点から比較検討した結果，我々は，現時点において，電子化の
もたらす恩恵をもっとも期待できる手続は成年後見事件手続であると考えるに至っ
た。
なぜなら，2016 年中の成年後見関係事件の申立件数は，34,249 件であり，5 年連
続で 34,000 件台という非常に多数の申立件数を維持しているし，日本社会全体の高
齢化の傾向が一層強まる中で，引き続き同等数以上の申立件数が見込まれるからで
ある。また，かかる事件類型においては，（長くても数年で終了することが一般で
ある対審型の他の事件類型とは異なって，）成年被後見人等が死亡するまで事件が
継続するため高齢者や障がい者の長寿化に比例して事件が長期間にわたって終了し
ない（2016 年時点における成年後見等の制度の総利用者数はすでに 20 万人を超え，
対前年比で 6.4%も増加している。）。また，成年後見等開始申立事件においては，
年々第三者の専門職後見人が後見人等として就任する比率が増加する傾向にはある
ものの，2016 年の時点においても，認容事件のうち 3 割近くの事件においてなお親
族後見人が選任されている。かかる親族後見人等は，専門職の後見人とは異なって，
事件手続に精通していないだけでなく，日常自身の営む職業を持つなど，後見事件
の報告等に時間や労力を割けないという制約を抱えていることが一般である。
以上のような現状を受け，法が本来予定するところでは，裁判所は，後見人等に
対し何時でも事務の報告を求め，財産状況を調査することができる建前になってい
るにも拘らず（民法 863 条 1 項），実際には，増え続ける事件のすべてについて年
々膨らみ続け，棚を占拠する紙の記録を前に，現状はできるだけ裁判所の管理する
資料を減らす方向で手続の運用を行なっている。かかる運用は，後見人の監督，不
祥事の防止という観点からすれば，法の趣旨に反する真逆な対応と評せざるを得な
い。また，報告の義務を課されている後見人等においても，いちいち紙に手書きで，
管理する預金等の金額を書き込んでいるような現状の運用では，目の前にパソコン
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があっても，検算一つとっても自動には行えず，忙しい現役世代の後見人等が個人
の自由になる貴重な時間に報告書を作成するような作業を行うには適さない手続と
なっていると評さざるを得ない。
そこでかかる現状を改革するため，後見事件等の開始手続事件について，これを
電子手続化すれば，裁判所においては，
①

あまりに膨大かつ長い年月にわたって管理が必要な事件の紙の記録の管理から解
放され，

②

手続資料を殊更絞り込むような必要もなくなり，結果，後見人等の監督という法
の予定する趣旨を活かすことができ，
また，報告をする後見人等においても，

③

ＩＴ化によって報告等の手間を省力化でき，特に，後述するように，(a)スマホの
利用や，(b)ネットバンキングとの連動を図ることによって，現行の手続と比較して，
資料添付の手間を劇的に省力化することも可能となり，更に言えば，

④

それまで義務的であった報告等の作業を，被後見人とのコミュニケーションの機
会として積極的に評価する，いわば報告を楽しむような手続に転換することすら可
能になるのではないかと考える。
以下に我々の考えた後見人の報告監督のシステムの概要を具体的に述べる。

(2)

ログイン時

画面 1

画面 1 が，後見人のログイン画面である。一見し
て明らかなように，システムの利用者である後見人
はいわゆるスマートフォンでの利用を前提としてい
る。日常持ち歩いているスマホを報告のツールとし
て利用することによって，（後述するように，）溜
めてしまうと煩雑で億劫となる日々の金額の入力
や，（写真を撮影する等の方法によって，）レシー
ト類等証拠書類の取込みなどを都度迅速に行うこと
ができ，また，被後見人とふれあう機会の記録もＳ
ＮＳに投稿するかの如き感覚で行うことができるよ
うになる。
なお，この間電子裁判手続を実装している諸外国
においては，韓国，シンガポール，アメリカ合衆国
の各州など，いずれも ID とパスワードによって，ロ
グインを認めており，認証に公的認証まで要求する
ことはシステム利用者の拡大や，システム構築の費用などの面において何れにして
も適切ではないと考えられる。
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(3)

ホーム画面

画面 2

画面 2 がログイン後の最初の画面であるホーム画
面である。
資産状態の全体的な概要や各操作ボタン，被後見
人本人の写真と共に，毎日都度の入力，データの更
新を中核とするこのシステムの肝である前回入力後
の経過時間が表示されるようになっている。
また，この画面からは，画面 3 のように，各種の
メニューへも直ちにアクセスすることができるよう
に設計されている。今日のスマホユーザーは，ＵＩ
（ユーザーインターフェイス）やＵＸ（ユーザーエ
クスペリエンス）という操作性や見え方に対する要
求度が高く，使いやすく，見栄えもよいアプリでな
ければ使われないことにもなりかねないと考えられ
る。

画面 3
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(4)

ネットバンキングとの連携

画面 4

そして，資産管理の中核である流動性資産の管理，
銀行口座の管理については，今回のデモでは，もっ
とも煩雑である銀行口座の履歴の確認について，ネ
ットバンキングと部分的に連携したシステムを想定
し，履歴のデータをネットバンキング経由で取り込
めるシステムとして作成した。この口座履歴の確認
及び取り込み画面が画面 4 である。タブで切り替え，
複数の口座を参照しつつ，必要に応じて，画面 5 の
ように，履歴を取り込むことができるようになって
いる。
この取り込みを済ませた状態の画面が画面 5 であ
る。銀行引落しの方法によって決済される取引につ
いては，この取り込みによって半自動的に取り込む
画面 5

ことができるようになる。本
システムに限らず，ネットバ
ンキングとの連携は，生活のＩＴ化にとって必要不可欠の
要素であると考えられる。
また，画面 5 の下部にあるように，スマホを使うことに
よって，当該スマホのカメラで撮影した情報を添付するこ
とができるようになり，このことはシステム利用者の利便
性の向上に大きく寄与する（ここでは通帳を撮影した写真
を添付することで，銀行取引上の収支の数字が真実である
ことが比較的容易に担保されるようになっている。）。
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(5)

入力画面と収支の自動集計
画面 6 が入力画面である。

画面 6

いわゆる家計簿アプリなど
と同様に，日付が自動で入
力されるのを原則としつ
つ，修正することも可能と
し，また，よく使う使徒の
項目をワンクリックで入力
できるようにして，後は金
額を入力するだけで日々の
収支がつけられるようにし
ている。
このようにして，簡易で，
都度収支を記録する環境が
整い，多くの事件で習慣化
されることによって，画面
7 のような記録が集積され
るようになれば，事件の収
支の記録そのものが都度の
報告となるＩＴ手続によって，後見人等による不祥
事事案の発生は大幅に減少することが期待できると
いうべきである（ちなみに，現在の実務においては，
事件を開始した当初に民法の規定に従って，1 か月
以内に財産の目録を作って報告を上げて以降は，1
年間に 1 度程度の報告を行うことで足りるとされる
のが一般であり，逆に言えば，1 年間はなんらの制
約なく金員を管理し続けるのであるから，現行の運
用下において後見人等による不祥事が繰り返し発生
していることはむしろ当然であるとさえ言えよ
う。）。
そして，画面 7 のような都度の記録から，システ
ムによって自動集計を行い，画面 8 のような月間の
収支をまとめることができれば，被後見人の日常生
活をどのように行うべきか後見に際しての身上監護
に関する計画も自ずから立てやすくなると考えられ
る。
入力された数字を単純に集計計算することは，Ｉ
Ｔ機器にとって最も基本的で，また，最も得意とす
る機能であり，生活の収支の記録を数年から長い場
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画面 7

合には数十年にわたって記録し続けなければならな

画面 8

い成年後見事件において，現行の運用のように，す
べての事件について報告の都度紙の上で，集計計算
を行うという作業を繰り返し，裁判所においても手
作業で検算を行うということの作業の総体は本来社
会全体の巨大な損失といっても差し支えないほど非
合理的で，非効率である。
(6)

被後見人の生活状況の把握について
現在の裁判所における後見事件の処理において
は，とかく不祥事防止の観点から財産管理の側面ば
かりが前面に出て，被後見人自身の生活の様子など
はさしたる注意が払われない傾向がある。
しかしながら，職業後見人であるか，親族後見人
であるかを問わず，本来の成年後見制度の理想から
いえば，被後見人に残された能力を最大限活かし，

画面 9

また，自己決定権も尊重され，
被後見人が尊厳を保った人
間らしい生活を送れること
こそが制度の究極の目的で
ある。そして，かかる目的に近づくためには，日常からよ
り多くの機会に後見人が被後見人や，その生活と向き合う
ことこそが望まれるのであって，後見人と被後見人とのふ
れあいの機会も後見業務の重要な一内容となっていると認
められる。
そこで，本システムにおいては，かかるふれあいの機会
をあたかもスマホ利用によるＳＮＳの利用の場面のように
設計し，義務的な報告から，楽しく被後見人の日常を見守
る活動へと後見人等の意識を転換させることも検討した。
画面 9 がその報告の画面であり，日常起こった出来事を
あたかもツィートでもするように記載したり，被後見人の
様子を Instagram に投稿するかのように，写真に撮って掲
載し，結果裁判所において，様子を見ることもできるよう
に制度設計してみた。
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２

破産手続

(1)

破産手続（管財手続）への電子裁判の導入を提言する理由
破産手続の中でも管財手続は，多くの債権者が関わり，その提出書類は膨大な

ものとなる。これの効率的処理の必要性は大きい。また，破産債権者は，債権届
出後，破産手続の進捗状況について伝達される機会も乏しく，現在の手続は債権
者の「知る権利」を十分に保証するものになっていない。電子裁判の導入により，
手続の進行を債権者に簡易安価に伝達することが期待できる。
他方，管財手続においては，裁判所（書記官）と破産管財人とで協力して手続
を進めていく。この際，電子裁判を用いて裁判所と破産管財人との情報共有を実
現すれば，手続を迅速・円滑に進めていくことが期待できる。
(2)

そこで，電子裁判のメリットの理解の一

助として，管財手続の中でも債権者管理・
債権調査に限って，これに対応する電子訴
訟システムを試作したので，手続の流れを
追って説明する。
①

裁判所書記官による基礎情報入力
書記官には，もともと書記官ごと固有
のログインＩＤとパスワードが付与され
ている。

画面1

書記官ログイン画面

そこで，書記官は自身のＩＤ等を入力してログインする。（画面 1）
画面上 部の「初期設 定」メニ ュ
ーを選択し，事件番号，破産者，
破産者代理人，破産管財人等の基
礎情報を入力する。
②

書記官による債権者入力
上部メニューから「事件番号切
替」メニューを選択すると，事件
番号入力メニューが出てくる。
（画
画面2

面 2）

事件番号選択

事件番号入力後，今度は上部メ
ニューの債権者管理からプルダウンメニューが出てくるので，そこで「債権者
ファイル取込」を選択する。
事件番号入力後，今度はプルダウンメニューが出てくるので，そこで「債権
者ファイル取込」を選択する。
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すると，csv ファイルの選択画面とな
る。すると，csv ファイルの選択画面と
なる。（画面 3）
csv とは，Comma Separated Value の
略 で あ り ， csv フ ァ イ ル は Excel や
Access で編集できる。現在，破産申立
人代理人の多くは債権者一覧表を
Excel で作成していると思料されると
ころ，当該債権者一覧表データを Excel
上で加工することで，容易に csv ファ

画面3 債権者ファイル取込

イルを作成できる。電子訴訟導入の際

には，申立人代理人から裁判所に当該 csv ファイルの提出を求めることが想定さ
れる。本件では，以下のデータから，債権者名及び住所だけを取り込んでいる。
番号

債権者

住所

借入期間

最終弁済日

種類

使途

保証人の

現在の残高

備考

有無
1

甲株式会社

〒100-0013

平成29年3月25日

弁済なし

平成27年4月9日
～

手形債務

買掛金

有

80,000

平成29年4月30日 借入金

債務弁済
生活費

無

500,000

平成29年4月28日 借入金

債務弁済

無

2,000,000

537,600

東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
2

乙クレジット株式会社

〒060-0001
札幌市中央区北一条西10丁目

3

丙ファイナンス株式会社

〒980-0811

平成21年11月4日

仙台市青葉区一番町2-9-18

～

平成27年4月24日

生活費

平成22年1月5日
4

丁コーポレーション株式会社

〒460-0001
名古屋市中区三の丸1-4-2

平成22年12月1日

平成29年4月30日 リース、
借入

業務資材調達

無

5

戊田一男

〒530-0047

平成26年5月1日

弁済なし

債務弁済

無

7,500,000 抵当権あり、申立人の叔父

無

2,650,000

借入金

大阪市北区西天満1-12-5
6

己山花子

〒730-0012
広島市中区上八丁堀2番73号

生活費
平成27年ころ

弁済なし

借入金

債務弁済
生活費

合計

申立人の叔母

13,320,771

csv ファイル取込後，上部メニュ
ーから 債権者管理 ＞ 債権者一覧
を選択すると，債権者一覧表が表示
される。（画面４）

画面4
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債権者一覧表

③

書記官による債権調査票作成
次に，債権者管理 ＞ 債権調査票
発行 を選択すると，右側にチェック
が付された債権者一覧表が表示され
る。（画面 5）
債権調査票を発行する債権者につ
いてチェック欄にチェックを入れた
後，その下にある「チェック付債権
者の調査票を PDF 出力する」ボタン
を押すと，当該債権者についての債
権調査票の PDF ファイルが作成され

画面5

債権調査票発行

る。当該債権調査票には，債権者ご
とのＩＤ・パスワードが記載される。
書記官は，当該 PDF ファイルを印刷し，債権者に発送する。
④

債権者による債権届出
債権調査票を受領した債権者は，債権調査票
に記載されている債権者向けサイトにアクセス
し，債権調査票に記載されたＩＤ・パスワード
を入力して，ログインする。（画面 6）
まず，上部の債権者情報登録メニューをクリ
ックし，表示される画面で，氏名・住所・代表
者・担当者・電話番号・メールアドレス等を入

画面6

債権者ログイン画面

力することにより，債権者の情報を登録する。
（画面 7）

画面7
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債権者情報入力

次いで，上部の破産債権届出メニ
ューをクリックする。すると，破産
債権届出画面が表示される。（画面
8）
「債権の種類と債権内容登録・修
正」には，破産債権の典型として「手
形・小切手」「売掛金」「貸付金」
「求償権」「将来の求償権」「給与」
「退職金」の 7 類型と「その他」の
ボタンが設けられている。
上図の債権者番号 5 番の戊田一男
の例では，「貸付金」ボタンをクリ
ックすることになる。すると，貸付
金に対応する入力項目として，貸付
日・弁済日・元本・利息・遅延損害

画面8

債権届出画面

金の入力画面が現れる。（画面 9）
これに入力し，「この内容で登録す
る」ボタンをクリックする。
すると，画面 8 へ戻るので，今度
は別除権の有無を登録する。「別除
権あり」を選択すると，別除権の種
類を入力する画面が現れる。（画面
10）
戊田一男の例では，抵当権のラジ
オボックスをクリックした後に，抵
当権順位を入力し，「別除権を登録

画面9

貸付金債権入力画面

する」のボタンを押す。
次に，「書類提出をする」のボタ
ンを押すと，ファイルの選択ボック
スが出るので，そこで借用書をスキ
ャンした PDF ファイル等を選択する
と，当該ファイルがアップロードさ
れる。

画面10
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別除権入力画面

⑤

管財人による債権調査
破産管財人は，事件ごとに固有のＩＤ・パスワードが付与されているので，ログ
イン画面でＩＤ・パスワードを入力して，ログインする。（画面 11）
上部メニューの 債権調査管理 ＞ 債権届出状況 を選択すると，債権届出の一覧
が表示される。（画面 12）

画面11

画面12

管財人ログイン画面

債権届出状況

画面下部の「チェック付債権者の債権届出を Excel 出力する」ボタンを押すと，
以下の Excel ファイルが出力される。
裁判所進
行番号

届出債権者

枝番号

債権の種類

1 甲株式会社

1 約束手形

2 乙クレジット株式会社

1 貸付金

3 丙ファイナンス株式会社

届出債権額（円）

500,000
14,934

3 遅延損害金

17,376
2,000,000

2 約定利息金

4,083

3 遅延損害金

8,860

4 丁コーポレーション株式会社

1 リース契約

5 戊田一男

1 貸付金

7,500,000

6 己山花子

1 貸付金

2,650,000

合

計

異議理由

80,000

2 約定利息

1 残元金

異 議 あ る 債 異 議 な き債
権額（円） 権額（円）

537,600

13,312,853

0

0

債権届出状況（画面 12）の各債権者の右側に「添付資料ファイル」欄があるので，
そこの「参照する」をクリックすると，債権者がアップロードした添付ファイル（債
権の疎明資料等）を開くことができる。
管財人は，債権認否の結果を，上記 Excel の表に入力し，保存する。
上部メニューの 債権調査管理 ＞ 債権認否ファイル出力・取込 を選択すると，
債権認否表の入出力画面が表示される。（画面 13）
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備考

管財人は，「債権認否ファイル取込」にて，管財人が認否結果を保存した Excel
ファイルを選択して，アップロードする。
一旦アップロードした債権認否表を変更する場合には，「債権認否表を Excel フ
ァイルに出力する」ボタンを押し，現段階の債権認否表をダウンロードした上で，
加工・保存し，改めてアップロードする。アップロードした債権認否表は，上部メ
ニューの 債権調査管理 ＞ 債権認否一覧 に反映される。（画面 14）

画面13

⑥

債権認否ファイル出力・取込

画面14

債権認否一覧

画面15

進行状況確認

債権者による進捗状況の確認
債権者用画面の上部メニューの進
行状況確認を選択すると，現在，ど
こまで手続が進んでいるかが表示さ
れる。（画面 15）
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(3)

以上，破産の債権届出・債権調査の場面での電子裁判手続の試案を見て頂いた。
その上で，電子化によるメリットを検証する。
債権届出を例に挙げると，現在の手続では，債権届出書は裁判所に送付され，債
権届出期間満了後にまとめてそのコピーが管財人に交付され，管財人による債権認
否の作業が始まる。
他方，このシステムを利用したときは，債権届出期間満了を待たず，個別債権者
による債権届出と同時に，裁判所・管財人の双方が届出内容を確認することができ
る。
以上から，裁判所にとっては債権届出を取りまとめ，管財人交付用にコピーし，
記録に編綴する作業を省くことができる。他方，管財人は，裁判所から債権届出書
のコピーが到着するのを待たずに，債権調査に着手することができる。今回の例で
は，簡便にするために債権者を 6 名としたが，大型破産事件で債権者が 100 名を超
えるようなケースでは，このことのメリットは大きい。
また，債権者にとっても，自宅等に居ながらにして債権届出ができる。また，裁
判所や管財人に直接問い合わせずとも，インターネットで手続の進行状況を把握で
きることも債権者の便宜に適うし，それは裁判所や管財人の負担を軽減することに
も繋がる。

第５ まとめ
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。すでにみた
ように，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。
すなわち，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，もはやこれをこのまま放置することのできない国民的な
課題である。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を
享受することができるし，その基礎はすでに十二分に備わっている。かかる状況を踏ま
え，政府も，2017 年 6 月 9 日「Society 5.0（ソサエティ 5.0）」の実現を目指し，未来
投資戦略 2017 を閣議決定した。当該閣議決定においては，「迅速かつ効率的な裁判の実
現を図るため，諸外国の状況も踏まえ，裁判における手続保障や情報セキュリティ面を
含む総合的な観点から，関係機関等の協力を得て利用者目線で裁判に係る手続等のＩＴ
化を推進する方策について速やかに検討し，本年度中に結論を得る。」とされ（112 頁），
司法手続のＩＴ化を目指すことが明記された。
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しかしながら，今回の韓国調査からも明らかなように，ｅ提出を一時にかつ全面的に
導入することには，国民の意識の面からも，予算の面からも容易ではない。
そこで，今回われわれは，現時点においてもっとも費用対効果に優れ，多くの利用者
国民にとってもＩＴ化の有用性を実感することのできる手続に絞り，ＩＴ化の突破口と
してシステムの構築を図ることが適当であると考え，また，かかる観点から各手続制度
を総合的に比較検討した結果，現時点において，電子化のもたらす恩恵をもっとも期待
できる手続は成年後見事件手続と破産管財事件手続であると考えるに至り，前述したよ
うに，それぞれ想定できる手続についてのデモンストレーション画面も作成した上，そ
れぞれの手続のＩＴ化のメリットについて検討を加えた。
当該検討について，前述した通り，これらの手続におけるＩＴ化のメリットは明らか
であり，上記閣議決定ともあいまって，予算措置が施されれば，その有用性を利用者が
実感できるところとなって，徐々にでもその利便性が浸透すれば，裁判手続ＩＴ化の間
口と奥行きを広げていくことも可能となると考える。
特に，今回行った韓国調査からは，逆説的であるが，ＩＴ化のためには，むしろあら
ゆることを電子的には処理せず，人力に頼ることのできる部分も残しつつ，予算的に効
率のよい範囲で，できるところから徐々に進めていくことこそが肝要であるという教訓
を得たように感じている。殊に，電子契約は，ｅ裁判所を支える不可欠の要素である。
裁判で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し，また逆に，電子
契約が一般化しているのに，裁判手続が電子化されていないと，裁判手続が利用しにく
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と考
えられるし，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，弁護士には，（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
るし，）今後電子契約がますます浸透していくことで，裁判手続の電子化に向けた勢い
も加速するものと考えられる。
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第１

提言

民間の弁護士検索サイトは，急増した弁護士と市民の懸け橋として，社会のニーズに
一定程度応えるものであるが，弁護士の業務広告や，周旋禁止との関係でその位置づけ
は判然としない。他方，一部の先進的な弁護士会においては，弁護士紹介制度を導入し
ているケースもあるが，全国の弁護士会でかかる弁護士紹介制度を導入できるかどうか
は，きわめて疑問である。かかる状況下で，市民の弁護士に対するアクセス手段をより
充実させるため，市民や多くの弁護士が安心して弁護士検索サイトを利用できるように
改善すべきであり，日弁連は適正な弁護士検索サイトの基準を確立し，かかる基準を満
たした弁護士検索サイトに対して，カリフォルニア州のような認証制度を導入するなど
の方策が検討されるべきである。

第２

１

弁護士業務改革委員会・弁護士紹介制度検討プロジェクトチームにおけるこ
れまでの取組
はじめに
法曹人口の大量増員の必然的結果として弁護士間の競争も始まり，インターネット

を利用した弁護士情報提供サイト（以下「検索サイト」という。）を利用する弁護士会
員も急速に増えてきている。他方，弁護士の広告が解禁されて久しいが，すでに「弁
護士の業務広告に関する規程」（以下「広告規程」という。）に違反する広告を許容し
ているとも思える検索サイトが散見されるとともに，今後，弁護士法違反が疑われる
検索サイトが出てくることも危惧されるところである。
このような混乱を放置すると，弁護士を利用する市民や企業にとって，希望した弁
護士を正しく選択できないといった事態が発生し得ることに加え， 検索サイトの利用
を検討している個々の弁護士会員にとっても，利用しようとする検索サイトにどのよ
うな問題があるのか，事前に調査することも必ずしも容易ではないので，知らない間
に問題のある検索サイトを利用しているなどといった事態が発生しないとも限らない。
このような観点から，日弁連が検索サイトを審査して，弁護士会員や市民・企業に
とって安心して利用できる検索サイトであることを明確にするため，日弁連から認証
を受けた検索サイトに「○適マーク」を付与するとともに，弁護士会員が問題のある
サイトを利用しないように指導する観点から，認証を受けていない検索サイトを利用
する場合は，日弁連への届け出を義務受けることも充分検討に値する課題であると思
われた。
そこで，当分科会を所管する弁護士業務改革委員会・弁護士紹介制度検討プロジェ
クトチーム（以下「当ＰＴ」という。）は，かかる観点から，以下のとおり，あるべき
検索サイトの認証基準を策定するとともに，認証サイトと非認証サイトとの差別化等
の方策を具体的に検討することとした。
２

検討すべき課題
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(1) 「○適マーク」付与の対象となる検索サイトや機関の範囲等の審査基準の策定
対象となるサイトや機関の絞り込み方法として，
「弁護士法 72 条違反」
「広告規程
違反」
「それ以外」の基準を設け，基準を満たさない検索サイトを排除する方法が考
えられる。
しかしながら，
「業務広告に関する指針」
（平成 24 年 3 月 15 日理事会議決）
（以下
「広告指針」という。）は，読み方によっては検索サイトの利用を禁止しているよう
にも読めることから，まずはその見直しを提言することとした。
加えて，弁護士法 72 条における報酬を得る目的での周旋の禁止と，弁護士の業務
広告の関係も不明確なので，両者の関係を検討して整理することとした。
(2) 審査方法等の策定
具体的な審査方法の策定及び審査を担当する日弁連の組織を策定することが考え
られる。また，
「○適マーク」の申請があった時点で，審査（調査）すれば足りるか
については検討が必要である。
(3) 認証を受けたことが検索サイトにとってもメリットとなるための方策
日弁連が「○適マーク」を付与し，日弁連のホームページで「○適サイト」を積
極的に宣伝するなどの方策が考えられる。
また，
「○適マーク」を取った検索サイトの運営事業者（以下弁護士情報検索サイ
トの運営事業者を「情報提供業者」という。）と年１回協議会をもって，審査基準の
見直しを行うなどの方法も考えられる。
(4) 「○適マーク」を取得しない検索サイトを弁護士会員に利用させないための方策
「○適マーク」を取得しない会員に対しては，届出義務を課す制度を検討するこ
とが考えられる。このことにより，会員を通じて情報提供業者をチェックすること
が可能となる。
３

ロードマップ
(1) 業際・非弁・非弁提携問題等対策本部とも連携をとりながら，弁護士法 72 条違反
の疑われる検索サイトを排除できる基準を策定する。
(2) 現在の広告規程及び広告指針が必ずしも現状に合致しているとは言えない側面が
あることから，広告規程等の見直し作業をフォローしながら，広告規程違反を放置
する検索サイトなどを排除できる基準を策定する。
(3) 審査機関を含めた審査手続きを策定する。
(4) 会員に届出義務を課せるか検討し，最終的には規則改定案を策定する。

４

これまでの取組
(1) 第 18 回弁護士業務改革シンポジウム（2013 年 11 月 8 日開催）の第 4 分科会報告
検索サイトは弁護士に対する潜在的なニーズの掘り起こしに役立っていることが
確認されたが，加えて情報提供業者側からは，市民には具体的な弁護士を紹介して
ほしいとのニーズも強いことが報告された。
(2) 2015 年 8 月 31 日付け中間報告書の提出
弁護士業務改革委員会（上原武彦委員長）に対し，活動報告書（中間報告）を提
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出した。
現状の検索サイトを調査すると，広告規程に違反すると思える検索サイトも散見
されるとともに，弁護士法 72 条違反が疑われる検索サイトも存在する。このような
混乱を放置すると，弁護士を利用する市民や企業にとって，希望した弁護士を正し
く選択できないといった事態が発生し得ることに加え， 検索サイトの利用を検討し
ている個々の弁護士会員にとっても，利用しようとする検索サイトにどのような問
題があるのか，事前に調査することも必ずしも容易ではないので，知らない間に問
題のある検索サイトを利用しているなどといった事態が発生しないとも限らない。
そこで，当ＰＴでの検討結果を報告し，運用指針の改定を要望した。
(3) 第 27 回全国弁護士業務改革委員長会議（2016 年 2 月 1 日開催）における発表
市民等と弁護士とをつなぐ接点となる「インターネットを利用した弁護士の業務
広告と弁護士紹介制度」をテーマとして取り上げるとともに，各弁護士会において
どのような問題が発生しているのか，現状を把握するためアンケート調査（インタ
ーネットを利用した弁護士の業務広告と弁護士紹介制度に関する照会）を実施して，
調査結果の報告を行った。
(4) 第 28 回全国弁護士業務改革委員長会議（2017 年 2 月 6 日）における発表
2016 年 8 月に実施したカリフォルニア弁護士会調査の報告を行うとともに，2016
年 12 月に実施した弁護士会宛てのアンケート調査の結果を報告した。
カリフォルニア州の郡弁護士会では，スタッフが潜在的顧客から電話で要望を詳
細に聞き取り，弁護士の紹介が必要なケースかどうかを正確に選別し，法律問題で
はないため弁護士の紹介が不要なケースでは，他の組織等を紹介するなど，弁護士
を紹介しない場合にも，スタッフは多くの労力を払っていた。
また，弁護士を紹介する場合でも，スタッフは深い聞き取りを行うことにより，
特定分野の専門的な弁護士が所属するパネルの中から，どのパネルの弁護士を紹介
すれば良いのかスタッフが判断し，選択したパネルの名簿順の弁護士に対応可能か
どうか事前に電話又はメールで問い合わせた上で弁護士を紹介していた。
そこで，日本における弁護士紹介制度の在り方を検討するため，当ＰＴは，カリ
フォルニア州弁護士会が導入している弁護士紹介サービスに相当すると思われる制
度等を日本の弁護士会においても実施されているか否かについてアンケートを実施
したものである。
その結果，後述するとおり，非常に興味深い調査結果が得られた。
５

弁護士の業務広告と周旋の関係のこれまでの検討結果
(1) はじめに
弁護士法 72 条の報酬を得る目的で行われる周旋とは，いかなる基準で判断するべ
きかを検討した。
当初，判例に基づいて検討した周旋概念は，弁護士の業務広告と峻別されること
から，弁護士の業務広告によって閲覧者に提供される「弁護士等の情報内容」の持
つ顧客誘引力に何らの加工を加えず，その影響力をそのまま閲覧者に伝達する限り，
情報提供業者が広告の主体である弁護士と閲覧者との間に介在しても，周旋には該
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当しないが，介在した情報提供業者が本来の「弁護士等の情報内容」に対して，情
報提供業者の判断により選別・加工を行う以上は，かかる情報提供業者の介入行為
は，周旋に該当する余地が出てくると理解していた。
これに対して，弁護士の業務広告の持つ顧客誘引力を伝達する限り，情報提供業
者が広告内容を選別しても（例えば 100 人の弁護士広告から 3 件を選定），弁護士の
業務広告の範疇であり，周旋とは見るべきではないとの意見が，当ＰＴに所属する
谷口直大委員が提唱したことから，現在，議論をしている状況である。

第３
１

アメリカ調査の結果報告
弁護士紹介制度に関するカリフォルニア州の規制について
弁護士の紹介・斡旋については，カリフォルニア州法である，企業・職業法（Business

and Profession Code）6155 条によって規制されている。同条は，一定の条件を充足
した弁護士紹介サービスを除いて，弁護士に顧客を紹介することを禁じており，これ
は弁護士が紹介者である場合も同様である。
同条は，適格な弁護士紹介サービスの要件として，当該紹介サービスがカリフォル
ニア州弁護士会に登録された上で，カリフォルニア州弁護士会又は最高裁判所によっ
て承認された最低基準を満たすことなどを定めている。そしてその最低基準等につい
ては，カリフォルニア州最高裁判所によって承認されたカリフフォルニア州弁護士会
の規則（以下「本規則」という。）が次のとおり詳細に定められている（カリフォルニ
ア州弁護士会規則 2 条 3.820）。なお，内容は，原文（英文）を当分科会が和訳したも
のである。
弁護士紹介サービスは，以下を遵守する。
(A) 管理委員会，法的サービスを提供する弁護士パネルを 1 つ以上，並びに法的な援助
の要請を評価及び処理するスタッフを置くこと
(B) 広範囲の弁護士が構成員となるよう促進すること
(C) 以下を行うことにより，その共同体にサービスを提供し，法的サービスの質及び利
用可能性を改善すること
(1) 法的サービスを必要とする人々が有資格かつ保険に加入している弁護士又はそ
の他の適切な法的サービス（紛争解決手続を含む。）を見つけることを援助するこ
と
(2) 公衆に対し，適切な法的サービスに関する一般的な情報を提供すること
(3) 財産の限られた人々向けのサービスを設けること。ただし，共同体の需要，又は
財政源，スタッフの規模，もしくはパネル構成員，パネル構成員の請求する報酬，
又は公益弁護活動その他財産の限られた人々向けの法的サービスの利用可能性に
鑑み，これを行うことが不合理又は実行不可能であることを当該弁護士紹介事業が
証明した場合は，除く。
(D) 請求する報酬額又は報酬合計額を，法的サービスの通常の請求額を超えて依頼者の
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費用を増大させ，又は依頼者が他においても利用し得るサービスについてその量もし
くは質を下げることにならないものとすること
(E) 各依頼者に対し，当該弁護士紹介事業又はそのパネル構成員の一人に関する苦情を
申し立てる方法を伝えるとともに，解決されない苦情については，それが書面による
こと及び本規則又はその他の該当する規範の違反を証明する事実の資料により裏付
けられていることを条件として，州弁護士会に提出することができることを知らせる
こと
(F) 非営利目的である場合には，その収入を，合理的な運営経費ならびにその公益弁護
活動，法的サービス，及びその他の公的サービス・プログラムの資金のみに使用する
こと
(G) 州弁護士会の監査に対し十分な協力をすること
(H) パネル構成員各人に対し，本規則の写しを交付すること
(I) 本規則及び適用法を常に遵守すること
弁護士紹介サービスは，弁護士会内における Governing Committee によって所有・
運営される必要があり，この意味で弁護士会による管理が行われていると言える。
その他にも，弁護士紹介サービスは上述のとおり，弁護士会に登録する必要がある
が，登録時の申請に当たっては，上記の最低基準を遵守している旨の証明書を得なけ
ればならず，また，申請内容には，弁護士紹介サービスにおいてメンバーとなるため
の基準（及び脱会基準）の設定，並びに申請費用等（最高 1 万ドル）が含まれている
（同規則 2 条 3.801，3.802）。この許可は，弁護士会が取り消すこともできる（同規
則 2 条 3.806）。
弁護士会はいつでも，弁護士紹介サービス規則の違反に関して調査をする権利を有
しており（同規則 2 条 3.805），その費用は，事業者側が負担する。弁護士紹介サービ
ス提供者に関する苦情は弁護士会が処理をする（同規則 2 条 3.807）。
実質的な要件として弁護士紹介サービス提供者は，次の事項を満たさなければなら
ない（同規則 2 条 3.820）。なお，内容は，原文（英文）を当分科会が和訳したもので
ある。
(1) 少なくとも 1 人以上の法律業務を行う弁護士，及び一人以上のスタッフを置くこと，
(2) メンバーシップの勧誘を広く行うこと，
(3) 法律業務，紛争解決を必要としている場合，一般的な法律情報を提供する場合など，
各コミュニティーにおける必要性，クオリティ，費用の合理的さなどに資すること，
(4) 通常弁護士に委任した場合と，弁護士紹介サービスを通した場合の費用の違いがない
こと，
(5) 弁護士紹介サービスに問題がある場合には弁護士会に苦情をいえることを明記する
こと，
(6) プロボノ団体である場合には，収入がプロボノ目的及び団体の経営のみに使われてい
ること，
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(7) 弁護士会の調査に全面的に協力すること，
(8) 各メンバーにこの規則を読ませること，
(9) いかなる法にも反しないこと。
弁護士が弁護士紹介サービスを経営する場合，弁護士紹介サービスから自己に紹介
する案件が全体の紹介案件の 20%を超えてはならない（同規則 2 条 3.821）。さらに，
メンバーである弁護士から弁護士紹介サービス提供者が徴収する会費は合理的なもの
である必要があり，メンバーが支払う会費の対価として，紹介案件の数などの約束を
してはならない（同規則 2 条 3.825）。
弁護士紹介サービス提供者は，公平にそのメンバーに案件を割り振らなければなら
ず，地域的に一人のメンバーしか設置せず，そのメンバーに全ての案件を振り当てる
ような弁護士紹介サービスは原則許されない（同規則 2 条 3.826）。弁護士紹介サービ
ス提供者はいかなる差別をしてはならず，不当な勧誘をすることも許されない。また，
紹介を受けたメンバーである弁護士からいかなる対価を受け取ってはならない。
弁護士紹介サービス提供者は，記録の保管義務があり，年次報告義務が課されてい
る（同規則 2 条 3.826，3.827）。弁護士紹介サービス提供者の広告については，広く
コミュニティーのため，法律業務に対してアクセスを良くすること，クオリティを高
めることを目的として広告しなければならない（同規則 2 条 3.829）。
加えて，同法 6155 条の違反には，罰則も規定されているので（同法 6156 条，17206
条(a)項，17536 条），一定の基準を備えた弁護士紹介サービス以外の弁護士紹介サー
ビスの禁止は，罰則をもって担保されている。
２

カリフォルニアにおける現地調査
(1) 調査の概要
当ＰＴは現地において，規則に基づいて弁護士紹介サービスを実施している複数
の郡弁護士会を訪問し，各郡弁護士会が実施する弁護士紹介サービスについて調査
を実施した。対象となったのは，サンマテオ郡弁護士会，コントラコスタ郡弁護士
会，アラメダ郡弁護士会，サンフランシスコ弁護士会である。
(2) 調査結果の概要
①

パネル及び弁護士の登録について
同法に基づき，同規則では，弁護士紹介サービスの最低基準を定めるとともに，
すべての弁護士紹介サービスは弁護士会の認証を受けることを求めている（本規
則は州の最高裁判所によって承認されている。）。また，弁護士紹介サービスは，
公衆に法的サービスを提供する資格を有する弁護士の構成員から成るパネルを設
け，パネルは，事件分野ごとに編成されることを必要としている。さらに，弁護
士紹介事業には，20 名以上（その内 10 名は個々の独立した法律事務所からの者）
の弁護士の構成員が必要とされ，各パネルには，4 名以上の構成員が所属してい
る必要がある。
本規則では，事件分野のパネルに所属して活動するためには，当該構成員が当
該弁護士紹介事業の経験その他の実質的かつ客観的な基準を満たす必要があり，
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法律専門家としての認証があることにより，弁護士に当該認証の分野を取り扱う
パネルに所属して活動する資格が与えられ，これには当該弁護士がパネル構成員
のその他の基準を満たしていることを条件とする，と定めている。
以上の定めから，各専門分野のパネルでは，各々の専門分野に応じて経験等を
加味した登録要件を定めることにより，その担当分野に十分対応できる経験を有
するパネルの弁護士が，潜在的顧客に対して紹介される仕組みとなっている。
実際に調査した各弁護士紹介サービスでは，郡によってパネルの数が異なるが，
メインパネルが 10 のものから，54（サブパネルを入れると合計 183 パネル）のも
のまであった。各パネルに参加するためには，1 つのパネルごとに年間の登録料
を支払う必要があるため，1 つから 3 つ程度のパネルに登録する弁護士が多いよ
うである。
パネルへの登録には，最近の取扱事件等を具体的に記載した申請書を提出して，
資格審査を受ける必要があり，資格の審査は厳格に行われているようであった。
これは，紹介を受けた弁護士が紹介された事件に対応できない事態を防ぐための
手法であると考えられる。
②

紹介方法について
各弁護士紹介サービスが実際に行っている多くの弁護士の紹介方法は，潜在的
顧客から要望を電話で詳細に聞き取りした上で，弁護士の紹介が必要なケースか
どうかを正確にスクリーニングした上で実施するというものであった。スクリー
ニングの結果，法律問題ではないため弁護士の紹介が不要なケースであると判れ
ば，行政機関等他の組織等を紹介することも多いのとのことであった。
また，弁護士を紹介する場合には，スタッフは深いインテイクを行うことによ
り，どのパネルの弁護士を紹介すれば良いのかスタッフが判断し，パネルの名簿
順の弁護士に対応可能かどうか事前に電話又はメールで問い合わせた上で弁護士
を紹介していた。
さらに，名簿順で 1 番目の弁護士に事件の対応が可能か聞き取った上で弁護士
の紹介を行う弁護士紹介サービスもあり，1 番目の弁護士が断れば，2 番目の弁護
士が対応することによって，顧客の要望に応じたきめ細かな弁護士紹介が可能と
なっていた。ただし，パネルの登録要件が厳格であると，新人弁護士がパネルに
登録できないので，新人弁護士用に，経験要件を緩和したパネルを設けている弁
護士紹介サービスもあった。
本規則では，弁護士紹介事業の管理委員会に対して，パネル構成員に平等に紹
介が割り当てられること並びに依頼者の法的な需要及びその他の状況（地理的な
不便さ，及び言語の問題など）にできる限り対応した紹介がなされることを保証
した公正かつ公平な手続を制定することを求めている。
そのため，調査した各弁護士紹介サービスでは，原則として，パネルごとの名
簿順での弁護士の紹介が行われることが基本となっていたが，潜在的顧客の深い
インテイクに応じて，複数のパネルに跨がるケースや対応言語，居住地域に応じ
て，例外的な取り扱いも行われていた。
紹介を受けたパネルの弁護士は，30 分間無料で最初の法律相談に応じ，事件と
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して受任するかどうかを判断し，受任する場合は潜在的顧客との交渉により報酬
を決定した上で受任する仕組みであった。
③

紹介手数料について
今回の調査の対象となった弁護士紹介サービスは，いずれも郡弁護士会が設置
している非営利の弁護士紹介サービスであったが，原則として潜在的顧客から，
パネルの弁護士を 30 分無料の法律相談として紹介するごとに，紹介手数料を 30
ドルから 35 ドル徴収し，事件の紹介を受けて受任した弁護士からも，報酬の 5％
から 25%の対価を徴収していた。

３

サンフランシスコ弁護士会の弁護士紹介サービス登録申請書
(1) 申請手続の概要
①

サンフランシスコ弁護士会に，弁護士紹介・情報サービス（Lawyer Referral and
Information Service，
「ＬＲＩＳ」）のメンバーシップへの登録に関する弁護士申
請書及び同意書（Attorney Application and Agreement）を提出する。

②

パネルを選択し，各パネルについての申請書を提出する。

(2) 弁護士紹介・情報サービス 弁護士申請書及び同意書の主な内容
①

申請書部分
ア

氏名，電話番号，Ｅメールアドレス，事務所所在地，弁護士登録番号のほか，
車椅子対応の有無，他言語を話せるか，聴覚障碍者への対応方法等についての
記載が求められている。

イ

会費については次のとおり定められており，申請書の提出とともに支払うこ
とが求められている。
登録費
1 年間のメンバーシップ登録費（パネル 1 つの登録費用を含む）：$125.00
追加パネル 1 つごとの追加登録費：$60.00
サンフランシスコ弁護士会の会員でない場合の追加登録費：$75.00

ウ

1 件につき$100,000.00，年総額$300,000.00 以上の保険金額の弁護過誤保険
への加入と維持が求められており，申請書の提出とともに保険証券の写しの提
出が求められている。

エ

通常報酬パネルとして 19 のパネル，（通常報酬パネルの 1 つとしての）一般
法パネルとして 18 のパネル，低額報酬パネルとして 15 のパネルが列挙されて
おり，登録したいパネルのチェック欄へのチェックが求められている。
通常報酬パネル：一般法，ビジネス法，刑法，少年犯罪法，子どもの監護法，
障碍者の権利，高齢者虐待，家族法，移民及び帰化，倒産法，知的財産権，労
使関係，弁護過誤，軍法及び退役軍人給付，人身傷害，検認・遺言及び遺産計
画，不動産及び借地借家，税法，労災補償
一般法パネル：行政法，雇用保険不服申立，州際通商委員会，自動車局，債
権回収／債権回収の防御，消費者信用，教育，保険法，レモン法，メンタル・
ヘルス法，氏名の変更，被拘禁者の権利及び監獄法，動産権，少額訴訟の提起，
少額訴訟の相談，交通違反，保全処分（非家庭内），その他
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低額報酬パネル：ビジネス法，刑法，少年犯罪法，子どもの監護法，家族法，
一般法，移民及び帰化，倒産法，知的財産権，少年法，労使関係（防御のみ），
人身傷害（防御のみ），検認・遺言及び遺産計画，不動産及び借地借家，税法
オ

刑法，少年犯罪法及び子の監護法に関しては，裁判所に任命されたメンター
の指導の下で業務を行う制度があり，当該制度の利用を希望する者はチェック
欄へのチェックが求められている。

②

同意書部分
同意が求められている主な内容は以下のとおりである。
ア

申請者はパネルからの紹介に対して 30 分の面会相談を無償で行うこと。相談
が 30 分を超え，弁護士がＬＲＩＳ相談報酬以上の追加報酬をクライアントに
請求する意図がある場合，申請者はＬＲＩＳが斡旋した相談の終了時点で請求
予定の報酬をクライアントに知らせること。申請者は，更なるサービスを提供
する場合，かかるサービスの提供前にクライアントの同意を得ること。申請者
は，ＬＲＩＳが放棄しない限り，ＬＲＩＳが定める相談料を徴収し，受領から
20 日以内にその報酬を紹介処理書とともにＬＲＩＳに送ること。

イ

申請者は事件紹介料明細書Ａ～Ｄに定める事件紹介料をＬＲＩＳに支払うこ
と。なお，低額報酬パネルの事件については事件紹介料を支払う必要はない。
事件紹介料明細書は次のとおり定めている。
Ａ

医療過誤事件を除く成功報酬の事件については，報酬が$1,000-$1,999

の場合は弁護士報酬総額の 10％～，報酬が$20,000 以上の場合は弁護士報
酬総額の 25%。
Ｂ

成功報酬の医療過誤事件については，報酬が$0-$50,000 の場合は弁護士
報酬総額の 15%～，報酬が$75,001 以上の場合は弁護士報酬総額の 25%。

ウ

Ｃ

家族法事件を除く非成功報酬の事件については，弁護士報酬総額の 10%。

Ｄ

非成功報酬の家族法の事件については，弁護士報酬総額の 5％。

全ての事件紹介料は弁護士報酬の受領後 20 日以内に支払うこと。弁護士報酬
の受領から 60 日が経過してもＬＲＩＳが報酬を受領しない場合には，その時
点の最高法定利率の追加利息を課すこと。

エ

申請者は，半年ごとの事件状況報告書及び処理報告書その他ＬＲＩＳが要求
する全ての報告書を提出すること。

オ

申請者は，万が一資格が無くなる，又は紹介を受諾できなくなる場合には，
直ちにＬＲＩＳに通知すること。

カ

申請者は，申請者に訴状が提出されるか又はカリフォルニア州弁護士会その
他の懲戒機関による調査が開始され，又はいずれかの場所で申請者に対して犯
罪に当たるとの訴状が提出された場合は 10 日以内にその旨をＬＲＩＳに通知
すること。

キ

申請者は，自らが州弁護士会の正会員であること，過去にＬＲＩＳパネルか
ら除名されたことがないこと，サンフランシスコに常設の法律事務所を構えて
いること，州弁護士会その他の懲戒機関による懲戒処分の対象ではないこと，
いずれかの場所で係属中の刑事告訴がないこと，刑事犯罪で有罪判決を受けた
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ことがないこと，州弁護士会その他の懲戒機関により申請者に対して不利に解
決されて公的懲罰に至った懲戒手続きはなかったことを表明する。
ク

申請者は，申請者によるＬＲＩＳの紹介の処理によって，又は申請者の本同
意書の規定の不遵守によって生じる請求，要求，訴訟，責任，費用又は損失に
ついて，ＢＡＳＦ，その役員，理事，会員及び従業員，並びに弁護士紹介・情
報サービス委員会を免責しかつ補償すること。

ケ

申請者は，ＬＲＩＳの運営から生じる責任又は損失について，ＢＡＳＦ及び
弁護士紹介・情報サービス委員会に対するすべての請求権を放棄すること。

(3) ビジネス法パネルの申請書の主な内容
①

パネルに登録するために，通常は「経験資格」を充足することが必要。
「実質的
に同等の経験」の提出によって登録が認められる場合もある。

②

「経験資格」は，以下のパート／クラスについてそれぞれ次のとおり定められ
ている。
パートＡ
クラス 1

企業体の設立，クラス 2

は一部の売却，クラス 4

企業体の解散，クラス 3

事業の全部又

ビジネス上の紛争（契約違反に基づく請求等），ク

ラス 4Ａ

事業主のＡＤＡ（障碍を持つアメリカ人法）コンプライアンス，

クラス 5

継続的なビジネスコンサルティング，クラス 5Ａ

クラス 5Ｂ

建設，クラス 5Ｃ

小売及び卸売，

アルコールの販売を伴う事業

パートＢ
国際取引契約，税関規制，反トラスト又は不正競争，年金又は利益分配プラ
ン，証券の発行，証券訴訟
③

「経験要件」として，パートＡは各クラスについて過去 5 年間に 2 件の担当経
験，パートＢは各クラスについて過去 5 年間に 3 件の重大案件の担当経験が求め
られている。申請書では，各案件について，企業体の性質（パートＡクラス 1 及
び 2），事業の性質若しくは取引の種類（パートＡクラス 3），紛争の性質（パート
Ａクラス 4），ビジネスの性質（パートＡクラス 5），又は案件の性質（パートＢの
各クラス）と，代理した期間の記載が求められており，パートＡクラス 4Ａにつ
いては，事件名，提起日，郡／事件番号／裁判所，事件の性質，企業体の名称，
判決その他の解決についての記載が求められている。

(4) 刑法パネルの申請書の主な内容
①

パネルに登録するために，通常は「経験資格」を充足することが必要。
「実質的
に同等の経験」の提出によって登録が認められる場合もある（ただし，その場合
でも本申請書にもできるだけ多く記入することが推奨されている。）。また，
「認定
刑法専門弁護士」の場合は，下記②の軽罪，軽罪の上訴及び通常の重罪について，
本申請書中の経験セクションに記入する代わりに専門家申請書／更新書に記載の
経験をもって代替することもできるが，
「認定刑法専門弁護士」であってもその他
すべてのクラスの事件については追加的な経験の証明が必要。

②

「経験資格」は，以下のパート／クラスについてそれぞれ定められている。
パートＡ

刑事パネル（裁判所任命及び個別紹介）
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クラス 1

軽罪，クラス 2

人，クラス 5
パートＢ

深刻な重罪，クラス 4

殺

特別の事情による犯罪

上訴の資格

クラス 1

軽罪の上訴／パネルの任命及び／又は紹介，クラス 2

上訴の紹介，クラス 3

③

通常の重罪，クラス 3

通常の重罪の

深刻な重罪の上訴の紹介

パートＣ

MDO／SVP／NGI 犯罪者パネルの資格

パートＤ

低額報酬刑事事件紹介パネル

パートＥ

家族法の侮辱罪パネルの資格

例えば，パートＡのクラス 1 は「経験資格」を以下のとおり要求している。
Ａ. 認定刑法専門弁護士であること。
又は
Ｂ. パートＡのクラス 2，3 若しくは 4 の資格があること。
又は
Ｃ. 過去 3 年以内に事件担当弁護士として以下の担当経験を有すること。
1. 評議のため陪審に付託された刑事事件の正式事実審理 1 件，かつ
2. 実体的な訴答及び／若しくは審問を含んだ刑事事件 10 件
かつ
1. 本申請書の提出前 1 年以内に，カリフォルニア州弁護士会が履修単位に認めて
いる刑事防御と直接関係する弁護士生涯教育計画を少なくとも 15 単位履修し
たと証明すること（当該単位のうち 5 単位は自習を通じて履修することができ，
残り 10 単位は「参加方式」であることを要する。）。
2. 現在の法律業務のうち少なくとも 20％は刑法分野の業務であることを証明す
ること。
上記Ｃを選択した場合，本申請書ではＣ.1 について事件名，事件番号，起訴内容，

管轄及び裁判官，正式事実審理日を，Ｃ.2 について事件名，事件番号，起訴内容，
管轄及び裁判官，代理日，案件の性質を記載することが求められており，上記 1 に
ついては，研修タイトル，研修日，時間数，実施者及び自習又は参加の別を記載す
ることが求められている。また，上記 2 については，偽証罪の制裁の下にその旨を
証言することが求められている。
(5) 家族法パネルの申請書の主な内容
①

パネルに登録するために，通常は「経験資格」を充足することが必要。
「実質的
に同等の経験」の提出によって登録が認められる場合もある。また，
「認定家族法
専門弁護士」の場合は，下記②のパートＡ，Ｂ及びＣについて自動的に登録が認
められる。

②

「経験資格」は，以下のパート／クラスについてそれぞれ定められている。
パートＡ

婚姻の解消

クラス 1

婚姻の解消，クラス 2

クラス 3

自営業配偶者に関わる婚姻の解消

パートＢ
クラス 1

子の監護権を伴う婚姻の解消，

養子縁組
民間養子縁組紹介，クラス 2
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裁判所任命パネル―養子縁組

③

パートＣ

未成年後見

パートＤ

限定的範囲の代理

パートＥ

裁判所任命パネル―家族法の侮辱罪

パートＦ

裁判所任命パネル―家族法のための未成年弁護士

パートＧ

協同法務業務

例えば，パートＡは「経験資格」を以下のとおり要求している。
ア

クラス 1－婚姻の解消の場合，申請者は過去 5 年以内に提出された婚姻の解
消又は無効事件を 5 件扱っていなければならない。そのうち 2 件は夫婦間の財
産分与に関する合意を含んでいなければならず，2 件は争議を伴う理由開示命
令手続きに申請者が出廷した事件でなければならない。カリフォルニア州外で
提出された事件の場合，申請者は当該経験が記載の要件とどのように同等であ
るか，その理由を説明する文面を記載しなければならない。

イ

クラス 2－子の監護権を伴う婚姻の解消の場合，申請者はパート，クラス 1
の資格があり，かつ，過去 3 年以内に，a) 証人出廷の子の監護権審理 1 件，
又は b) 家庭裁判所サービス局若しくは他国の同様な機関の評価プロセスまで
進んだ子の監護権問題 1 件（必須）を含めた，子の監護権又は面会権の争い 3
件のいずれかを扱っていなければならない。

ウ

クラス 3－自営業配偶者に関わる婚姻の解消の場合，申請者はパートＡ，ク
ラス 1 の資格があり，かつ，申請者が自営業配偶者の事業評価を行った婚姻の
解消事件を 1 件扱ったことがなければならない。
各事件について，郡，裁判所，事件番号，事件名，提起日の記載が求められ
ている。

(6) 人身傷害パネルの申請書の主な内容
①

パネルに登録するために，通常は「経験資格」を充足することが必要。
「実質的
に同等の経験」の提出によって登録が認められる場合もある。

②

「経験資格」は，以下のパート／クラスについてそれぞれ定められている。
パートＡ
クラス 1

医療過誤，クラス 2

製造物責任，クラス 3

不法な死又は重傷，

クラス 4

航空事故，クラス 5

連邦雇用者責任法，クラス 6

クラス 7

保険者の誠実義務違反

海事損害，

パートＢ
クラス 1

自動車事故，クラス 2

又は脅迫，クラス 4
クラス 5
③

スリップ及び転倒，クラス 3

暴行及び／

文書又は口頭での名誉毀損，侮辱又は嫌がらせ，

警察／刑務所での蛮行，クラス 6

その他の人身傷害

「経験要件」として，パートＡについては，各選択クラスにおいて過去 5 年以
内に提起されたディスカバリーを通じて処理した事件 2 件の経験，かつ，地区裁
判所以外のいずれかの裁判所で過去 7 年以内に陪審審理を通じて処理した事件 2
件（民事刑事を問わない。）の経験が求められている。また，パートＢについては，
各選択クラスにおいて過去 5 年以内に提起されたディスカバリーを通じて処理し
た事件 3 件の経験，かつ，いずれかの裁判所で過去 7 年以内に陪審審理を通じて
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処理した事件 2 件（民事刑事を問わない。）の経験が求められている。本申請書で
は，各事件につき，事件名，提起日（ディスカバリー事件の場合）又は正式事実
審理日及び裁判官（陪審審理事件の場合），郡／事件番号／裁判所，事件の性質，
企業体の名称，判決その他の解決，代理した当事者の氏名／名称についての記載
が求められている。
４

サンフランシスコ弁護士会の弁護士紹介・情報サービスと仙台弁護士会の法律相談
センターの比較
(1) 上記第３－１ないし３で説明した米国における弁護士紹介サービスと日本の弁護
士会が行っている法律相談センターの比較を行い，どのような相違点があるかを明
らかにすることは，今後の日本における弁護士紹介，法律相談その他の制度のある
べき姿を考察するために有益と思われることから，本稿では仙台弁護士会の法律相
談センターを取り上げて，サンフランシスコ弁護士会の弁護士紹介・情報サービス
との比較を行う。
(2) 法令上の根拠
サンフランシスコ弁護士会の弁護士紹介・情報サービス（本第３－４において以
下単に「ＳＦ」という。）はカリフォルニア州の企業・職業法 6155 条という法令に
基づく制度であるのに対し，仙台弁護士会の法律相談センター（本第３－４におい
て以下単に「仙台」という。）については特に法令上の根拠はない。
(3) 認証制度
カリフォルニア州ではカリフォルニア州弁護士会規則に基づく認証制度があり，
ＳＦはそのような認証を受けたサービスであるのに対し，日本では特に認証制度は
ない。
(4) 規則
ＳＦは，カリフォルニア州弁護士会規則（最低基準を定める。）に基づいて制定さ
れたサンフランシスコ弁護士会の弁護士紹介・情報サービス規則に基づくサービス
である。仙台は，仙台弁護士会法律相談センター規則，法律相談及び弁護士紹介に
関する実施細則が総則的位置づけにあり，個別の相談窓口・弁護士紹介名簿等につ
き各運営規則，運営細則，実施要項，運用基準等が規律するという建付けになって
いる。
(5) 組織
ＳＦは管理委員会（Governing Committee）が運営する。仙台は相談センター運営
委員会が運営し，各分野につき各委員会が運営に協力している。
(6) パネル制度
ＳＦは分野ごとのパネルがあり，その内訳は上記 2(2)①エに記載のとおり。仙台
は，法律相談センターの法律相談担当者名簿，弁護士紹介予定者名簿は取扱分野ご
とに分かれていないが，特定の分野については当該分野の相談窓口，弁護士紹介名
簿がある（例：子ども相談窓口，未成年後見人等の候補者推薦，相続財産管理人等
の候補者推薦，多重債務事件の法律相談等，労働と生活保護に関する無料法律相談
等，少額事件法律相談等，建築紛争に関する弁護士紹介，高齢者・障害者の財産管
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理・権利擁護支援窓口，犯罪被害者支援窓口，公益通報者支援窓口，中小企業法律
支援窓口，ハーグ条約事件に対応する弁護士名簿，ＤＶ・ストーカー関連事件に関
する法律相談窓口，民事介入暴力被害者等救済センター，原子力発電所の損害賠償
問題に関する弁護士紹介，個人版私的整理ガイドラインに関する弁護士紹介）。
(7) パネル登録料
ＳＦは登録料有り。その金額・内訳は上記２(2)①イに記載のとおり。仙台は登録
料なし。
(8) 登録要件
ＳＦは原則として経験要件（過去何年間かの間に当該分野の事件を実際に何件か
経験していることを要求するもの）の充足が必要。具体例については上記２(3)～(6)
に記載のとおり。仙台の法律相談センターの名簿は登録希望会員の申し出に基づき
作成される。但し，会長は相当な理由のある場合，指名しない，又は指名取り消し
ができる。また，分野ごとの相談窓口・弁護士紹介名簿につき個別に登録要件が定
められている（弁護士登録後経験年数，弁護士損害賠償責任保険加入等）。分野によ
っては研修受講義務（例：未成年後見人等の候補者推薦，労働と生活保護に関する
無料法律相談，建築紛争に関する弁護士紹介，ハーグ条約事件に対応する弁護士名
簿），研修受講努力義務（例：子ども相談窓口，高齢者・障害者支援窓口，中小企業
法律支援窓口，ＤＶ関連事件法律相談窓口）を課している場合がある。経験要件を
課しているものは少ないが，一例として，ハーグ条約事件に対応する弁護士名簿（「子
の監護又は引渡しに関連する事案を複数件取り扱ったことがあること」）がある。
(9) 紹介の方式
ＳＦは聴き取りを行った上で名簿順に紹介。仙台も聴き取りを行った上で名簿に
基づき紹介。但し，分野によっては当番制など別の方式もある（例：多重債務事件
処理運用基準）。
(10) 事件受任
ＳＦは紹介された弁護士が法律相談を行った上で依頼者との合意により事件受任。
仙台の法律相談センターでは法律相談と弁護士紹介につきそれぞれ法律相談担当者
名簿と弁護士紹介予定者名簿がある。法律相談において相談者が弁護士に依頼した
い意向を明らかにしたときは，相談担当者は相談センターにおいて弁護士の紹介を
行っていることを説明することとされているが，相談者が特に相談担当者に依頼し
たい意向を明らかにしたときは，直接受任することができる（但し，委託による法
律相談であって委託者が直接受任を禁じている場合等を除く。）。
(11) 弁護士報酬
ＳＦでは法律相談は 30 分間無料（但し，相談者は弁護士会に$35 支払う。）。受任
事件の報酬は各弁護士が定める。仙台では一般法律相談は 1 件について法律相談料
5000 円（税別）／30 分（相談担当者が直接受領する。）。ただし，分野によって初回
法律相談無料・日当方式とする（子ども相談窓口），初回法律相談 1 万円（税別）／
1 時間以内とする（建築紛争）など異なる場合がある。受任事件の報酬は各弁護士
が定める。但し，分野によって弁護士会が基準を定めている場合がある（例：多重
債務事件処理運用基準）。
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(12) 弁護士会への納付金
ＳＦは，事件の種別によって異なるが，成功報酬型の事件の場合，原則として弁
護士報酬総額の 15%～25％を紹介手数料として納付。仙台の法律相談センターは，
原則として着手金・報酬金（それぞれ消費税相当額を含む。）の各 1 割を負担金会費
として納付。ただし，免除制度有り。
５

サンフランシスコ弁護士会の弁護士紹介・情報サービスに係る法律関係
サンフランシスコ弁護士会の弁護士紹介・情報サービスを日本に導入した場合，日
本法下において，如何なる法律関係が形成されるかについて検討を行う。
(1) 弁護士会と紹介を受けた弁護士との間の法律関係
①

弁護士がパネルへの登録を申請し，弁護士会が登録を許可することにより，弁
護士・弁護士会の間に，クライアント紹介（30 分の初回相談）にかかる媒介契約
が成立する。

②

弁護士会の義務
弁護士会は，パネル会員に対し，規則に基づき，クライアント（30 分の初回相
談）を紹介する義務を負う。

③

弁護士の義務
弁護士は，弁護士会に対し，規則に基づき，手数料（初回相談料（クライアン
トから徴収し，弁護士会に納入する），割増料，続行事件紹介料）を支払う義務及
びクライアントに対するサービス（30 分の初回相談サービス）を行う義務を負う。

(2) 相談者と弁護士会との間の法律関係
①

クライアントが弁護士会に弁護士の紹介を依頼し，弁護士会が弁護士の紹介を
することを決定したときに，弁護士紹介（30 分の初回相談）にかかる媒介契約が
成立する。
この点，そもそも，弁護士会の規則である以上，市民に対し，当然に権利を付
与し，義務を課すことはない。そして，規則上，クライアントと弁護士会との間
の権利義務に関する直接の規定は存在しない。
とはいえ，弁護士会は，一定の役務（初回相談にかかる弁護士の紹介）を引き
受けた以上，それに応じた契約関係（権利義務関係）が生じると解するのが相当
である。
この一定の役務の引き受け時期について規則上直接の規定はないが，紹介の依
頼によって当然に契約関係が発生する（無限定な紹介義務）と解するのは相当で
はなく，面談を経てサービスの提供を決定したときに契約が成立すると解するの
が相当である。

②

弁護士会の義務
弁護士会は，クライアントに対し，弁護士（30 分の初回相談）を紹介する義務
を負う。
紹介したパネル会員が規則に沿ったサービス（30 分の初回相談）を提供するこ
とについて弁護士会が責任を負うかについては疑義があるが，規則中にパネル会
員に規則に沿ったサービスの提供を義務づける規定が多々あることに鑑み，積極
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に解するのが相当である。
ただし，媒介契約の本質が準委任にあることに鑑みれば，パネル弁護士が規則
に沿ったサービスを提供することの結果保証まで負担すると解することは相当で
はなく，規則に沿ったサービスが提供されるための善管注意義務を負うと解する
のが相当である。
③

クライアントの義務
クライアントは，弁護士会に対し，30 分の初回相談の相談料を，紹介を受けた
弁護士に支払う義務を負う。
この点，相談料は，直接にはクライアントからパネル会員に支払われるが，結
局，パネル会員を介して弁護士会が収受する建付になっており，クライアントは，
有料を前提に本サービスを利用していると解するのが相当である。そうすると，
クライアントは，最終的な相談料の収受者である弁護士会に対して，その負担に
ついての直接の義務を負うと解するのが相当である。

第４
１

弁護士会へのアンケート調査結果報告
調査の目的
カリフォルニア州弁護士会が導入している弁護士紹介サービスでは，スタッフが潜

在的顧客から電話で弁護士紹介が必要かどうかも含め要望を詳細に聞き取り，弁護士
紹介不要事案は適切な機関を紹介し，弁護士紹介が必要な事案は，その事案に精通し
た弁護士を分野別の登録パネルから紹介する仕組みである。
そこで，日本における弁護士紹介制度の在り方を検討するため，カリフォルニア州
弁護士会が導入している弁護士紹介サービスに相当すると思われる制度等を日本の弁
護士会においても実施されているか否かについてアンケートを実施した。
日本の弁護士会は，法律相談センターによって紹介を実施する例が多いが，その紹
介の具体的内容についてアンケート調査した結果概要は，次項のとおりである。
２

調査結果概要
(1) 聴取型分野別紹介サービスを提供している弁護士会
弁護士紹介サービスについては，実施回答が 36 会，不実施が 18 会であり，実施
している 36 会中（同一弁護士会による委員会別回答３件を含む。），相談内容を聴取
した上で紹介しているが 31 会，内容聴取は行わず紹介しているが 5 会であった。

1

実施している

36

2

実施していない

18

2
33.3%
1
66.7%
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相談内容を聴取した上での紹介について，相談内容に応じて特定の法律分野に対
応可能な弁護士を紹介しているが 20 会，相談内容に関わらず一般の弁護士を紹介し
ているが 11 会であった。

1 相談内容の聞き取りをした

20

2
35.5%

上で，弁護士を紹介している
2 相談内容の聞き取りは行わずに

1
64.5%

11

弁護士を紹介している

(2) 各弁護士会において用意している法律分野例
どのような法律分野において，対応可能な弁護士を紹介していますかとの質問に
対しては，地方弁護士会では債務整理・消費者問題程度から，東京の弁護士会等大
都市弁護士会では，例えば，下請法・独禁法・税務分野・エンターテイメント分野
等相当詳細に数十分野に分けている会もあった。
(3) 分野別弁護士の選定方法・紹介方法
選定方法については，概ね，会員の申請により登録した名簿から名簿順に紹介す
る会が殆どで，名簿登録要件は必要とする会と不要とする弁護士会があり，必要な
登録要件としては，法曹経験年数・所定講座受講等がある。
(4) 紹介サービスの費用
回答 32 弁護士会中，13 弁護士会が紹介を受けた弁護士から費用を徴収しており，
費用取り決め内容は着手金・報酬金の一律 10％から，100 万円までは 10％，100 万
円を超え 500 万円までは 15％，500 万円を超える部分 20％などと金額に応じた負担
割合を採用している会もある。
1 弁護士から費用を徴収している
※うち 1 つの弁護士会は，2016 年 3 月まで

13

徴収
2 弁護士から費用を徴収していない

19

2
59.4%

1
40.6%

(5) 紹介サービスの利用件数
月 1 件に満たない弁護士会から，月 100 件を超える弁護士会まである。
(6) 分野別紹介サービスの必要性
現時点で一般紹介サービス，分野別紹介サービスを実施していない会でも，半分
近い会がそれらのサービスの必要性を感じている。
紹介サービスの実施の必要性を感じない弁護士会は，現時点で特にアクセスに障
害がないとの意見が多く，分野別紹介サービスの実施の必要性を感じない弁護士会
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では，判断基準がないこと，会としての責任が生じることなどを理由としていた。
(7) その他の弁護士紹介サービス
その他弁護士紹介サービスでは，東京弁護士会での弁護士の活用を考えている企
業向けの弁護士紹介サービスとして「弁護士トライアル制度（通称：弁護士お試し
制度）」があり，弁護士が業務受託により非常勤で事業所に赴く等して法的サービス
を行い，企業等に弁護士の利用を一定期間経験してもらい，弁護士の有用性や意義
を理解してもらう制度(非常勤業務受託弁護士制度)とのことであるが，紹介件数と
しては月に１件あるかないかである。
３

アンケート結果を受けての所感等
弁護士に依頼するかどうかを検討している方の最大関心事は，自身が抱えている事
件を解決するのに最も適した弁護士の情報である。この弁護士情報提供サービスにつ
いて都市部弁護士会では相当の努力が積み重ねられている。しかし，地方会では様々
な理由から，未だに会として弁護士紹介サービスがなされてないところも多い。
また，弁護士会の努力の割には，弁護士会が提供するサービス利用実績は上がって
いないようでもあり，弁護士会だけでなく民間の情報提供業者が弁護士紹介事業に参
入できて，かつ，弁護士側でも安心してそのサービスを利用できる環境作りが重要と
実感した。

第５
１

弁護士検索サイトと弁護士の業務広告及び周旋の関係の整理
弁護士紹介業の基本－原則として禁止
弁護士紹介業には広範な規制があり，原則として「禁止」されている。
弁護士法 72 条本文によれば，「弁護士又は弁護士法人でない者は，報酬を得る目的
で（中略）法律事務（中略）の周旋をすることを業とすることができない。」と定めて
いる。
そこで，周旋の意義が問題になるが，これについて当分科会では，
「閲覧者が弁護士
情報提供事業者の提供する「弁護士等の情報内容」の持つ顧客誘引力に基づき，専ら
閲覧者自らの判断に基づいて，弁護士を選定する行為は除外される」とし，周旋とい
うには，
「 両者間における委壬関係その他の関係成立のための便宜を図りその成立を容
易ならしめること（便宜容易要件）」を要すると考えた。
要するに，単なる広告は違反しないし，検索サイトが直ちに周旋に当たるというわ
けでもない。
ただし，弁護士職務基本規程 11 条「非弁護士への名義貸し・利用の禁止」，同 12
条「報酬分配の禁止」，同 13 条「紹介料の授受禁止」の規制がある。弁護士は，弁護
士法 72 条と同 27 条（72 条違反の者との提携を禁止した定め）だけではなく，これら
の広範な規制に服するので注意が必要である。
仮に周旋に当たらない，つまり弁護士法 72 条違反にならない場合であっても，弁護
士職務基本規程には違反するケースも想定できる。
周旋について，明確な定義を見いだすことは非常に難しい。実情としては，総合的・
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実質的判断が行われ，行為が周旋といえるか，あるいは，広告料が実質的に紹介料・
周旋の対価といえるかどうか，種々の要素から判断されることになる。
２

紹介業が禁止の趣旨・理由について
紹介料の負担が利用者に転嫁されること，そのための事件漁りなどの弊害防止，弁
護士の独立性などが理由に挙げられる。
この禁止は，他業界から見ても特殊（それだけに知らずに違反することも多い。）で
あるし，厳格であるがために，違反の疑われる検索サイトも散見され，適正化の必要
性が指摘出来る。

３

弁護士紹介と広告規制の問題
弁護士紹介・検索サービスは，同時に弁護士の広告を行っていることがほとんどで
ある。他の業界で流行している広告手法が，弁護士の広告としては許されないことも
あるので，注意が必要である。
すなわち，弁護士紹介としては適法な内容であっても，弁護士の広告としては，不
適切である場合もあり得る。

４

弁護士紹介業禁止の問題点
次のような問題点が指摘できる。
・そもそも紹介業そのものを規制することの合理性に議論がある。アクセス障害の
解消というメリットもある。
・他の業界でも当たり前のことである。
なお，一方で，弊害の指摘にも合理性がある。違反を犯す，いわゆる提携弁護士の
事件処理はかなり問題があることも多い。

５

条文
(1) 弁護士法 72 条
弁護士又は弁護士法人でない者は，報酬を得る目的で訴訟事件，非訟事件及び審
査請求，再調査の請求，再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法
律事件に関して鑑定，代理，仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い，又は
これらの周旋をすることを業とすることができない。ただし，この法律又は他の法
律に別段の定めがある場合は，この限りでない。
(2) 弁護士職務基本規程 11 条
弁護士は，弁護士法 72 条から 74 条までの規定に違反する者又はこれらの規定に
違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け，これらの者
を利用し，又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(3) 弁護士職務基本規程 12 条
弁護士は，その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配
してはならない。ただし， 法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段
の定めがある場合その他正当な理由がある場合は，この限りでない。
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(4) 弁護士職務基本規程 13 条 1 項
弁護士は，依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはな
らない。

第６

弁護士検索サイトを運営する事業者に対する認証制度に関する検討状況報
告

１

インターネットを利用した弁護士等の広告の在り方検討ワーキンググループに対す
る当ＰＴの見解の説明
現在の広告指針は，読み方によっては，弁護士の検索を提供するに過ぎない単なる
検索サイトそのものもが，広告指針に違反するかのようにも読めることから，その改
定は急務であった。
日弁連は，2015 年 4 月より「インターネットを利用した弁護士等の広告の在り方検
討ＷＧ」（以下「広告ＷＧ」という。）を設け，広告指針の見直しを検討してきた。
当ＰＴは，広告ＷＧに対し，弁護士法 72 条で禁止される「報酬を得る目的で行われ
る周旋」と弁護士の業務広告との区別に対する基本的な考え方を次のとおり示した。
すなわち，周旋に該当するためには「名古屋高金沢支判昭和 34 年 2 月 19 日判決に
基づけば，弁護士情報提供事業者が
①

依頼を受けて

②

訴訟事件等の当事者と鑑定，代理，仲裁，和解等をなす者との間に介在するこ
と

③

両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り，その成立を容
易ならしめること

が必要である。
したがって，
「弁護士の業務情報」の単純な中継に過ぎない介在行為が直ちに周旋に
該当するわけではなく，周旋と言える為には③の要件の具備が必須となる。
そして③の「両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り，その
成立を容易ならしめること」とは，単純な中継行為とは区別される概念である以上，
単に
ア

閲覧者が検索サイトの提供する「弁護士の業務に関する情報」の持つ顧客誘引
力に基づき，

イ

専ら閲覧者自らの判断に基づいて，弁護士を選定する行為

は周旋に該当しないことは疑いがないと考えられる。
他方，弁護士の業務に関して行われる介在行為の形態は様々であるので，介在行為
の持つ影響力の形態を分類した上で，
ウ

両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り，その成立を容
易ならしめること（以下「便宜容易要件」という。）

が必要である。
加えて，全ての周旋が禁止されているわけではなく，あくまで「報酬を得る目的」
で行われる周旋のみが禁止されているので，周旋概念と報酬を得る目的とは分けて検
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討する必要がある。
このような報酬を得る目的での周旋に関する議論を踏まえて，検索サイトが，弁護
士等の情報をインターネットを経由して提供する場合でも，周旋に該当する可能性の
ある場合の考え方を示した。
広告指針が改定される際には，弁護士法 72 条及び弁護士職務基本規程 11 条又は 13
条に違反する情報提供業者をある程度峻別できる明確な基準とすることが望まれる。
２

認証基準の策定
本項については，日弁連及び当分科会としての総意ではなく，藤原宏髙第 4 分科会
長の私案として提案する。
日弁連としては，あまねく情報提供業者を公平に取り扱うべきであることから，特
定の情報提供者との間で契約を締結する場合は，認証基準を設け，かかる認証基準に
該当した情報提供業者を公平に取り扱う必要があると思われる。そこで，認証基準に
どのような項目を入れるべきか，検討した。
(1) 弁護士法 72 条及び弁護士職務基本規程 11 条又は 13 条に違反しないこと
今後，広告ＷＧ（後継組織を指すが，便宜上広告ＷＧという。）において広告指針
の改定案を取りまとめ，理事会で改正案が承認され，弁護士法 72 条及び弁護士職務
基本規程 11 条又は同 13 条に違反する業者をある程度峻別できる明確な基準が確立
されるとすると，その反面，かかる広告指針に該当しない情報提供業者は，広告規
程に反することがない限り，市民及び弁護士がかかる情報提供業者を利用すること
は何ら問題がないこととなる。
したがって，このような改訂後の運用指針に反しないことが，最低限での認証基
準となる。
なお，弁護士法 72 条は，報酬を得る目的で行う周旋を禁止していることから，理
論上は無償で行う弁護士の周旋は認められる。しかしながら，営利の民間業者がこ
れを行う限り，周旋を行う際の無償性の有無の判断が容易ではなく，脱法的な周旋
に道を開く恐れがあるため，例え無償であったとしても周旋を行う業者を認証する
ことは止めるべきである。
したがって，認証の対象は，専ら，周旋を行わない単なる検索サイトのみとなろ
う。
(2) 広告規程に違反しないこと
昨今では，弁護士の品位を損なうおそれのある弁護士広告も散見されるが，情報
提供業者がかかる品位を損なう弁護士の業務広告を行うことはあるべき姿ではない。
したがって，情報提供業者が弁護士の広告を取り扱う以上，広告規程違反の広告
を取り扱う業者は認証しないとすることが適切である。
(3) 弁護士の取扱専門分野に応じた弁護士の検索
他方，カリフォルニア州の弁護士紹介制度では，専門分野ごとのパネルを設ける
こととなっており，各々の専門分野に応じて経験等を加味した登録要件を定めるこ
とにより，その担当分野に十分対応できる経験を有するパネルの弁護士が，潜在的
顧客に対して紹介される仕組みとなっている。残念ながら我が国では専門弁護士認
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定制度の仕組みが確立していないことから，検索サイトと専門弁護士認定制度を直
接結びつけることは極めて困難であり，専門弁護士認定制度の行く末を待つことな
く情報提供業者の認証を開始するべき時期に来ていると考えられる。
ただし，今後「日弁連リーガル・アクセス・センター」
（以下「ＬＡＣ」という。）
が実施する弁護士紹介制度が広く市民及び弁護士に普及していくことも考えられる
ので，ＬＡＣの取扱う権利保護保険の取扱分野に応じて，取扱分野ごとに一定の要
件を備えた弁護士を市民に紹介していくことも考えられる。したがって，かかる弁
護士紹介制度の拡充と相まって，情報提供業者の提供する弁護士情報もＬＡＣの紹
介基準と整合性を持たせていくことが望ましいと考えられる。
この観点からは，日弁連と民間の情報提供業者が一定の契約の下に連携して市民
及び弁護士に対して正確な弁護士の情報提供を行う体制を構築することは，極めて
有益であると考えられる。
(4) 日弁連に一定の情報開示を行うこと
認証制度の最も大きな狙いは，経営情報及び財務情報の日弁連への開示を義務付
け，弁護士法及び弁護士職務基本規程に違反するおそれのある経営を監視し，問題
が発生したときは日弁連がこれを監督，指導することによって，日弁連と締結した
契約条件を遵守させることにある。加えて，監査制度も導入し，立入検査などの監
査も可能とすべきである。
(5) 取扱い情報の公平性，正確性
情報提供業者の取扱う弁護士の情報については，公平性及び正確性を求め，広範
囲な弁護士情報を正確に提供するように指導することが必要である。
(6) 弁護士の報酬決定には関与させないこと
情報提供業者はあくまで弁護士の業務情報を市民に提供する立場であることから，
これを見た市民が自らの意思に基づいて弁護士を選定し，かつ弁護士と交渉して報
酬を決定することが望ましく，情報提供業者がかかる弁護士報酬決定のプロセスに
関与することは排除すべきである。
(7) 苦情処理の体制を構築すること
情報提供業者は，情報の提供を受けた市民から苦情を受けた場合は，誠意をもっ
て対応すべきであり，この点では日弁連側にも，一体となって苦情を処理する体制
の構築が望まれる。
３

審査体制の構築
日弁連は，認証制度を運用するに際し，申請をした認証提供業者となろうとする者
が認証基準を満たしているか慎重に，場合によってはヒアリング等の調査をした上で，
認証を行うべきである。この観点から，日弁連は認証制度を運用する組織を構築すべ
きであるが，審査には一定の業務量が想定されることから，認証の申請は有料とすべ
きである。

４

認証の期間
認証は期限付きで行うべきであり，一定期間が経過したら，再審査を必要とする制
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度にすべきである。例えば 2 年又は 3 年の期限付き認証が実務的であろう。
ただし，認証期間内であっても，契約違反が発見された場合は，情報提供業者の認
証を取消し，契約も解除できるようにすべきである。
５

認証後の取扱い
日弁連は，認証制度の一般市民への啓蒙に努め，日弁連が認証した情報取扱業者を
市民及び弁護士が安心して利用できる体制を構築すべきである。そのためには，日弁
連のＨＰ（年間アクセス総数約 1050 万件）で認証した情報提供業者の提供する検索サ
イトを紹介するなど，ＰＲに努めるべきである。

第７
１

パネルディスカッション「あるべき認証制度の概要」の論点
パネルディスカッションの概要
日本における検索サイトの実情を踏まえ，今後の弁護士会における弁護士紹介制度

導入の見通し，民間の検索サイトの限界及び民間の検索サイトを日弁連が認証した上
での活用方法を議論する。
■

司会

弁護士紹介制度検討プロジェクトチーム座長

藤原宏髙

（パネルの候補者）
・

元榮太一郎（参議院議員・弁護士）

・

瀬川武生（日弁連・リーガル・アクセス・センター委員）

・

大西正一（弁護士業務改革委員会副委員長）

・

松本宗大（同委員会幹事）

・

深澤諭史（同委員会幹事）
２

基調報告
(1) 弁護士法 72 条に違反すると思われる広告業者が氾濫している状況下で，今後，弁
護士検索サイトをどのように位置付けるべきか。（深澤幹事）
(2) 日本で既に普及期に入ったと思われる検索サイトの実情を前提として，弁護士会
の実施する法律相談制度又は弁護士紹介制度の２つの制度で市民の弁護士に対する
アクセスは充分果たされていると言えるか。（大西副委員長）
(3) ＬＡＣの立場から見て，ＬＡＣが，弁護士会から適切な弁護士の推薦を受けられ
る見通しはあるか。弁護士保険制度の普及により，弁護士会が行う弁護士推薦基準
は弁護士紹介のデファクトスタンダードになって行くのか。（瀬川武生弁護士）
(4) 市民にとっては，弁護士検索サイトはどの様に評価されているか，また，改善が
望まれている点はあるのか。（元榮太一郎参議院議員）
(5) 現在の広告指針で改正が求められる点はどのようなものか。（深澤幹事）
(6）アメリカの調査結果を踏まえて，日本でも同様な制度を導入する余地はあるか。
（松本幹事）

－ 117
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３

認証制度の有益性についての議論
(1) 現在，日弁連は広告指針の改定を一つの選択肢として検討しているが，現存する
検索サイトの位置付けはある程度明確になるのか。
(2) 広告指針の改定により，弁護士法 72 条に違反するような情報提供業者を排除でき
るのか。どの業者が違法か一義に明確とは言えないので，広告指針の改定だけでは，
違法な業者を排除できないのではないか。
(3) 市民や弁護士が検索サイトをより利用しやすくするためには，お勧めできる検索
サイトを日弁連が明示する必要があるのではないか。
(4) 認証のメリットとして，情報提供業者と日弁連との契約に基づいて，検索サイト
を一定の管理下に置くことは可能か（例えば，定期的な業務内容や財務状況の日弁
連への報告及び監査制度の導入などによって。）。
(5) 認証のメリットとして，綱紀・懲戒制度との連携があり得るか。
(6) 今後，弁護士会が策定する弁護士紹介基準の全国的な統一に向けて，民間の弁護
士検索サイトと弁護士会とで協力していくことはできないか。又は，かかる弁護士
紹介基準を民間の弁護士検索サイトでも共有することは有益ではないか。
(7) これ以外にも，民間の検索サイトと弁護士会が協力する方策はないのか。
(8) デメリットとしては，日弁連が物理的に認証の主体として活動できる能力を持っ
ているかとの視点もあり得るが，どのように考えるべきか。
(9) そもそも，日弁連がかかる認証をすること自体が許されないとの意見もあり得る
が，どのように考えるべきか。
(10) カリフォルニア州の制度に準拠すれば，日弁連でも認証制度を規則化することは
可能ではないか。
(11) その他

－ 118
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第２０回弁護士業務改革シンポジウム

〈第５分科会〉

新時代における小規模法律事務所の
経営ノウハウ
～事務所経営のビジネスモデルを探る～
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第１
１

趣旨と提言
当分科会の目的
クライアントが満足し，スタッフ（勤務弁護士・事務職員）が満足し，経営者

自身も安心，納得，満足できる法律事務所でありたいと思う弁護士は少なくない。
当分科会の目標は，そういう三者が一体となって，三者に支持される事務所作
りに一歩でも二歩でも近づけるようにそのノウハウを探り，シンポジウムでの議
論を踏まえて参加者に提供することにある。
２

法律事務所の経営モデル（単独型と共同型）
弁護士白書 2016 年版によると，2016 年 3 月 31 日時点の「法律事務所における
弁護士の人数」は，1 人事務所（59.41％），2 人事務所（18.54％），3 人～4 人事
務所（15.72％），6 人～10 人事務所（4.38％）となっていて，約 6 割の事務所が
弁護士 1 人で経営されている。弁護士 3 人～10 人で構成されている事務所は約 2
割に過ぎない｡
弁護士 1 人の事務所経営モデルが，多くの弁護士のニーズにマッチしていると
いうことが数字から考えられるところである。弁護士 1 人での事務所経営は，自
由で独立であり，誰かから指図されたり，勤務弁護士やパートナー弁護士との人
間関係に悩まされたりせず，仕事や経営を思うように進められるところにメリッ
トを感じる弁護士が多いと予想される。
これに対して，弁護士複数で運営される事務所経営モデルは，ボス弁イソ弁型，
経費共同型，収支共同型，法人型と多種多様である。

３

今回の取材対象事務所のモデル
今回，当分科会は，ノウハウを探る事務所の経営モデルとして，法人（企業）
型かつ組織一体化型（以下「法人型」という。ただし，弁護士法人に限定しない。）
の共同事務所を対象とした。
これは，法人型が三者の満足によりマッチしやすい事務所経営モデルであると
いう判断をしたことによるものではない。単独型，共同型のいずれであれ，三者
が満足する事務所もあれば，そうでない事務所もあることは厳然たる事実であっ
て，そういう観点から法人型の事務所経営モデルを取材対象としたわけではない。
今回，弁護士が 4 人ないし 20 人近く所属する法人型事務所を取材対象としたの
は，第 5 分科会を企画運営する日弁連弁護士業務改革委員会法律事務所経営プロ
ジェクトチームのメンバーが，それぞれの立場から「憧れ，畏敬の念，あるいは
驚嘆の思いをもって，その事務所経営理念と文化，事務所作りへの真摯な姿勢と
情熱の息吹を少しでも吸収できればという思い」を持ち，各訪問先事務所がそれ
による訪問希望を受け入れてくださったためである。この場をお借りして，改め
て訪問先事務所の方々に御礼申し上げたい。

４

取材訪問結果に基づく 10 か所の事務所経営の概要
当分科会のメンバーは，本年６月末現在，10 か所の法人型事務所を取材訪問し
た。その概要は，後述の「第２

訪問先事務所ごとの報告」に記されているとお

りである。
1
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５

ノウハウをどう読み取るべきか
10 か所の事務所それぞれに特徴があるが，総じて，経営弁護士の人格，識見，
経営能力，社交性，リーダーシップ，業務遂行及び経営業務に対する真摯な姿勢
など，いずれの点でも圧倒された。
しかし，余人に代えがたい優秀な能力がないと事務所経営における三者の満足
が得られないかというと，そういうことはないはずであると信じたい。そこで当
分科会では，事務所訪問の結果聞き取ったノウハウから，多くの事務所において
実践可能と思われるものを抽出して広く共有すべく，その分析を試みている。詳
細は当日の報告及び「第２

訪問先事務所ごとの報告」に譲るが，ここでは，こ

れまでに訪問した事務所全体として見られた傾向について簡単に紹介する。
６

具体的なノウハウについて
(1) 理念の問題
クライアントの満足，スタッフ（勤務弁護士・事務職員）の満足，経営者自
身の満足の 3 点の中心にくるのは，やはりスタッフと経営者の満足になるので
はないか。
共同事務所という組織が，経営弁護士の経営理念と各弁護士の業務理念にお
いて一致し，ベクトルを合わせて，事務職員と弁護士相互間で情報共有し，相
互に尊敬し合い，助け合い，支え合い，守り合い，感謝し合う関係になること
で，クライアントが満足する行動・姿勢を，組織として継続的・持続的に維持
することができるのではないか。
したがって，法人型事務所を作る場合，経営弁護士が目指す組織としての事
務所経営理念を実現するための指針，システムを明確にして，それに共感し価
値を同じくする姿勢の弁護士を採用する必要がある。
経営弁護士が組織の理念，価値基準，行動指針，ビジョンを明確にし，スタ
ッフがその目的に共感し，事務所全体で理念やビジョンを共有できていないと，
スタッフの教育を行うことは難しいのではなかろうか。
クライアントの満足のための迅速な仕事の遂行，丁寧で優しく分かりやすい
説明，速やかな報告と連絡，上から目線でない上品で親しみやすいものの言い
方や態度をとるように指導されても，それに従わない弁護士や事務職員がいれ
ば，やはりクライアントが満足する事務所経営は困難となるであろう。
このように，弁護士や事務職員の採用・教育も，組織としての理念や行動指
針及びそれを守り続ける経営弁護士・幹部の強い意志なくしてはなかなか困難
である。
これは，今回取材した多くの事務所で説明された事柄と言える。
(2) 業務の専門化・チーム型とオールラウンド型
これは，事件の種類ごとに専門チーム制を採用する事務所と，事件の種類を
問わず希望する弁護士に配点する事務所に分かれている。集客や営業の観点，
スキルアップ，顧客満足などの点からも専門チーム制は有用な面があるが，弁
護士の人数確保が課題である。
(3) 事務職員と弁護士の仕事の指示系列
2
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弁護士と事務職員のペア制，弁護士１人に事務職員２人配置体制，チームが
ある場合にはチームに事務職員が配置される制度，総務部・業務部制を採用し
ている事務所が見受けられた。また，弁護士から事務職員への業務指示の仕方
についても細かい配慮をルール化している事務所があった。
(4) 営業･広告
営業・広告については，電話帳への掲載等の伝統的な手法をとっている事務
所と，ウェブサイト広告など積極的な情報発信を行っている事務所がある。
取材した多くの事務所では，ウェブサイト広告を始めとした積極的な情報発
信を行っていた。いわゆるホームページは，近時の集客に不可欠なツールであ
ることがうかがえる。
(5) 個人事件を許容する型と不可型
どちらかというと，個人事件を認める事務所が多いように思われたが，そこ
には，個人事件の受任を認めることで，勤務弁護士に経営者感覚や営業能力を
確保してほしいという期待が感じられた。ただし，勤務弁護士の個人事件の収
入も完全にオープンにして，その収入から決められた割合の金額を事務所に支
払うことをルール化するなど，事務所事件に支障がないようにすることが大前
提で，それが守られているから，うまく運用されているように思われる。
個人事件の受任を認めない事務所の考え方としては，組織で運営しようとし
ているにもかかわらず，個人の売上が主要なモチベーションになってしまうと，
組織一体型事務所の運営に好ましくないという思考が感じられた。
(6) 勤務弁護士との契約内容－雇用型と委任･請負型
事務所によって大きく分かれた。社会保険料の負担という経費の部分に関わ
る。
(7) 勤務弁護士の待遇－固定給制と歩合給制
これも経営弁護士の考え方により分かれるが，どちらかというと歩合制を認
める事務所が多いように思われる。ただ歩合評価を適切，公平に行うことは非
常に難しいのが実態のようだ。
個人の売上は客観的に数字として明確に表れるが，処理の大部分を事務職員
が行う事件の歩合基準や，受任しやすく報酬も比較的多く見込める事件を担当
する弁護士と，労の多さに比して売上額があまり見込めない種類の事件を担当
する弁護士との間の公平性の確保の問題，事件の配点自体の公平性の問題も生
じる。また，それ以外の評価項目をどう選び，どのように評価するのかについ
ての検討も，経営弁護士に大きな負担が求められるものと思われる。
(8) 健全経営
顧問契約を重視し，顧問の顧客を積極的に獲得する営業を展開する事務所も
あるが，多くは，長期間にわたる成果として 100 社から 200 社を超える顧問契
約先を確保しているところが多かった。
また，経営計画を立てて，それを達成するために具体的な取組みを行ってい
る事務所が多いことも印象的である。
(9) コミュニケーション
3
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朝礼，幹部会議，所員全員の会議，各種委員会，個別面談の実施が多い。
(10) 事件管理
事件管理は個別面談で行う事務所が多い印象がある。
(11) 営業戦力としての事務職員の活用
事務職員を顧問契約の獲得・維持あるいは企業などとの人脈形成の業務に積
極的に活用しようとする事務所の存在が印象的であった。
(12) 事務職員の役割に対する認識
いずれの事務所も事務職員の役割を重視しており，弁護士の補助職として非
常に活躍していることが推測される結果であった。
７

まとめ
本シンポジウムでは，パネルディスカッションにて，日頃あまりオープンにさ
れない事務所経営のノウハウや極意などを，実際に先進的な事務所経営を行って
いるパネリストに紹介していただくことを予定している。
当日，当分科会の会場に多くの弁護士や事務職員の方々が参加され，夢と希望
を持てる明日の事務所作りに役立つ情報を得ていただきたく願うものである。

第２

訪問先事務所ごとの報告

１ Ａ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
数年前に，所属する弁護士・事務職員全員で事務所理念を策定した。新しい
弁護士・事務職員は理念等を見た上で入所してくる。経営理念を事務所内で共
有することで，社会に役立つ仕事をしているという誇りが生まれ，意欲の向上
が期待できる。
(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
集客のためには，地域で一番の規模と知名度が必要であるという観点から，
積極的に弁護士を採用し，広告宣伝にも力を入れている。
事務局内に経営企画部という部門を設置し（2～3 人程度），ウェブサイトの管
理，ＴＶ，ラジオ，新聞等各種媒体での広報を担当させている。また，同部門
の事務職員を代表の代理として各種会合に参加させるなど，人脈構築による営
業活動も担当させている。
また，広告宣伝費に多額の費用をかけているが，多くの弁護士が所属している
ため，弁護士一人当たりの負担金額で見ると，さほど大きな負担にはなってい
ないことになる（売上の 10％強）。
弁護士数が多いため，代表弁護士は経営（マネジメント，集客，営業等）に十
分な時間をとることができている。
(3) 来客予約・利害相反チェック・受付・相談の方法
外部からの電話は，専属の受付（3 人程度）で応対するようにしている。受付
対応はマニュアル化しており，これにより，事務職員の属人性に任せるのでは
なく，事務所組織として標準的な対応をとることができている。
4
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利益相反のチェックは，予約受付時に事件の相手方の氏名を確認することで
行っている。初回相談は，原則として弁護士が１人で対応している。
(4) 受任率アップの方法
弁護士数の拡大，積極的な広告活動により，地域一番の規模と知名度を得て，
事務所自体の信頼を高めている。
(5) チーム制の採用と事件の配点方法
チーム制（企業法務，交通事故，離婚，相続）により専門性を高めている。
事件の配点方法については，あらかじめ相談枠をシフトで割り振っておき，
新件は，予約の電話があった時点で相談枠に割り振られた弁護士が担当し，受
任に至ったときは，原則としてその弁護士が事件を担当する取扱いにしている。
(6) マネジメント
①

弁護士から事務職員への業務依頼の仕組み（弁護士と事務職員のペア制，
チーム制，事務局制等）
事務局体制としては，総務（予約受付 3 人程度，経理，その他雑務）・事
件担当（事件の処理等）・経営企画（マーケティング等）となっている。
弁護士 1 人に担当事務職員 1 人をペアとして付けているが，担当するの
はスケジュールや伝言の管理，弁護士会会務に限っており，受任事件の担
当についてはペア制をとっていない。本来は，1 人の弁護士について 1 人の
事務職員が全てを担当するのが理想と考えているが，担当する弁護士によ
って事務職員の負担に不公平が生じることから，このような体制をとって
いる。

②

事務所内のコミュニケーションの在り方，理念の徹底方法
事務職員のみで朝礼を行っている。弁護士は，チームごとに勉強会を行

っている。月 1 回，弁護士 5 人，事務職員 3 人程度で事務所の経営会議を行
っているほか，弁護士・事務職員合同で懇親会を開催している。年に 1 回，
総会を開催し，１年間の経営計画や数値目標を協議している。
③

新人弁護士への仕事の教え方
指導担当弁護士をつけ，入所後 3 か月間程度，相談等に同席する。

④

事務所の事件解決能力，マネジメント能力のアップ方法
チームごとに勉強会を行っており，クレーム対策の研修を行っている。

⑤

モチベーションアップの方法
事務所の収支を毎月開示しており，勤務弁護士や事務職員にも事務所の

経営について意識を持ってもらっている。
勤務弁護士には，
「自分が案件を処理した」という喜びを味わってもらう
ため，信頼して仕事を任せている。事件の処理は任せるが仕事の管理は行
う。任せることと管理することのバランスが大切と考えている。
⑥

事件の管理方法
弁護士に対する 3 大クレーム（横柄，遅い，連絡がない）を防ぐため，依

頼者に１か月間連絡をしないとアラームが鳴るシステムを検討している。
代表が，各勤務弁護士の執務状況について，4 か月程度に 1 回の割合でチ
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ェックを行っている。
⑦

経営者としての役割
弁護士・事務職員が職場で生き生きと働くことができ，仕事にやりがい
と喜びを持てるようにすること。所員が幸せになることを自らの最大の喜
びとしている。

(7) 事務職員が活躍する方法
事務職員の教育費用を事務所が負担し，資格取得援助制度（事務職員が資格
を取得するための費用を援助する制度）も設けている。日弁連事務職員能力認
定試験合格者には手当を支給している。なお，事務職員の人事評価制度を導入
している。
また，事務職員に対しては，有給休暇の消化を義務付けている。事務職員に
有給休暇を与えても，義務にしないと事務職員は休まないと思う。
事務職員の能力に応じて役割を与えている。事務職員に書面を書いてもらう
こともあるし，交通事故案件で損害の計算をしてもらうこともある。相続など
のセミナー講師，家計診断などもやってもらっている。
(8) 売上アップの方法
弁護士には，各自一定の数値目標を設定してもらっている。
(9) 業務の効率化
ＩＴ化を積極的に推進している。特に「オフィス 365」，
「セールスフォース」，
「マネーフォワード」といったクラウド型ソフトウェアの導入により，いつで
もどこでも仕事ができるようにし，所員が出産・育児の関係で事務所に出勤で
きないときでも，自宅で仕事ができるようにした。所員のモバイルＰＣの購入
については，半額援助している。
(10) 健全経営の方法
年一回の全体経営計画会議や半年後の半期総括などにより，所員全体で経営
を検討している。
(11) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人事件の受任を認めており，事務所の備品や事務職員の使用も認めている。
勤務弁護士が個人事件を受任したときは，50％を事務所の収入とし，50％を
勤務弁護士個人の収入としている。
個人の人脈で収入を得た場合は，事務所の宣伝費等はかかっていないので，
事務所の事件より歩合を上げるという考え方をとっている。また，個々の弁護
士が人脈を構築していくことは，事務所のためにもなると考えている。
(12) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
請負契約。
(13) 事務職員及び弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
地域では圧倒的な知名度を誇っているので，採用には困っていない。合同就
職説明会を利用しているが，成績優秀で人物としても魅力があり，理念に合う
と考える修習生を採用している。採用した勤務弁護士が独立を希望したときは，
仕方がないと割り切って考えている。
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(14) 弁護士・事務職員の待遇
勤務弁護士に対しては，固定給として最低額を保証した上で，歩合制も導入
している。勤務弁護士に対する給与は，
【固定給】＋【歩合給・
（売上金額－150
万円）×10％】としている。
固定給で一定の保証をした上で，歩合給は，少なくとも毎月 150 万円は売り
上げてほしいという意味で，上記のとおりの計算式を採っている。
（15）事業承継
今後の課題である。
２ Ｂ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
①

経営理念
事務所と関わりを持つ人（依頼者，スタッフ，所属弁護士，紹介者，協
力者）の幸せを願う。

②

経営方法
ア

所属弁護士の長所を生かし，組織としての質の高い業務を提供する。

イ

顧客が求めている専門性のある法律事務所を目指す。

ウ

弁護士が少ない地域において，顧客が抱えている種々の法律問題を解
決する。

エ

弁護士，スタッフの増員で業務時間の短縮と生産性の向上を図る。

オ

顧客の期待に応えることができるか否かという観点から事務所の業務
全てを見直し，顧客の期待に応えるサービスを創造する。

(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
①（考え方）依頼者に必要とされるサービスを提供するために，各弁護士及
び事務所全体のレベルアップを図り，質の高い業務体制にあることを広く
認知してもらう。
②（営業活動方法等）当初は，ホームページなどインターネット上の営業を
重点にしていたが，現在は他の士業などの提携先（会計事務所，司法書士，
保険代理店，整骨院等）及び顧問先からの紹介に重点を置いている。
また，顧問先などに対するセミナーの実施やニュースレターの送付及び
初回相談料を無料とすることも集客の一環である。
(3) 来客予約・利害相反チェック・受付・相談の方法
多くの弁護士が所属しているので，初回相談のスケジュール調整がしやすい。
利益相反は管理ソフト「護」でチェックしている。
(4) 受任率アップの方法
弁護士の数を増やすことにより受任率は向上すると考えている。
(5) チーム制の採用と事件の配点方法
チーム制を採用しており，事件ごとに所長が交通事故，相続，労働の各チー
ムに所属している各弁護士に配点する。
配点に関する各弁護士の希望は，所長が月 1 回行う個人面談で尋ねることに
している。
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(6) マネジメント
①

弁護士から事務職員への業務依頼の仕組み
事務職員に対する指示は，各弁護士が個別に行っている。
ＷＥＢ，ＰＣ，採用，会計の各部門につき，それぞれに担当事務職員が
いる。

②

事務所内のコミュニケーション，理念の徹底方法
所属弁護士及び事務職員に対しては，所長からの経営計画，所内報など
で周知徹底している。

③

新人弁護士への仕事の教え方
新人弁護士に対しては，先輩弁護士が担当する個別の事件を通して指導
し，また，採用後 1 年間は他の弁護士が同席することにしている。

④

事務所の事件解決能力，マネジメント能力のアップ方法
各弁護士が得意分野，やりたい分野の事件を担当し，事件処理を通じて能

力アップを図っている。
⑤

モチベーションアップの方法
各弁護士が，取り組みたい案件を処理し，その事件処理を通じ，おのずか

らモチベーションがアップしていく。
⑥

事件の管理方法
管理ソフト「護」により事件管理を行っている。

(7) 事務職員が活躍する方法
多様な仕事を行ってほしい。ＷＥＢと会計に関する能力は高い。
(8) 売上アップの方法
①

問合せ→相談→受任→事件解決までの流れの合理化し，スピードアップ
を図るとともに，相談率・受任率を上げる。

②

業務の専門レベルを高くし，単価の高い案件の相談・受任を増やす。

③

紹介案件を重視する。
交通事故の紹介元は保険代理店，整骨院，病院が多く，他の案件は税理
士，社会保険労務士など士業からの紹介が多いので，ニュースレターの送
付，セミナーの開催などで関係を維持する。

④

潜在顧客を増やすため，初回相談数を増やし，ニュースレター等を送り，
関係を維持する。

⑤

得意分野を深め，新しい担当分野を広げる。

⑥

経営基盤を安定化させる。

(9) 健全経営の方法
(8)と同様である。
(10) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人事件の受任は認めない。事務所という組織に入った以上は，組織の仕事
のみを行うべきであり，個人としての事件受任は認められないと考えている。
(11) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
雇用契約。
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(12) 事務職員及び弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
就職説明会に参加し，2～3 回面接し，人物を見て採用することにしている。
面接で重視することは，性格が素直か，人間的な魅力があるかどうかである。
定着率を上げるため，所長と勤務弁護士がそのキャリアプランを一緒に検討
するようにしたい。
(13) 弁護士・事務職員の待遇
弁護士は固定給と歩合給であり，歩合給は担当事件の売上を基にした算定に
営業や教育への貢献を加味している。弁護士・事務職員とも社会保険等に加入
させている。
(14) 事業承継
多くの弁護士が事務所に参加することで，事業承継は図られていく。
３ Ｃ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
①

全体
ア

弁護士はサービス業だと考えている。自分を認識してもらい，売り込
むことが大切。

イ

妥協しない，手抜きしない文化を擦り込む。

ウ

決して拡大を目指しているのではない。弁護士 2，3 人で顧問をケアす
るのでもよい。

エ

3 つの柱を持ちたい。３つ持つことでリスクヘッジが可能となる。コア
となるのは顧問（企業法務），家事，事故。

オ

勤務弁護士に「仕事は自分でとってくるという姿勢」を身につけさせる。
それが勤務弁護士自身のためになる。

カ

勤務弁護士には「事務所を自分のクライアントと思ってくれ」と言って
いる。クライアントに対しては最大限の成果を出す。

キ

顧問業務がＣ事務所のコア業務である。弁護士数が増えた場合，ネッ
ト経由の顧客は他に流れることがあっても，顧問先はいきなり減らない
と考えているからである。

②
ア

特に顧問業務に対する考え方
社労士，税理士とのランチで，10 社と顧問契約を結びたいと言ったと
ころ，社労士等から少ないと言われた。社労士や税理士は 100 社単位で顧
問先がある。弁護士も同じようにできないはずがない。着手金成功報酬の
従来型の報酬体系で収入を得ると税金がかかる。着手金よりも顧問料によ
る継続的な収入がある方が良い。

イ

顧問契約を締結することは，事務所にとって名誉である。企業法務部長
の顧問契約締結の熱意が事務所に伝わっている（企業法務部長は，事務所
を受け継ぐ可能性がある。そのため，事務所を良いものにする必要がある。
そして，企業法務部長は，顧問契約が事務所の骨であると認識している。）。
また，顧問契約締結は賞与の査定要素となっている。
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ウ

顧問は携帯電話のような使い勝手の良さを目指している。携帯電話は，
いったん使い方を覚えたら手放せなくなる。顧問弁護士もそれと同じ感
覚で使ってもらう。顧問契約は企業活動にとってなくてはならない存在
と思ってもらう。

(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
①

顧問先獲得方法
ア

名刺交換した数と顧問数は比例する。出会いの数を増やすことが必要
である。名刺交換をしていると，人脈をもっているキーマンに出会うこ
とがある。経営弁護士自身，何度も会食して関係を作った。

イ

機会があったときにしっかり覚えてもらう。覚えてもらっていたら，
何かあったときに相談してくるはずである。

ウ

顧問を提案するタイミングは，相談が来たとき。最初に接触した時に
関係を作っておく。

エ

顧問を売り込む考え方は，法務部のアウトソース。

オ

顧問契約を取るまでの流れとしては，紹介してもらった会社との連絡
を絶たないようにする。その後，問題が生じたときに顧問を提案すると
いう流れになる。

カ

顧問の提案方法として，着手金を取らずに，顧問料のみで事件対応を
するようにしている。

キ

周りに多くの人脈を持っている人と仲良くなり，その人に紹介しても
らうようにしている。

ク

セミナーの活用方法について，一般的に，弁護士はセミナーをする際
に顧問契約の提案まではしていない。Ｃ事務所では，セミナー後に参加
の御礼という名目でアフターフォローの電話，アンケートを送付する（顧
問に興味があるかなど）。法改正についてのセミナーは顧問獲得に結び
付きやすい（今なら社会福祉法人の法改正。理事や監事，評議員になる
こととセットで金額を提示する。）

②

顧問先維持
ア

顧問先との会食を頻繁に行っている。顧問デーを作って，企業チーム
の弁護士が定期的に顧問先に電話すしている。営業担当者が御用聞きや
雑談をしてニーズを拾い上げる。

イ

顧問先は 200 社以上あるが，このうち，案件が動いているのは半分も
ない。そのため，御用聞きという制度を設けている。この制度は，事務
所（担当する弁護士）から定期的に顧問先に連絡する，というものであ
る。

ウ

ニュースレターは，新規の顧問先の開拓よりも，既存の顧問先の維持に
効果的である。

③

ウェブマーケティングについて
マーケティングのベースはウェブサイトである。更新しないと閲覧数が落

ちるので，こまめに更新するようにしている。ＳＥＯ対策やリスティングの
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ために月 100 万円程度を支出している。家事部の来客のうち，6～7 割はウ
ェブサイト経由である。事故部も同様。一方，企業法務部についてはウェブ
サイト経由の来客はほぼゼロである。
(3) 来客予約・利害相反チェック・受付・相談の方法
業務管理ソフト「セールスフォース」や「護」でチェックしている。
(4) 受任率アップの方法
弁護士ごとの事件受任率の差は，あまり出ていない。事件受任率のレポート
はあるが，弁護士に対して受任率の指摘をすることはあまりない。受任につい
てのマニュアルはないが，指導はみっちりやっている。
なお，企業から相談があった場合に，スポット契約，顧問契約のいずれも締
結できなかった場合には，注視するようにしている。また，交通事故の相談が
あった場合に，重傷事故で受任できなかった場合も，注視するようにしている。
(5) チーム制の採用と事件の配点方法
企業法務部，事故部，家事部の 3 つの事業部がある。事務職員も事業部に所
属する。事業部以外に総務・経理担当の事務職員が 1 人いる。また，全ての事
業部を所長と一緒に見る事務局長，副事務局長もいる。
(6) マネジメント
①

幹部会（ランチミーティング）
幹部会に参加するのは所長，各事業部長，事務局長，副事務局長である。
狙いは，「①所長弁護士の悩みを共有②経営者目線をつけてもらう③裸の

王様にならない④所長弁護士の独断で決めたのではなく，幹部会で決めたと
言える」という点にある。
②

朝礼，終礼など，事務所のコミュニケーション，理念の徹底方法
朝礼では，本の紹介を行っている。本の紹介は，紹介者がその本の中の

読んでほしいと思う部分を 5 分間で各人に読んでもらい，各人の感想を 10
分間で発表する，という流れで行っている。なお，本の紹介では，本を通し
て，言いたいことを伝えたりするので，面白い。
事務所では，都銀の受付のような緊張感を維持するようにしている。緊張
感が緩んだときは，所長弁護士が意図的に大声を出したりして締めるように
している。
③

新人弁護士への仕事の教え方
新人は，法律相談に兄弁と一緒に入るようにしている。一人で入るよう

になる時期は新人によって異なる。
④

モチベーションアップの方法(バリュー報告会（月 1 回）)
月 1 回，午後 6 時から 8 時までバリュー報告会を実施している。この会は，

各自がそれぞれのバリュー（1 か月の成果）を発表し，それを聞いた各人が，
評価する弁護士 1 人・事務職員 2 人を選び，その結果を集計して表彰し，賞
金を与えるというものである。選出されて感動し，涙した事務職員もいる。
(7) 売上アップの方法
月 1 回の会議で売上目標達成状況を確認している。
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(8) 健全経営の方法
顧問業務をコア業務に据えること。地域の弁護士数が増えた場合，ネット経
由の顧客は他に流れる可能性があるが，顧問先はいきなり減らないと考えてい
る。顧問業務については，まだこれに注力している弁護士は少ないように思う。
(9) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人事件の受任を認めており，事務所への納付率は 3 割としている。
(10) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
委任契約。
（11）待遇
報酬は，固定給と年末賞与である。年末賞与は，売り上げに完全連動する歩
合制である。そのため，年末賞与で各人の差が出る｡
４ Ｄ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
悩みを解決して喜んでもらえることが弁護士の仕事と考え，
「ここに相談にき
て良かったと思ってもらえる事務所」，「ここで働いてよかったと思ってもらえ
る事務所」を目指している。
(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
弁護士の多さは，それ自体信用に繋がり，依頼者への迅速な対応が無理なく
可能となるため，着実に弁護士数を増やしてきた。新人弁護士の教育時間の確
保等の理由から，仕事が増えてから弁護士を増やすのでは遅いと考えている。
セミナーの開催，異業種交流，インターネットの活用，各種広告等により相
談者を獲得し，相談者に対しては丁寧に応対し，弁護士が勉強と準備をして，
迅速に事件処理をしてきたことで，顧客を増やせたと考えている。
(3) 来客予約・利害相反チェック・受付・相談の方法
新しい相談の受付は，電話やメールで受け付け，まず事務職員が相談者と相
手方の氏名と相談内容の概要を聞き取る。氏名を聞くのは，利益相反チェック
のためであり，教えてもらえない場合は原則として相談を断る。相談内容の概
要を聞くのは，弁護士の準備のためである。その上で，弁護士から本日中に折
り返し電話する旨を伝えて受付作業を終える。
受付を行った事務職員は，パソコンで 1992 年以降の事件を対象に利益相反チ
ェックを行い，その結果も記載した新件相談メモを作成し，指名された弁護士
又はその日の新しい相談を担当する弁護士（新件担当弁護士）に回す。
相談の申込みに迅速に対応できるようにするため，当番制の新件担当弁護士
を決めており，弁護士の指名がない新件は原則として新件担当弁護士が担当し，
得意でない分野等については，同弁護士が他の弁護士に回すことを認めている。
なお，新人は半年経過後位から新件担当弁護士を担当するようになる。
新件相談メモを受け取った弁護士は，原則としてその日のうちに相談者に電
話し，電話で助言したり事務所への来所日時を調整・決定する。なお，利益相
反や事件内容等の理由で受任できないものについては，弁護士が上手に断る。
(4) 受任率アップの方法
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迅速で丁寧な応対を心掛け（5 分以上お待たせしない，飲み物はメニューから
選んでもらう，子供連れ用の絵本を準備しておく，急な雨に備えビニール傘や
タオルを備え置く等），来所した相談者に事務所のファンになってもらえるよう
にしている。
(5) チーム制採用と事件の配点方法
チーム制は採用していない。相談を担当した弁護士が事件を受任する。弁護
士が複数で事件を担当することも可能である。
(6) マネジメント
①

弁護士から事務職員への業務依頼の仕組み
各弁護士の執務スペースの出入口付近にワゴンが置かれており，事務職員

がワゴン下段の青色，黄色のクリアファイルを回収し，また，事務職員がワ
ゴン上段に赤色のクリアファイルを置くことによって，事務職員と弁護士が
連絡を取り合っている。
事務職員は，30 分に 1 回，ワゴンからのクリアファイルの回収を行う。
このような方法をとっているのは，事務の非効率化を避けるためである。
弁護士が必要な都度，事務職員を呼び付けると，呼ばれた事務職員の仕事は
中断することになる。仕事の中断はミスの原因になるほか，中断後に再び中
断前の状態に戻るには時間がかかる。
青色のクリアファイルは，パート職員向けの単純作業の指示用。黄色のク
リアファイルは，正職員処理事項の指示用。赤色のクリアファイルは，弁護
士処理事項伝達用。
郵送の締切りは，誤送付防止等のため事務職員がチェックする時間を確保
するべく，午後 4 時にしている。午後 4 時以降のものは，翌日に回している。
②

事務所内のコミュニケーション，理念の徹底方法
朝礼（10 分位）は午前 9 時から弁護士，事務職員全員出席で行っている。
朝礼では，一日の予定の確認や連絡事項の伝達ほか，挨拶の練習や笑顔で

ハイタッチを行っている。
終礼は午後 5 時から行っている。その際，残業が必要な事務職員は残業を
を申告する。これは残業減少につながっている。
名刺の裏に経営理念を記載している。
③

新人弁護士への仕事の教え方
新人弁護士は，半年から一年は所長の隣の席を使い，所長と一緒に行動す

るようにしている。一定期間経過後は，新人弁護士が単独で事件を処理する
が，所長が完全に目を離すことはなく，気が付いたことを新人弁護士に助言
するようにしている。小さいミスや失敗の経験は成長につながると考え，目
をつむるが，致命的なミスや失敗をしないよう目を光らせている。
④

事務所の事件解決能力，マネジメント能力のアップ方法
各種会議（事務所会議，弁護士会議，総務課会議，業務課会議，弁護士個

別ミーティング，パート会議）を定期的に開き，色々な意見を吸い上げ，ル
ール等の改善に反映させている。
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業務改善提案制度を設け，改善点について提案を受け，検討して採否を決
定することにしている。
各種会議，事務職員の日報，弁護士の個別ミーティング，電話等の伝言メ
モ等からマイナスの芽を察知し，毎日の朝礼・終礼，各種会議，弁護士の個
別ミーティング，随時実施する個別面談でその芽を摘むようにしている，
⑤

モチベーションアップの方法
顧客のアンケートに良いことが書いてあれば，朝礼・終礼の際に褒めるこ

とにしている。良い業務改善提案をした人や皆勤の人を表彰する。
誕生日には，一言を添えたバースデーカードとプレゼントを贈呈する。
社会保険を完備し，退職金の積み立てもしている。毎年査定（自己評価→
課長評価→所長評価）を行い，賞与や昇給に反映させている。
⑥

事件の管理方法
相談を受けた事件については，6 桁の数字に弁護士を特定するアルファベッ

ト又はカタカナを付した事務所の整理番号をつけ，記録はその番号順に鍵の
ある記録庫に収納し，データ等は業務管理ソフト「護」で管理している。
毎月 1 回弁護士と事務職員とのミーティングを行い，各事件の進行状況や
問題の有無を管理している。
(7) 事務職員が活躍する方法
新人事務職員を総務課，業務課それぞれの先輩事務職員が教育している。事
務職員には，弁護士会の研修や日本電信電話ユーザー協会の講習にも参加させ
ている。
事務所内で開催されるセミナーで，事務職員でも受講させた方が良いものは
受講させている。
(8) 売上アップの方法
ウェブサイトや弁護士ドットコムの掲載内容の充実，セミナーの講師を務め
る等により，新規相談を誘引するとともに，迅速で丁寧な応対で満足してもら
いファンを増やそうと努力している。
顧問先や知人も含めてファンになってくれた人は，他の人に事務所の良さを
ＰＲしてくれるので，売上アップに繋がっている。
(9) 健全経営の方法
特定の分野に注力し過ぎると，その分野の動向に事務所経営が左右されるこ
とになるので，いろいろな分野の受任ができるように心掛けている。
また，朝礼・終礼での情報共有，事務処理のルール化等により，無駄な作業
や時間を削ることにより，事務所としての生産性の向上を心掛けている。
弁護士や事務職員が倒れる等しても支障がないように，事件の進行状況の見
える化を図っている。
(10) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人事件の受任を認めており，事務所の備品や事務職員の使用も認めている。
弁護士が個人事件を受任したときは，50％を事務所の収入とし，50％を弁護
士個人の収入としている。
14
－ 134 －

経費は，事務所で立替払した上，毎月１回負担金と共に清算している。
(11) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
雇用契約。
(12) 事務職員及び弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
弁護士は，事務所説明会，採用試験を経て採用している。事務職員は，職安
で募集し，書類選考・採用試験を経て使用している。事務所内の人間関係の調
整は，事務職員については課長が行い，事務職員の課長や弁護士への不満は所
長が調整する。
(13) 弁護士・事務職員の待遇
5 年目以降の弁護士は，事務所事件・個人事件とも 50％を事務所の収入とし，
50％を弁護士個人の収入としている。
毎月定額を支払い，それを超える部分は，年 3 回の賞与で支払っている。会
費は自己負担。4 年目までの弁護士には，定額の給与（毎年昇給あり）及び賞
与を支払っている。
正職員である事務職員には，定額の給与及び賞与を支払っている。パートは，
時給である（多少の賞与あり）。
(14) 事業承継
法人化を検討している。
５ Ｅ事務所
(1) 経営理念，理念経営の手法，理念を体現する経営方法
事務所の経営理念は，「事件処理を 1 件 1 件丁寧に行うこと」である。
年 4 回開かれる事務所全体会議において，各弁護士及び担当事務職員の目標
（改善すべき点を含む）を事務所全体で協議して立て，事務所の全員に発表し
て共有する。単に個人の思い込みだけではなく，他者からの指摘や評価を踏ま
えて，客観的で意義のある目標を立てて実行する。
(2) 営業の観点，営業活動方法，集客方法
営業は特に意識して行ってはいない。独立以来，順調に顧問先も増えて事件
も増えてきている。むしろ，抱える事件量が多いため，積極的に事件を取りに
いくことはしない。そのため，ウェブサイトも単なる事務所の紹介だけで，売
り込みらしい内容は一切ない。事務所のパンフレットは，所長が自前のインク
ジェットプリンターを用いて，上質な用紙を用いて自作したものを用意してい
る。これも，単なる事務所の紹介であり，売り込みらしい内容は一切含まれて
いない。
（パンフレットが自作なのは，事務所の変化を適時反映させる為である。）
(3) 来客の予約，利害相反チェック，受付，相談方法
飛び込み相談も受けるが，原則として予約制。誰が相談対応するかは，その
時々で所長が決める。利害相反は，事務所のパソコンを用いて管理している。
(4) 受任率アップの手法
特に意識していない。自然体である。
(5) チーム制の採用と事件の配点方法
弁護士 1 人に職員 2 人が固定して担当することになっている。
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離婚チーム，交通事故チーム，医療裁判チーム等といった専門的なチーム制
は採用していない。このようなチーム制にすると，その弁護士が辞めたときに
事務所に穴ができる危険があるためである。したがって，各分野の案件を少な
くとも 2 人の弁護士が担当するようにしている。
上記のとおり，各分野の案件を複数の弁護士が担当するようにしているが，
そのような態勢においても各弁護士が得意分野を持てるように配慮しながら，
所長が案件の担当者を決めている。
(6) マネジメント
①

弁護士と事務職員のペア制，チーム制，事務局制など（弁護士から事務職
員への仕事の頼み方の仕組み）
1 人の弁護士に 2 人の事務職員が割り当てられており，担当事務職員を固定
している。ちなみに，弁護士は 4 人，事務職員は 10 人の体制である。

②

朝礼，終礼など，事務所のコミュニケーション，理念の徹底方法
朝礼，終礼は行っていない。事務所内のコミュニケーションに関しては，

毎日，多目的室で弁護士，事務職員が一緒に昼食を摂るようにしている。全
員が参加することはできない（昼食時間帯の受付当番がある。）が，大半が一
緒に昼食を食べながら，情報交換がなされる。この会話で，事務所内の問題
が把握できる。
年に 4 回，事務所会議（全員参加）を開催して，事務所の問題について協
議している。
③

新人弁護士への仕事の教え方
入所後 1～2 年間は，所長が新人弁護士と一緒に事件を担当して指導・教育

する。
④

事務所の事件解決能力，マネジメント能力のアップ方法
弁護士・事務職員ともに，ミスを犯した場合は「インシデント・アクシデ

ント報告書」を作成し，メールで全員に回覧する。必ず原因を割り出し，防
止策を検討して，その内容を事務所全体で共有する。必ず実行しなければな
らないようにしており，適当にごまかすことは許されない仕組みにしている。
また，困難な事案を処理した場合，そこで入手したノウハウを簡潔にまと
めて，パソコン上で共有できるようにしている。
現在の問題は，新しくクラウド型のシステムを導入しようとしているが，
その場合に現在のシステム及びデータの全てが引き継げそうにない点である。
⑤

モチベーションアップの方法
弁護士の年俸の額は，各弁護士が納得できるように協議して決めている。
また，各弁護士の個性を考えて事件の担当を決めている。現状では，弁護士
が事務所の待遇に満足して，自ら事件や顧問先を開拓しようとする積極的姿
勢，意欲が感じられないことが悩みである。
事務職員に関しては，先輩事務職員が作成した事務マニュアルを基に後輩

事務職員を指導する体制を作り，事務職員全員が協力して事務スタッフ全体
のレベルアップを図るように配慮している。
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⑥

事件の管理方法
所長が，適宜管理している。場合によっては，所長から担当弁護士に事件
処理のスピードアップを促すこともある。

(7) 事務職員の活躍方法
事務職員が独自に営業活動等をすることはないし，させない（非弁の問題が
ある。）。事務職員は，補助職の仕事に専念してもらっている。
事務職員には，日弁連事務職員能力認定研修及び試験を受けさせ，更に簿記 3
級の資格も取得してもらっている。
(8) 売上アップの方法
特に売上アップの為に何かをするということはない。事件処理を適切に行っ
ていれば自然と事件は増えてくる。
(9) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人事件の受任は自由だが，報酬は全て事務所に入れてもらう。その際，各
弁護士のモチベーションを削がないようにするため，各弁護士名義の預金口座
を作成して，各弁護士の売上げはその口座に入金してもらう。ただし，その口
座は事務所が管理し，最終的には，お金は事務所（所長名義）の口座に移す。
(10) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
委任契約。
(11) 事務職員，弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
地元新聞や地元大学の求人広告などで募集をかけ，所長が面接の上，採否を
決定する。採否に当たっては，個人の態度，性格（協調性，明るさ等）を重視
する。
事務所内の風通しを良くしていれば，自然と離職率は低くなる。
職場の物的環境は，かなりゆとりある空間であり，床下冷暖房を入れるなど
しており，最新，快適，清潔，かつ綺麗な事務所である。これも離職率を低く
する上で重要であると思う。
(12) 基本的な弁護士，事務職員の待遇
弁護士の報酬については，毎年，前年の売上げと，金額には現れない各人の
事務所への貢献度（顧問先の相談対応，クレーム処理など）を併せ考えて，所
長が直接，各弁護士と面談協議の上，翌年の年俸を決定する。単純計算すると，
その弁護士の売上金額の 80％もの報酬をもらう弁護士がいる。ただ，事務所全
体としては事件報酬と同額程度の顧問料収入があり，所長以外の弁護士にも顧
問先への丁寧な対応に努めてもらえれば，全体として上手く回っていくと思っ
ている。事務職員に関しては，歩合制はない。
(13) 事業承継
ゆくゆくは，個人経営から法人経営に改めて，事業承継を図る予定である。
事業承継は無理なくできると考えている。
６ Ｆ事務所
(1) 経営理念，理念経営の手法，
プロとして，結果はもちろん，解決に至る過程にこだわり，
「他ではなく」
「当
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法律事務所に依頼してよかった」と感じていただき，「満足」を超えた「感動」
を追求するために，一体となって日々努力する。
たとえば，交通事故案件の専門的解決（適正な賠償金の獲得）と被害者が安
心して新しい生活に踏み出せる日までしっかり寄り添う「トータルペインケア
の法律事務所」を目指す。
(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
法律事務所の敷居が高い最大の原因は，やはり弁護士からの情報発信が少な
すぎること。誰でも気軽に相談できる弁護士であることを実践し，迅速・的確
なリーガルサービスを提供するよう心掛けている。
受任事件全体の 80％が交通事故案件であり，その紹介ルートはウェブサイト
が 60％，その他が 40％。
医師，弁護士，保険代理店などの勉強会による被害者支援ネットワークを広
げることで，多様な情報を発信する。マーケティングの特色はウェブサイトと
地上戦の両立であり，今後は地上戦により力を入れていきたい。
交通事故のウェブサイトの更新は，所長自らが行っている。事務所の維持発
展のため非常に大切な要素であり，所長自身のこだわりもある。
(3) 利害相反チェック
業務管理ソフト「護」に依頼者及び相手方の氏名を入力してチェックをして
いるが，依頼のほとんどが交通事故の被害者であるので，利害相反の問題が生
じることはほぼない。
(4) 受付，相談方法，受任率アップの手法
受付の段階で，事務職員が詳細な事案の聞取りを行い，相談に来たときには
既に受任が決まっているという状況にしたいと考えている。
事前に相談の内容が分かると予習ができ，その結果，相談者から弁護士への
信頼が増して受任率が上がると思う。
(5) チーム制の採用と，事件の配点方法
全員が交通事故を担当しているという意味ではチームはないが，営業活動は，
損保代理店担当，整骨院担当，整形外科医担当と，営業先ごとに分けている。
所長はいずれのチームにも関わっている。事件処理は弁護士が単独で対応する。
事件の配点は所長が行う。 受付段階で事務職員が事案の聞取りをしておいた
上で，事案の内容と各勤務弁護士の能力に応じて担当してもらっている。
ただし，その結果，訴額の高い事件が特定の勤務弁護士に集中してしまってお
り，今後改善の余地はある。
一般民事事件は多くないが，個々の勤務弁護士の希望に応じて担当してもら
っている。
(6) マネジメント
所長が主任として関与している事件は少ない。勤務弁護士のサポートとして
関与しているのが 20 件程度。ほとんどが一般民事事件であり，勤務弁護士の経
験が少ないことからサポートを行っている。
所長はウェブサイトの管理，事務職員や勤務弁護士の人間関係の調整，損保
18
－ 138 －

代理店・整骨院・整形外科医等との交流を担当している。
①

仕事の頼み方の仕組み
事務職員は，全員が交通事故案件を担当している。弁護士と事務職員の

ペア制。弁護士によって処理の仕方は同じではないので，担当制にメリッ
トはあると思う。
担当は，弁護士と事務職員の能力のバランスを考えて決めており，新人
弁護士にはベテランの事務職員を付けるようにしている。新人弁護士が入
所するごとに，全体の担当を入れ替えている。
②

朝礼，終礼など，事務所のコミュニケーション，理念の徹底方法
朝礼はある。終礼はない。定期的な事務所全員の会議はないが，一体性
を高めるため事務所全員で年に 1 回合宿，新年発表会などを行う。
弁護士会議，事務局会議はある。個々では，例えば事件処理が滞ってい
る弁護士がいれば，個別に面談や先輩弁護士からの指導を行っている。

③

新人弁護士への仕事の教え方
新人弁護士の相談への同席。2 か月程度で単独対応をするようになる弁護
士もいれば，6 か月程度，同席による指導が必要な弁護士もいる。

④

事務所の事件解決能力アップ方法
入所後は若手でもいち早く交通事故案件の匠，つまりプロとなれるよう
にしている。身体の部位別・症例別に特化した教育を行い，そのノウハウ
を所内で共有しながら組織力の強化とサポートの品質向上に努めている。

(7) モチベーションアップの方法
意欲を向上するための工夫として，例えば，案件について，希望の分野を積
極的に担当させている。本人の希望をできるだけ尊重する。
(8) 事件の管理方法
事務所会議等はないが，事件処理が滞っている（終結件数が少ない）弁護士
がいれば，個別に面談を行っている。
(9) 事務職員の活躍方法
事務職員の意欲を高める工夫として表彰は行っているが，効果のほどは不明。
事務職員については，事務長と次長に任せており，この 2 人が事務職員全体の
人間関係を調整したり不満を聞いたりしている。
所長は事務局長及び次長と定期的に面談を行って報告を受けるなどしている。
(10) 健全経営の方法
安定経営，つまり，収支のバランスのとり方について，勤務弁護士の報酬（給
与）が増えてきているが，幹部に対しては，人件費の総額は売上の 35％前後に
したいと伝えている。
事業計画は立てている。ホームページの充実や営業活動（代理店，整骨院等）
にも力を入れている。
個々の弁護士報酬の 3 倍程度を売り上げてほしいという希望はあるが，個々
の弁護士の売上げよりも，事務所全体としての売上げと人件費の比率に注意し
ている。それほど時間がかからないであろう事件について処理が遅い勤務弁護
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士もいる。所長から指導しているが，本来は，所長よりも先輩の勤務弁護士か
ら注意してもらった方がよいと思う。
(11) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人事件の受任は認めているが，ほとんど受任していないと思う。事務所へ
の帰属意識を高めるため，勤務弁護士に入る収入の割合は少なくし，その分賞
与で還元するようにしている。国選弁護報酬については，全額勤務弁護士の収
入にしているが，事務所の事件処理に支障がない程度とするため，国選事件の
受任は年間数件程度までにしてほしいと伝えている。
(12) 事務職員，弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
採用のチェックポイントは，事務所のカラーに合うか,プロ意識を持ってい
るか。妥協しないことを心掛けている。採用前に事務所に 2～3 日来てもらい，
事務所の業務を体験してもらい，起案などの採用試験も行っている。
(13)勤務弁護士の基本的な待遇（固定制，歩合制）
事務職員も含めて，人件費の総額は売上の 35％前後にしたいと考えている。
７ Ｇ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
私的利益だけでなく，地域社会への貢献を考える。経営理念は「地域社会の
一員として，地域の皆様により安価で質の高い法的サービスを提供し，社会に
貢献するとともに，事務所スタッフにとって働きやすい職場を作る」こと。
代表社員が中心となって，経営コンサルトに相談の上，次のような所員の心
得と経営の心得を作成した。
①

所員の心得
ア

お客様に対しても所員に対しても大きな声で挨拶をする。

イ

お客様の声を大切にする。

ウ

周囲の者に対する思いやりの気持ちを忘れない。

エ

報連相をこまめに行う。それが所員相互の信頼関係を生む。

オ

ルール，期限を守る。

カ

何事にも謙虚に素直に学ぶ。

②

経営の心得
ア

利益は社会貢献に対する報酬であると心掛ける。

イ

お客様を大事に考える。

ウ

所員の物心両面の満足を得られるような事務所にする。

エ

時代の変化に適合するよう，日々勉強する。

オ

経営者であると同時に社会正義を実現する法律事務所の所員としての
矜持を忘れない。

(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
代表弁護士は，事務所の外に出ていろいろな人と関わるのが基本的に好きな
タイプである。人と交わって，各種団体に加入し，自分の知り合いを増やして
いったり，お酒を飲んで交際するのは楽しく，営業をしたいという気持ちも強
かった。いろんな交際することも営業の一種であると考えている。
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(3) チーム制の採用と事件の配点方法
将来，3～4 人のチーム毎に，4～5 部門ぐらいの専門的な分野チーム制にして
いきたいという希望はあるが，現在，完全なチーム制はとっていない。ただし，
労働，知財の分野では，専門家をある程度養成しつつある。他方，勤務弁護士
は，専門分野は作っておきたいが，いろいろな分野に取り組みたいとの希望が
ある。比較的交通事故も多いが，全体の 30％もいかない。現在は，色々な分野
の仕事を行う中で専門家を養成していくという緩やかな形を目指している。
(4) マネジメント
①

事務所内のコミュニケーション，理念の徹底方法
事務職員，弁護士を含め朝 8 時半には出社している。8 時 50 分に朝礼し
て，大体 9 時位から仕事をする。
朝礼は，弁護士，事務職員全員の日程の確認のほか，経営理念の唱和，お
客様に対する声掛けの唱和等を行っている。

②

新人弁護士への仕事の教え方
相談受任事件は，担当弁護士が単独で行う。新人弁護士の最初の 3 か月程

度は先輩弁護士の相談に同席させる。また，先輩弁護士の尋問に同行したり
法廷に行ったりして，3 か月後ぐらいから 1 人で対応させるようにしている。
新人弁護士は，相談を受けた後，入所後 3 年目くらいまでは毎回代表弁護
士のところに来て，代表弁護士と協議して答えるようにしている。現在は，
5 年目の弁護士も，大事な事件や報酬を決めるときには，必ず代表弁護士に
意見を聞くようにしている。
新人弁護士は，経験や知識が不足しがちなので，上記のようなシステムは
お客さんに対して非常に受けがよい。事務所全体で考えてくれているという
安心感がある。
代表弁護士は，各弁護士の相談役という役割になっているため，基本的に
事件を受任せず，引継事件を 1，2 件担当しているのみであり，外出も基本
的にはしない。代表弁護士が相談に同席するのは，全体の 3 分の 1 ぐらい。
代表弁護士は，最初だけ挨拶するケースや，打合せや記録検討まではしない
が，顧客に顔を見せたり，裁判所案件で一緒に協議したりするケースもある。
③

事務所の事件解決能力，マネジメント能力のアップ方法
事務職員 2 人のリーダーを含めた 3 人体制の会議，事務職員全員が参加す

る事務局会議，弁護士全員でする弁護士会議がある。事務局と代表弁護士を
含めた会議と事務局会議は定例で開催しているが，弁護士会議は事務局のリ
ーダーを加えて適宜開催している。
④

モチベーションアップの方法
代表弁護士と勤務弁護士は，時々飲みに行く。自宅に呼んだり，外に飲み

に行ったりする。頻度は 3 か月に 1 回くらい。また，毎月１時間ぐらい時間
をとって，担当事件の報告ばかりだけではなく，大局的な話や一般的な話な
ど，勤務弁護士側から様々な話を聞いたりしている。
⑤

事件の管理方法
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事件報告については，1 か月に 1 回，担当弁護士と 1 時間ぐらいかけて行
う。長引いて 2 回くらいに分けて行うこともある。その時に担当弁護士がど
ういった事件を何件くらい担当しているのかを把握できる。
(5) 個人事件の可否，事務所への納付内容
法律相談，国選弁護，通常事件，講演，セミナーも含め，個人事件は全く認
めていない。個人事件を認めると，事務所の事件を怠りがちになる。
同一方向を向いて皆で仕事をするのが一番力を発揮できるし，分業して協力
し合ってやったほうがよい。個人事件をやっているとそれはなかなか難しい。
(6) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
雇用契約。
(7) 事務職員及び弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
弁護士の採用については，協調性などの人柄と成績を重視している。営業の
できる人を選んで採用するということはない。弁護士皆で問題を作って，面接
も集団面接を実施しディスカッションしてもらったりしている。個別面接も弁
護士全員が参加し，話を聞いたりしている。最終的には多数決で決する。所長
も 1 票を持つのみである。
(8) 弁護士・事務職員の待遇
弁護士は給料制で歩合。担当事件の着手金，報酬の何パーセントという決め
方をしており，相当な金額である。売上げが落ち込んだ数年前に，広告費や交
際費等の一般経費をかなり減らしたので，バランスは取れていると考えている。
８ Ｈ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
事務所理念は，今までは「納得・安心・笑顔」という単語であったが，現在
は「専門的能力を仲間とともに生かし，依頼者が希望を見出す手助けをし，事
務所と依頼者の持続的な関係を発展させて，地域社会・国際平和と進歩に貢献
すること」である。同時に「経営方針」「経営のためのガイドライン」「私たち
の心得」
「私たちの信条」
「行動規範」
「事務所で働く仲間の意識」を文書化した。
組織が大きくなると，その都度，どういう方針をとるかなどの話をしないと
いけなくなりロスが多くなるが，理念があると，いちいち最初から検討しなく
てもよくなる。
(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
基本は「地道に種をまく！」。ウェブ広告は，事務所全体のサイトと専門部署
のサイトを設けている。
マーケティングについては,特にウェブで来客するＢｔｏＣにおいては,ライ
バルが大手になってきている。何も広報活動をしなければ,大手に負けてしまう。
営業努力をして,何とか事務所経営を維持できている状況である。
広報担当を昨年から 1 人配置した（今年 4 月に 1 人増員）。業務内容は,ウェ
ブサイトの更新，リスティング広告,ＫＰＩ管理,マーケティングなどである。
事務所報，顧問先向けの情報誌を作成。
(3) 利害相反チェック
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セールスフォースでチェックするようにしている。
(4) チーム制の採用と事件の配点方法
専門チームを 4 つ設置している。事故賠償，離婚，相続，企業法務。専門チ
ームの弁護士が担当（受任）するようにしている。
専門チーム担当事件以外については，相談を担当した弁護士などが適宜担当
している。
(5) マネジメント
①

弁護士から事務職員への業務依頼の仕組み
担当事務職員に弁護士が直接事務処理を依頼するようにしている。事務

職員は各チームに所属する。弁護士はチームをまたいで事件を担当するこ
ともある。弁護士２人に事務職員 2～3 人，パート 1 人というのが大体の配
置である。
理想は，1 対 1 のペアでなく，弁護士 2，事務職員 2～3 のユニットの形
での業務指示がよいかと思う。事務職員は,事務局長，事務次長,主任,一般
職員，パートなどの職制がある。
②

事務所内のコミュニケーション，理念の徹底方法（朝礼，終礼等）
以前は年 1 回行事を実施していたが，最近は実施していない。また，以
前は近場の顧問先を訪問するなどしていたが，現在はチームごとの飲み会
を実施している。また，全体の発表会で懇親会を実施している。
会議は多数実施し，事務職員は朝礼を実施している。全体会議を 2 か月
に 1 回開催しており，遠隔地の事務所もあるため，スカイプを使用してい
る。

③

新人弁護士への仕事の教え方
相談は,弁護士になって 2～3 年の間は一緒に受ける。起案のチェックな

どは期が上の弁護士が行うようにしている。
④

事務所の事件解決能力，マネジメント能力のアップ方法
人数が多いため，チームを通じて管理している。

⑤

モチベーションアップの方法
勤務を継続した先のキャリアプランを提示できないかを考えている。
上の弁護士を見て憧れるようにしたい。現在の状況では，10 年後どのよ

うになっているのか提示しにくい。事務職員も，同様に,10 年後にどのよう
になっているのか提示しにくい。
個 人受 任 を 認め る こ と で,勤 務弁 護 士 の金 銭 欲を 刺 激 しな い よ うに して
いる。組織内のポジションが上がることで待遇が良くなることをインセン
ティブとしたい。
⑥

事件の管理方法
業務部があり，全体的な管理を行っている。全体的な調整,事件の進捗管

理を担当している。仕事量については，定量的に把握するようにしている。
チームごとに,事件数,勤務時間などを考慮して，仕事量を把握している。
(6) 事務職員が活躍する方法
23
－ 143 －

事務職員の教育には費用を負担し，資格取得援助制度（事務職員が資格を取
得するための費用を援助）を設けている。
事務職員の有給休暇の消化を義務付けている。事務職員の能力に応じて役割
を与えている。事務職員に書面を書いてもらうこともあるし，交通事故案件で
損害の計算をしてもらうこともある。単純な作業は，パートにやってもらうよ
うにしている。
事務職員も，弁護士と同様，3 年目の事務職員と 20 年目の事務職員で仕事の
内容を変えるようにしている。事務職員は，ベテランとなったら，管理職とし
ての仕事をしてもらうことも期待している。
(7) 売上アップの方法
当事務所には,企画部と業務部がある。企画部は,当事務所に来所してもらう
ようにすることをミッションとしている。業務部は,顧客満足を高めることや事
件管理をミッションとしている。
(8) 健全経営の方法
事務所を法人化してから,予算を立てている。予算の内容については,経営層
で,検討している。まず経費（支出予算）を計算してから,それを賄える売上予
算を立てている。去年から,各人の「今年の目標」を発表する機会を設けている。
(9) 個人事件の可否
個人事件の受任は認めていない。国選も,個人での受任は認めていない。全て
法人に収入が入るようにしている。かつては,売上の 3 割を事務所に入れる条件
で個人事件の受任を認めていたが，やめた。その理由は,次のとおりである。
①

例えば,多重債務事件は,事務職員がほとんどの事務処理を行っている。

②

仕事を組織としてやっていきたいと考えているところ，個人事件の受任
を認めれば,個人事件に注力しすぎるおそれがある。事務所事件がおろそか
になる。

③

個人で事件を受任して売上げを伸ばして，個人の収入を増やすことをイ
ンセンティブにしたくない。

(10) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
委託契約。
(11) 事務職員及び弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
最初から，独立志向の人はとらず，組織志向の人を採用する。組織志向の人
を求めているから，辞めない。10 年後の姿が見えるようにキャリアパスを作り
たい。楽になるような先が見えないようではいけない。勤務弁護士が，先輩弁
護士を見て憧れるようにしたい。何事も，お金で釣らないようにしている。
弁護士が事務職員に対して感謝の気持ちを持ち，それを表明するような仕組
み作りをしようと考えている。そのための弁護士への指導が必要であると思う。
メンタルヘルス委員会を設置したり，行事や飲み会を実施したりしている。
チームプレイで目標を立て，達成してもらう。個人の売上げ中心の動機付け
でなく，チームで売上げを増加し，公正に配分する姿勢が大前提であり，根本
的かつ中心的な考え方。仕事も個人で抱え込まないようにして，ストレスを減
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らすことを考えている。
離職せず長く勤務する要因は，事務所の居心地の良さではないか。また，個
人には事件が来ないが，この事務所だから事件が来る。当事務所に勤務すれば，
事件を処理することでスキルが高まる。このことも継続性の要素ではないか。
(12) 弁護士・事務職員の待遇
勤務弁護士に対しては，固定給，歩合なし。
９ Ｉ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
①

経営理念
弁護士としてのクオリティを追求しつつも，人の心の痛みを理解し，これ

に寄り添いながら問題解決のためのサポートをしていこうとの思いに照ら
して物事を考える。
②

ビジョン
弁護士も競争社会となった以上，生き残るためのことを考えている。そ
して，単に生き残るのではなく，弁護士・事務職員とその家族がゆとりを
持てる生活を維持するにはどうしたらよいかを考えている。

③

拡大の目的
相談者，依頼者にとって，弁護士は気軽に相談でき，想像以上に役に立つ

存在と思ってもらえる事務所を各地に増やしていくことにより，自分達の存
続・発展を図るとともに，揺らぎつつある弁護士への信頼を，再び新たな形
でアップさせる。
(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
①

営業に対する考え方
当初より，弁護士複数で仕事をすることを考えて独立開業した。事務所名

も独立当初から自分の氏名は用いなかった。
各地域の知人の経営者から，法律事務所ができたら歓迎するとの声を受け
て，私設のひまわり事務所のようなものを弁護士過疎地に設ければ，その地
域のためにもなるし，即独に躊躇する若手との橋渡しにもなると思い，支店
開設を積極的に行っている。
営業では，経済人との繋がりも重視し，多数の顧問契約を締結している。
また，事務所のブランド力向上も重視している。
②

マーケティングの特徴
各弁護士がＪＣ，ロータリー，商工会議所などの組織に 1 つは所属するよ

うにし，人脈作りを重視している。
顧問，依頼者からの紹介，ホームページからの集客も多い。
インターネット（ホームページ，サイト等）と集客効果のありそうな広告
（定期的な効果を検証し，必要に応じて変更。）の活用を考えている。
また，地域性に応じ相談無料にしている支店もある。
(3) 来客予約・利害相反チェック・受付・相談の方法
独自のソフトで管理している。全事務所で全員が確認出来るシステム。
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(4) 受任率アップの方法
とにかく依頼者への目線に気をつけている。また，面談技術（調停スキル等）
の向上も重要視している。研修には必ず参加するようにし，知識面での向上も
怠らないようにしている。他の弁護士が参加する研修に参加しないと，知識面
で劣ることになる。
(5) チーム制の採用と事件の配点方法
①

チーム制は採用していない。
ただし，経営者弁護士は，ほぼ全件に関与し，また，事案に応じ複数の弁

護士が様々な組合せで対応する。事案への精通度，希望，弁護士の個性や，
得手・不得手，手持ち事件数等を加味し，経営者弁護士が 7 割程度は配点し
ている。その他は，各弁護士の意見や事情等で決める。
②

交通事故の仕事の配点の仕方
保険会社の顧問を担当している。交通事件は，柱になって担当する弁護士

がおり，その弁護士が大多数の案件を担当し，残りの事件を若手や他の弁護
士が単独又は前記精通弁護士と組んで担当する。
(6) マネジメント
①

弁護士から事務職員への業務依頼の仕組み
事件ごとに担当を変更している。

②

事務所内のコミュニケーション，理念の徹底方法
朝礼・終礼はない。月 1 回の事務所全体会議，週 1 回の弁護士及び主だ

った事務職員との個別ミーティングを行っている。
常日頃から所内で何度も確認し合うようにしている。また，常に具体的行
動の検証基準として使うことにより，個人だけでなく組織を大事にし，組織
のブランド力を高め，その組織に所属していることで自己の誇りやアイデン
ティティが高められるよう努めている。
より具体的には，事務職員が行き先を決定する年 1 回の事務所旅行，月 1
回の事務所会議を行っている。また，歓送迎会，その他各種懇親会の開催，
弁護士会や商工会議所等の永年勤属表彰の申請，事務所内でのサークル活
動と同活動への経費補助など，事務所としての一体化に務めている。
事務職員からの意見を吸い上げるようにしている（他の弁護士に気がねせ
ずに経営者弁護士に相談できる仕組み）。
強制にならない範囲で昼食等もできるだけ一緒に行く。気軽に相談できる
ようなフレンドリーな態度で接する。
③

相談，受任，事件の進め方

ア

受任事件の進め方は，担当弁護士が行う（ある程度の経験を有する者は
一人で担当，経験が浅い弁護士は複数で）。
経営者弁護士は事件を単独担当するのと同時に，勤務弁護士からの様々
な相談等への対応も積極的に行っている。費用の問題から，起案チェック
まであらゆる相談にのっている。

イ

新人
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経営者弁護士が 1 年，修習生の弁護修習と同程度に丁寧に教育する。
④

事務所の事件解決能力，マネジメント能力のアップ方法
研修への参加，ｅラーニング，得意分野の開拓を奨励している。
上記のとおり，依頼者の目線への配慮，面談技術（調停スキル等）の向
上を重要視している。
全体会議の開催，他の弁護士担当事件に関する経験交流，組織としての対

応を心掛けている。
⑤

モチベーションアップの方法
上記のとおり，経営者弁護士は，強制にならない範囲でできるだけ一緒に

勤務弁護士と昼食等に行き，気軽に相談できるようなフレンドリーな態度で
接することを心掛けている。組織のブランド力を高め，その組織に所属して
いることで自己の誇りやアイデンティティが高められるよう努めている。
定期昇給あり。売上げに応じて賞与を支給するなど給与の水準を確保する。
⑥

事件の管理方法
経営者弁護士が勤務弁護士と週に 1 度は面談しており，担当の事件につい

て，確認や相談を受け付けている。
(7) 事務職員が活躍する方法
優秀な人材を他店舗に派遣している。総務部門があり，事件処理以外は主に
総務が処理している。経営者弁護士が 1 人のときからの総務担当の事務職員が
いる。事務職員からも率直な意見を聞いている。
(8) 売上アップの方法
依頼者への目線，面談技術（調停スキル等）の向上が売上げアップに繋がる
と考えている。売上げ目標については，弁護士同士で把握し合っている。
弁護士は，それぞれが売上げ向上につながるアイデアを出すなどしている。
(9) 健全経営の方法
現在は常に前進している段階であり，健全経営の方法を模索中である。
(10) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人の収入となる事件はない。個人事件（国選，裁判所からの仕事等）は，
賞与で反映している。
(11) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
雇用契約。
(12) 事務職員及び弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
①

弁護士の採用について
成績も重要だが，人格と協調性，明朗さも重視している。
採用に当たっては，ロースクール及び司法試験の成績のほか，質問の中で，

資質を問うさりげない質問を行っている。
②

待遇
勤務条件の明確化，透明化，定期昇給，ボーナスの確実な支給を行ってい

る（個人事件部分については，賞与で反映している。）。経営者及び上司との
相談体制の充実，福祉厚生の充実も図っている。
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③

独立・移籍するメリットと在籍するメリット
それぞれの弁護士が残ることと独立や移籍することとの利益衡量をする

のではないかと考えている。所属の弁護士から，独立するメリットが何もな
いので残っているとの話をされたことがある。経営をする必要がない一方で，
給与が保証され，出退勤も含め裁量がある。
(13) 弁護士・事務職員の待遇
①

弁護士
勤務弁護士は，給料制で歩合がある。経営弁護士については，毎年，税理

士と相談して，かなり大胆な幅で変動させて決めている。経営弁護士自身の
報酬を増やすより，自分達の事務所が取り組みたいことを十分に行うために
お金を使いたいと考えている。
②

事務職員
ほとんどが正社員である。

10 Ｊ事務所
(1) 経営理念と理念を体現する経営方法
弁護士 16 人の事務所。最初は 2 つの事務所が共同化し，その後，さらに 2 つ
の事務所が参加して 4 つの事務所で 4 人のパートナーにより経費共同型の事務
所を作り，その後チャーターメンバー2 人が脱退し，現在 9 人のパートナー弁護
士が，パートナーとその勤務弁護士，事務職員で 1 つのチームを構成し，9 つの
チームで事務所運営がなされている。
そのためか，事務所全体の理念は現在のところ作成していない。むしろ，チ
ームごとのパートナー弁護士と勤務弁護士，事務職員及びチーム全体の人間関
係が極めて良好なため，団結のための理念すら必要がなかったと言えるような
風通しの良い事務所である。
それは経費共同という運営形式ながら，各パートナー弁護士及び勤務弁護士
の売上収入は全てのパートナー弁護士間において完全にオープンにされてお
り，このお金の扱いの思想，つまり「収入がオープン」という仕組みが構成員
相互間の信頼関係を保持しているように思われる。
全弁護士の収入オープン制度，事務所の金銭管理は全て事務職員の手を通す
という，お 金のブ ラッ クボックス が一切な い ，完全オー プン制度 と いうのは，
何よりも，事務所の仕組み，運営を公正に保つ根幹であり，構成員相互の不信
の芽を摘むものである。文字化はしていないが，これが組織運営における公正
さを保つ経営理念，理念体現経営と言えるのではないか。
(2) 営業に対する考え方，営業活動方法，集客方法
集客のために，事務所のスケールメリットを生かし，小規模事務所では取り
組めない無料サービス（特に無料電話相談制度。1 回につき 10 分程度のアドバ
イス）を提供することで顧客接点を増やすことを実行している。ホームページ
も同様のコンセプトであり，全員で相談して内容を構成し，作成している。
専門的なサイトをたくさん作成し，細かい説明をするのではなく，シンプル
で親しみやすく分かりやすい内容にしている。実際に事務所への集客ルートで
28
－ 148 －

は，ホームページが 36.6％（電話帳 23,1％，知人の紹介 22.2％，法テラス 12.9％）
となっており，成果を上げている。
また，地域の行事などに接客的に関わることで，地区の一員として認知され
るように取り組んでいる。マネジメントはパートナー会議で検討し，集客，営
業は主として各パートナーが行っている。
(3) 来客予約・利害相反チェック・受付・相談の方法
「検索ちゃん」という事務所内ソフトで運用しており，上手く機能している。
利益相反のチェックは，予約受付時，無料電話相談の場合に事件の相手方の
氏名を確認することで行っている。
無料電話相談，初回相談は，原則として弁護士が 1 人で対応している。
(4) チーム制の採用と事件の配点方法
チーム制を採用しているが，事件の専門性によるチームではなく，各パートナ
ー弁護士をボスとする勤務弁護士や事務職員により構成されるチームである。
パートナーが 9 人いるから，9 つのチームがあることになる。
事件の配点は，事務所相談事件（面談）はパートナー弁護士のみが対応する。
無料電話相談からの面談相談や弁護士会の法律相談センターからの事件その他
個人的な依頼は，勤務弁護士が担当し，受任した弁護士が遂行する。
(5) マネジメント
①

弁護士から事務職員への業務依頼の仕組み
チーム内での弁護士から事務職員への業務指示が中心であり，事務局長の

ポストはあるが，局長が業務管理したり，仕事を配点したりすることはない。
あくまで，事務局長は総務部の課長のような職務である。
事務局の体制としては，24 人構成で，うち 4 人が総務の仕事をしており，
他は各チームで事件のサポート業務をしている。
②

事務所内のコミュニケーションの在り方，理念の徹底方法（朝礼，終礼等）
事務所内のサイボウズの掲示板などの機能で，事件の進捗や問題の情報を
共有しており，朝の朝礼を行わなくても済むようにしている。
チームごとで懇談会や飲み会など行事をしてコミュニケーションを図る。パ
ートナー会議は，2 週間に 1 回開催され，事務所内のさまざまな事を協議して
いる。またパートナーが責任者になり，総務，事務所改革，営業などの分野
の計画立案，パートナー会議への提案をしている。

③

新人弁護士への仕事の教え方
新人弁護士の指導は，原則採用するパートナー弁護士が行うが，横断的に
他のパートナーや先輩弁護士と共同受任して学ぶ。この場合にも，売上げに
ついては，他のパートナー弁護士と勤務弁護士との間では 70％対 30％ルール，
勤務弁護士間では，個別の協議により決める。
新人はパートナー弁護士が，入所後一定期間，相談等に同席させている。

④

事件の管理方法
チームごとに行っているが，各チームの事務職員から弁護士に，仕事の進
行を求めてくる状態であり，上手く機能していると思う。
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(6) 事務職員が活躍する方法
基本的に，チーム内の事務職員に依頼することが多いが，チームをまたい
で横断的に依頼することもある。
事務職員の食堂もあり，そこで皆が一緒に食事をする中でコミュニケーシ
ョンをとり，先輩事務職員が後輩事務職員を育てるという感じであり，皆が
仲よく仕事をしていることが，事務職員の活躍と長い勤務につながっている。
(7) 売上アップの方法
事務所経営上の経費目標は決めているが，売上目標は事務所としては設定し
ていない。売上げの拡大につながる手法として特徴的なのは，無料電話相談，
初回相談無料などの依頼者層との接点作り。
(8) 健全経営の方法
固定費を抑制し，法人の顧問契約を開拓する など安 定収入 を確保す ること。
(9) 個人事件の可否，事務所への納付内容
個人事件の受任を認めている。一定の割合を事務所に納付してもらう。納付
額の適正さを確保するために，勤務弁護士の収入は担当事務職員が全て把握し
ており，その結果は，パートナー弁護士が全部把握しているから，納付額，納
付率の正確さも保たれているので何ら問題は生じない。
個人事件を認めるのは，将来的に事務所に残ってもらうことを想定して採用
しているから，自分で稼ぐことができる弁護士になってもらうことを事務所と
しても希望しているためである。勤務弁護士の売上収入はオープンにされ，一
定額の事務所への納付もされており，今のところ弊害は全くない。
(10) 弁護士と法人などの契約形態（雇用，委任）
雇用契約。
(11) 事務職員及び弁護士の採用方法，離職率を低くする方法
チームで人員が必要と考えた場合に採用する形であるが，採用に際してはパ
ートナーが全員一致しないと採用しない仕組みになっている。
勤務弁護士は，事務所事件と個人事件のバランスが取れなくなった時期に，
事務所から独立するか，勤務弁護士を卒業して事務所内でパートナー，ジュニ
アパートナーになるなど次のステップを検討できる。そういうシステムの関係
で退職する弁護士が非常に少ない。
事務職員も長期間にわたり勤務を継続する人が多い。また有給休暇の消化率
も 100％に近く，事務職員同士が一緒に旅行に行くなど，非常に仲が良いことも，
離職率が低いことの象徴と思われる。
(12) 弁護士・事務職員の待遇
固定給。

30
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〈第６分科会〉

自治体連携における諸課題を克服する
～弁護士・弁護士会の公共性・専門性を真に活かすには～
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行政連携のお品書きマップ
（２０１７年６月１日現在・日弁連調べ）
各弁護士会の行政連携のお品書き
パンフレット「自治体内弁護士という選択 切り拓け自治体法務！」
パンフレット「弁護士を自治体職員としてより身近に活用してみません
か！」
パンフレット「地方公共団体における弁護士採用Ｑ＆Ａ」
地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員
（２０１７年６月１日現在・日弁連調べ）
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第１

はじめに

2014 年 2 月，日弁連に「法律サービス展開本部」が設置され，同年 4 月，同本部内に「自
治体等連携センター」が発足してから 3 年半が経過した。この間，同センターでは，各弁
護士会における「自治体等との連携の推進」と「自治体内弁護士の任用拡大・支援」に向
けた取組に加えて，ⅰ）条例等の制定・改廃，ⅱ）公金債権の管理回収，ⅲ）包括外部監
査，ⅳ）福祉の 4 つの分野において，自治体側の「需要の喚起」，専門的なニーズに対応で
きる「人材の育成」を図るため，日弁連の関連委員会，各弁護士会，外部の関連団体等の
協力を得ながら，全国各地で各種シンポジウム・セミナー・研修会・経験交流会・説明会
の開催，各種モデル事業への財政的支援等を精力的に推し進めてきた。
もとより，自治体等との連携の主役は各弁護士会と個々の弁護士であり，この間の各地
における意欲的で創意工夫に富んだ取組には目を見張るものがある。また，任期付職員等
として活躍する自治体内弁護士も全国的に広がりを見せている。その意味では，弁護士会・
弁護士と自治体等の連携は着実に進展している，と言うことができる。
しかしながら，その一方で，弁護士会が提案しても自治体の求めるニーズにうまく「マ
ッチ」せず連携が実現しない場合のほか，予算措置を伴う「事業化」に至らず弁護士会負
担による「ボランティア」で終わってしまったり，適切な「人材」を確保することができ
ず自治体側のニーズに十分に対応できなかったりするケースも，少なからず見受けられる。
また，こうした場面に直面する中で，弁護士会と自治体をつなぐ「架け橋」として「自治
体内弁護士」が担い得る役割に対する期待も，以前にも増して高まっているように思われ
る。
そこで，本分科会では，福祉分野と公金債権の管理回収分野を中心に，各地における連
携の実践例を紹介した上で，
①

連携を実現させるための自治体への効果的なアプローチ法

②

専門性を備えた人材を継続的に供給するための体制の在り方

に焦点を当て，連携に取り組む弁護士だけでなく，自治体内弁護士や自治体関係者も交え
て，多角的な視点から議論を行い，今後の方向性を展望する。
本報告書は，本分科会における議論の前提となる次の諸点についてまとめたものである。
①

弁護士会における自治体連携活動の広報等に関する調査結果

②

福祉分野における弁護士の役割と課題

③

公金債権の管理回収分野における弁護士の役割と課題

④

自治体内弁護士が果たし得る役割と今後の方向性

弁護士会・弁護士の「公共性」と「専門性」を真に活かした自治体連携をより一層進展
させるための一助となれば幸いである。
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第２ 「弁護士会における自治体連携活動の広報等に関する調査」の結果を踏まえ
て
１

調査の概要
日弁連では，各弁護士会における自治体連携を推進するための広報活動や組織的な
取組の状況並びに会内の任意団体等による連携活動の状況を把握するため，次のとお
りアンケート調査を実施した。
・調査基準日
・調査対象
・回答数

２

2017 年 6 月 15 日
全国の弁護士会（52 会）

52 会（回答率：100％）

調査の結果
(1) 自治体向けリーフレット1（「行政連携のお品書き」等）の作成状況
自治体向けリーフレットを作成済みの弁護士会は，2015 年 9 月 1 日の時点では 14
会（26.9％）にすぎなかったが，その後 2017 年 6 月 15 日までのわずか 1 年 9 か月
あまりの間に，次のとおり 31 会（59.6％）（資料 6-1）にまで増加しており，自治
体に提供可能な連携メニューの「見える化」と窓口の「明確化」に向けた取組は，
小規模会を含め，全国的に大きな広がりを見せている。
大規模会

東京，第二東京，神奈川県，大阪，愛知県，
2

（会員数 1,000 名以上） 福岡県
作
成
済
み

（86.7％）

埼玉，群馬，静岡県，長野県，新潟県，

中規模会
（会員数 176～999 名）
小規模会

6 会／7 会

京都，兵庫県，三重，岐阜県，広島，熊本県，
鹿児島県，沖縄，仙台，札幌，香川県

16 会／21 会
（76.2％）

山梨県，奈良，滋賀，福井，金沢，島根県， 9 会／24 会

（会員数 175 名以下）

大分県，宮崎県，岩手

（37.5％）
31 会/52 会

合計

（59.6％）

（参考）2015 年 9 月 1 日時点で作成済みの弁護士会：14 会（26.9％）

1

日弁連が 2013 年 11 月から翌 2014 年 1 月にかけて実施した「自治体の法的ニーズを把握するためのアンケート調査」
によれば，
「弁護士会との連携」に対する自治体の関心は極めて高く，
「どのような分野でどんな連携が可能なのかをメニ
ューリストの形で提供して欲しい」，
「問い合わせ窓口を明確にして欲しい」という要望が非常に多くの自治体から寄せら
れた。これは，弁護士会に対する期待の表れであると同時に，アクセス障碍の存在を示すものであった。そこで，日弁連
では，提供可能な連携メニューの「見える化」と窓口の「明確化」に向けた弁護士会の取組を後押しするため，上記アン
ケート調査と併行して実施した各弁護士会における行政連携活動の実態調査の結果（その概要は，日弁連ホームページに
掲載されている 2014 年 11 月 16 日付け『「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」分析結果報告書』
を参照されたい。）をフィードバックするとともに，各地で作成された「行政連携のお品書き」等を随時紹介する等の取
組を行ってきた。
2
弁護士会の会員数は，2017 年 5 月 1 日現在の会員数による。
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作成予定

【中規模会】千葉県，茨城県，佐賀県

3会

【中規模会】岡山

検討中

7会

【小規模会】和歌山，富山県，長崎県，山形県，青森県，徳島
【大規模会】第一東京

予定なし

11 会

【中規模会】栃木県，福島県
【小規模会】山口県，鳥取県，秋田，函館，旭川，釧路，高知，愛媛

(2) 自治体向けリーフレットの内容
各弁護士会（31 会）で作成されたリーフレット（現物）は資料 6-2 のとおりであ
り，その内容・体裁ともに，それぞれ創意工夫に富んだものとなっている。
例えば，連携メニューごとに料金の説明（有料／無料の別を含む。）や連携実績（自
治体名等）を記載している弁護士会は，次のとおり全体（31 会）のほぼ半数を占め
た。

料金の説明（有料／無料の別等）
あり

長野県，新潟県，奈良，滋賀，三重，岐阜県，福井，
広島，熊本県，沖縄，香川県

連携実績の表記（自治体名等）
あり

東京，第二東京，神奈川県，群馬，静岡県，山梨県，
【17 会】

埼玉，静岡県，山梨県，大阪（詳細を会ＨＰ専用サイ
トに掲載），奈良，愛知県，三重，福井，金沢，
島根県，福岡県，熊本県，鹿児島県，仙台

【14 会】

また，ⅰ）条例制定支援，ⅱ）自治体債権の管理回収支援，ⅲ）自治体内弁護士
の採用募集支援，ⅳ）包括外部監査人等の推薦については，これまで弁護士会が必
ずしも積極的に取り組んでこなかったものであるが，次のとおり，多くの弁護士会
がこれらの項目を提供可能な連携メニューとして掲げている。

条例制定支援
【10 会】
自治体債権の管理回収
支援
【14 会】
自治体内弁護士の
採用募集支援
【9 会】
包括外部監査人等の
推薦
【10 会】

【大規模会】東京，第二東京，神奈川県，大阪
【中規模会】群馬，静岡県，岐阜県，沖縄，札幌
【小規模会】山梨県
【大規模会】東京，第二東京，神奈川県，大阪，愛知県，
福岡県
【中規模会】群馬，新潟県，京都，岐阜県，熊本県，札幌
【小規模会】福井，大分県
【大規模会】東京，第二東京，神奈川県，大阪，福岡県
【中規模会】群馬，岐阜県，沖縄
【小規模会】岩手
【大規模会】神奈川県，大阪，愛知県，福岡県
【中規模会】群馬，岐阜県，沖縄，札幌
【小規模会】山梨県，岩手
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(3) 自治体向けリーフレットの活用状況
リーフレットを作成済みの弁護士会（31 会）のうち，作成したばかりでいまだ活
用していない弁護士会が 1 会あり，既に活用を開始している弁護士会は 30 会であっ
た。その主な活用方法は，次のとおりである。
【活用開始済み：30 会】
①

理事者が，自治体等を訪問（挨拶回りを含む。）して首長等に手交 26 会（93％）

②

自治体等との各種会合や自治体関係者が参加するイベント等で配布 11 会（37％）

③

理事者又は委員会の委員が自治体等の関連部署を訪問して担当者に
手交

7 会（17％）

④

自治体等の研修講師として派遣された会員が，研修で配布

3 会（10％）

⑤

自治体等へ郵送

15 会（50％）

⑥

弁護士会のホームページに掲載

6 会（17％）

上記回答のうち，活用方法が，⑥「弁護士会のホームページに掲載」にとどまっ
ていると回答した弁護士会が 1 会あったが，その余の 29 会では，自治体訪問／各種
会合／イベント／研修会など，互いの顔が見える場面で，首長その他の自治体関係
者にリーフレットを手交・配布していた。
(4) リーフレット活用の効果・成果
リーフレット活用の「効果・成果」として回答のあった，自治体からの問い合わ
せ／協議／依頼案件の主なものは，次のとおりである。
①

研修・講演・学校での出前授業等の「講師派遣」

10 会

②

各種委員会・審議会・協議会の「委員の推薦」

8会

③

専門分野における法律相談員（職員向け／市民向け）の派遣

5会

④

行政不服審査法改正に伴う審理員の推薦

5会

⑤

自治体債権の管理回収業務（相談案件／案件受任）

4会

⑥

「任期付職員等」の推薦・募集条件等の相談

3会

⑦

福祉事務所や弁護士過疎地域での「市民向け法律相談会」

2会

⑧

空家対策協定／空家等対策に関するモデル事業

2会

⑨

顧問弁護士や個別事件の受任弁護士の紹介・あっせん

2会

⑩

災害協定

1会

(5) 弁護士会の活動に対する自治体の理解を深めるためのその他の工夫
各弁護士会では，自治体向けリーフレットを活用する以外にも，次のとおり，弁
護士会の活動に対する自治体の理解を深めるための様々な取組が行われている。
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①

自治体関係者を対象としたセミナーやシンポジウムを 東京，第二東京，神奈川県，
開催している

大阪，愛知県，札幌
東京，山梨県，大阪，愛知県，

②

会員向けの研修を自治体職員にも一部開放している

③

自治体職員との勉強会や事例報告会を実施している

大阪，奈良

④

市長会／学校長会等でＰＲしている

新潟県，大阪，広島

⑤

弁護士会の会報を自治体にも配布している

東京，大阪，愛知県

⑥

弁護士会のＨＰに自治体向け専用サイトを開設してい
る

⑦

個別の連携活動についてマスコミを利用して広報して
いる

⑧

各種パンフレットについて新聞記者にレクチャーして
いる

⑨

県内全自治体の管理者研修に講師を派遣している

⑩

各委員会と行政連携センターとの意見交換会を定期的

福岡県

東京，第二東京，大阪
大阪，福島県，高知
岐阜県
広島

に開催し，他の委員会が企画するシンポジウム等につい 大阪
て行政連携センターが共催している
⑪

自治体の予算がつく前に無料法律相談を試行的に実施
している

長野県

⑫

弁護士会の活動に関する説明会や懇親会を開催（予定） 静岡県

⑬

府下の市長に順次インタビューを実施している

大阪

（インタビュー記事を会報に掲載し，他の自治体にも
配布）
⑭

県と県庁所在市に窓口担当者を決めて各種意見交換を
している

⑮

執行部が弁護士ニーズについて自治体と情報交換（聞
き取り）をしている

⑯

会長が中心となって県内各市長と面談・意見交換を行
っている

⑰

弁護士業務改革委員会で自治体との交流会を検討して
いる

⑱

地元自治体に勤務する弁護士に委員会活動に積極的に
参加してもらっている

⑲

市民向け法律相談に弁護士を派遣している自治体を定
期的に訪問し要望等を聴取している

⑳

市民を対象としたシンポジウム等につき自治体に広報
を依頼している
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広島
長崎県
三重
第一東京
長崎県
滋賀
東京

(6) 連携活動に関わる組織・機関の設置状況
自治体との連携活動全般に関わる「専任組織」の設置状況は，次のとおりであっ
た。

【大規模会】東京（自治体連携センター）
大阪（行政連携センター）
【会員数 200 名以下の弁護士会】

設置済み

奈良（行政連携センター運営委員会）
岐阜県（行政連携プロジェクトチーム）
香川県（お品書きプロジェクトチーム）
【大規模会】愛知県

設置予定

【中規模会】広島県
【大規模会】福岡県

検討中

【中規模会】千葉県，群馬，札幌
【小規模会】愛媛

予定なし

40 会

また，上記「予定なし」の 40 会の中でも，自治体向け広報機能や会内における情
報共有・連絡調整機能の全部又は一部を，執行部のほか，既存の委員会（業務［対
策／改革］委員会，広報委員会，法律相談センター，地域司法計画推進委員会等）
が担っている弁護士会が大半であった。
(7) 会内の任意団体における連携活動
自治体から依頼を受けている会内の任意団体として回答のあったものは，次のと
おりである。
会内の任意団体
東京

自治体等法務研究部

第二東京
茨城県
大阪

３

自治体法務研究会

依頼案件
自治体職員向けメール法律相談／職員研修講師
／私債権の回収代理／強制徴収公債権の納付相談
番号法施行に伴う個人情報保護条例等の改正支援
／自治体債権の回収／研修講師

茨城県滞納家賃等整

県営住宅の退去滞納者の未払家賃回収業務

理・回収弁護士チーム

／その他相談案件に関する勉強会等

自治体債権管理研究会

自治体債権の回収

行政対象暴力研究会

不当要求への対応に関する法律相談

総括と今後の方向性
(1) 「相互理解」に向けた取組について
自治体向けリーフレットを活用した連携活動の「見える化」と窓口の「明確化」
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に向けた取組は，弁護士会の規模や地域を問わず，着実に広がっている。また，リ
ーフレットの活用に限らず，ⅰ）会報やマスコミを利用した情報発信，ⅱ）自治体
等の関係者も交えた各種イベント・セミナー・研修・勉強会等を活用した現場レベ
ルでの相互交流，ⅲ）首長等への個別訪問や市長会・学校長会等での意見交換・Ｐ
Ｒなど，地元ならではの取組が各地で行われている。
まずは，
「相互に理解し合うこと」が，連携を実現させるための大前提となる。そ
のためにも，今後とも，多様なツール・チャネル・機会を活用して，積極的な「情
報発信」と継続的な「対話・交流」を積み重ねていくことが重要である。
(2) 「会内連携」の必要性とそのための組織的な取組について
対外的な広報の企画・立案等に加えて，会内で情報共有・連絡調整を行うための
組織的な取組も，専任組織の設置，既存委員会の活用，執行部によるものなど，そ
の仕組みは様々であるが，規模の大小を問わず，各地で進められている。
連携の手法／ノウハウ／実績／人的関係等，各委員会等が連携活動を通じて保有
する貴重な情報を組織の枠を越えて共有し，連絡調整を図ることは，適切な人材の
マッチング，複数の委員会による協働など，自治体等が抱える多様なニーズに的確
かつ柔軟に対応するために必要なだけでなく，総合的・戦略的な視点から会の連携
活動を推進するための諸施策を検討し実行していく上で極めて有効である。とりわ
け，組織の「縦割り」による「情報の偏在」が懸念される弁護士会では，こうした
「会内連携」を図るための態勢を適切に整備することが，連携活動の更なる活性化
に大きく寄与するものと思われる。そのための組織的な取組は既に各地で進められ
ているものの，いまだ試行錯誤の段階にある会も多く，引き続きその動向を注視し
ていく必要がある。
(3) 会内における任意団体等による連携活動の意義について
有志の会員が集まって自主的に運営する任意団体等による連携活動にも，注目す
べきものがある。
例えば，東京，第二東京，大阪などの大規模会では，会の承認の下に設置された
「研究部／研究会」等が，自主的な運営の中で，様々な分野で連携活動を行ってい
る。また，弁護士会としての活動とは別に，有志の会員が任意のグループを形成し
て行う連携活動も，今回の調査では茨城県弁護士会での取組以外に回答がなかった
が，実際には，児童相談所との連携など，福祉の分野を中心に各地で活発に行われ
ている。
こうした任意団体等による連携活動には，委員会としての活動とは異なる次のよ
うなメリットがあるように思われる。
①

弁護士会として正式に事業化（契約・協定等）したり，適任の弁護士をあっせ
ん・紹介したりするための会内手続等に時間を要する場合や，既存の委員会では
対応していない新たなニーズが生じた場合にも，
「迅速」かつ「柔軟」に対応する
ことができる。

②

活動に参加するメンバーが必ずしも会員に限定されないことから，他会の会員
や，自治体関係者（自治体職員への任用に伴い会員登録を取り消した法曹有資格
者を含む。），研究者，その他の外部の専門家・実務家等も交えた「多面的」かつ
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「実践的」な研究活動や事業を行うことが可能であり，その活動を通じて，幅広
いネットワークを構築することが容易である。
このような任意団体等による活動の成果や，そこで培われた人材・ネットワーク
等は，会にとっても連携活動の幅を広げていく上で貴重な財産となるはずである。
弁護士会としても，その活動の実態を十分に把握するとともに，より緊密な連携を
図っていくことが必要である。
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第３
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」，「成年後見」，「障がい者差別」，「児童虐待」，「いじめ」，「労働環
境における女性差別」，
「離婚増加による女性の貧困化」，
「過重労働・サービス残業・
ブラック企業・ブラックバイト」，
「貧富の差の拡大」，
「非正規労働」，
「自殺」等々，
多くのキーワードが毎日のように新聞紙上やインターネット上に踊り，高齢者や障
がい者，子どもや若者，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
ちを取り巻く環境は近年，大きく変化している。また，従来であれば該当しなかっ
た層についても，適正な労働環境の整備や賃金の支払いといった当たり前のことが
実現できていないことが社会問題として大きく取り上げられるようになるなど，社
会全体が大きな曲がり角にある。そして，これらキーワードが複数同時に，並行し
て当てはまるようなケースが，多く見られるようになっている。
このような変化に伴い，社会福祉法，介護保険法，生活困窮者自立支援法，児童
福祉法，いじめ防止対策推進法，総合法律支援法，地方公務員法など様々な法令の
整備が行われ，労働基準法の改正の動きも含めて，この間多くの対応がなされてき
ている。そして，福祉の担い手である国，自治体等行政の役割も従前に比してより
大きくなっており，また，民間事業者が多数参入する中で，新たな制度や施策がい
まだ期待どおりの成果を上げることができていなかったり，権利侵害が見過ごされ
たり，権利侵害の場面が増加ないし顕在化するなどして件数が増加傾向にあるなど，
様々な問題に直面している。
このような現状を踏まえて，我が国では，人々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より一層急務となっている。そして，社会のニーズ
として弁護士，弁護士会についても，これまで以上に，福祉分野の隅々まで法の支
配を及ぼし，人々の権利の擁護を果たす役割が求められている。
(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，各分野における専
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。
・高齢者・障害者の権利に関する委員会（1998 年〜2015 年）
・高齢社会対策本部（2009 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いる。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」
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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（2017 年 5 月
現在，52 弁護士会のうち 51 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

地域包括支援センター等との連携ハンドブック・相談事例集
2016 年 9 月に，『地域包括支援センター等との連携ハンドブック』及び『地
域包括支援センター相談事例集』を作成した。これは 2014 年から 6 の弁護士
会で実施してきた日弁連モデル事業の成果を取りまとめたもので，各弁護士会
が地域において，地域包括支援センター等と連携して権利擁護に取り組むこと
をより推進するための施策の一つでもある。ほかに，これから地域包括支援セ
ンターとの連携事業に取り組もうと試みる弁護士会に対して，日弁連が補助金
を支出するスキームも構築している。

ウ

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（2017 年
2 月現在，52 弁護士会のうち 38 弁護士会で実施。）。

②

子ども分野
2016 年 10 月に，改正児童福祉法が施行された。これにより，児童相談所が行
う業務のうち，法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑
に行うため，
「児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置」を行う旨
の規定が設けられた。これに対応するべく，全国の弁護士会・弁護士が取組を強
化しており，全国の児童相談所において，その狙いどおりの機能強化が図られる
ことを期待するものである。
ほかにも，弁護士会では，子ども専門の法律相談窓口を設けたり，学校でのい
じめ予防授業や自治体や学校が設置する第三者委員会への弁護士派遣等に取り組
んでおり，さらに 1991 年以来「全国付添人経験交流会」を毎年開催し，この分野
で適切な活動ができる質が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，全国の弁護士会に自治体の生活困窮者自立支援相談窓
口や生活保護の窓口と連携して法律相談を実施するための活動を進め，
『相談体制
構築マニュアル』を刊行したり,自治体向けの呼びかけ文書のひな型を作成するな
どして，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，
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「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
因とする自殺者を 1 人でも多く減らすため，国の自殺対策強化月間及び自殺予防
週間において全国一斉「暮らしとこころの相談会」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。

２

①

当事者の代弁，権利擁護

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

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，伝統的に，当事者を直接支援する活動（上記１(3)①）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や社会的要請
の拡大から福祉行政の役割が飛躍的に増大していることや，日弁連による『「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」分析結果報告書』（2014 年 8
月 31 日）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，当事者の直接支援に加えて，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)②及び③）にも力を入れていく必
要があるとの認識に立って，様々な取組を行う必要がある。すなわち，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により，より広い範囲において福祉
分野に法の支配を隅々まで行き渡らせることが期待できるのであり，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
があるのである。
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，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という切り口から，
日弁連の福祉関連委員会の活動の支援を開始した。具体的には，ⅰ）各委員会が企
画・実施する事業をバックアップし，全国展開を支援する，ⅱ）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，の 2 つである。
ⅰ）については，2014 年 6 月から 2017 年 6 月までに 16 のモデル事業を 11 の弁
護士会で実施し，今なお継続中のものもある。このうち 6 つは地域包括支援センタ
ーにかかるモデル事業であり，その成果は上述したとおりである。他方，ⅱ）につ
いては，2015 年及び 2016 年のいずれも 11 月に，日弁連の子どもの権利委員会，両
性の平等に関する委員会，貧困問題対策本部及び日弁連高齢者・障がい者権利支援
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センターに呼びかけ，主催者である福祉部会の親委員会である法律サービス展開本
部を加えた 5 つの委員会で意見交換会を行うとともに，弁護士会・弁護士に対し『「地
方自治体等との福祉分野における連携活動に関する全弁護士会調査」結果報告書』
（2016 年 4 月 5 日）を取りまとめ，日弁連会員専用ホームページで報告している。
(2) 福祉関連委員会等でのモデル事業について
①

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。概要は以下のとおりである。
ア

月 1 回 2 時間程度，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る。

イ

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。

ウ

高齢者・障がい者本人に対する面談・出張相談を実施する。

エ

地域住民向け，職員向けの研修・講演会・勉強会等を実施する（日弁連高齢
者・障害者権利支援センター企画）。
本モデル事業は，以下の弁護士会で実施した。モデル事業は原則 1 年間である

ため，例外である札幌を除き，日弁連の支援は終了している。地域によるが，複
数の自治体において本事業として継続進行中である。また，モデル事業を未実施
の弁護士会でも，独自にモデル事業を実施したり，本事業として進行している地
域がある。
ア

大阪弁護士会（地域包括支援センター，障害者相談支援事業所）

イ

金沢弁護士会（地域包括支援センター）

ウ

徳島弁護士会（地域包括支援センター）

エ

札幌弁護士会（障害者相談支援事業所）※2 年目を実施中

オ

高知弁護士会（地域包括支援センター）

カ

兵庫県弁護士会（地域包括支援センター，障害者相談支援事業所）

キ

長野県弁護士会（地域包括支援センター）

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）。
本モデル事業は，以下の弁護士会で実施した。モデル事業は原則 1 年間である。
2017 年に開始した埼玉を除き，日弁連の支援は終了している。地域によるが，複
数の自治体において本事業として継続進行中である。また，モデル事業を未実施
の弁護士会でも，本事業として進行している地域がある。
ア

大阪弁護士会

イ

兵庫県弁護士会
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ウ

愛知県弁護士会

エ

埼玉弁護士会

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）。
本モデル事業は，広島弁護士会で 2 年間実施した。

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）。
本モデル事業は，以下の弁護士会で実施した。

⑤

ア

広島弁護士会

イ

千葉県弁護士会

ウ

兵庫県弁護士会
自死ハイリスク者支援のためのケア会議での法的支援業務に関するモデル事業
広島県独自の事業で，医師会，弁護士会等，各関係機関と連携して実施されて

おり，この事業に伴うケア会議に弁護士を派遣するモデル事業。2015 年度は「自
死未遂者支援のためのケア会議での法的支援業務に関するモデル事業」として実
施し，2016 年度は標題のとおり改称し，引き続き広島弁護士会で実施中である。
広島県下での拡大展開はもとより，他の都道府県への全国的な広がりが期待され
る。
３

課題及び展望
(1) 課題
上記モデル事業に取り組み，以下のとおり，いくつかの課題が浮き彫りになった。
①

モデル事業という形であっても，一度事業を開始すると途中でやめることが難
しい。これは弁護士会，自治体共に共通の課題である。
弁護士会には，一部の弁護士のボランティアによる継続実施となってしまうこ
とを懸念して，活動に踏み切れないケースがある。他方，自治体にも，現場が事
業化を求めていても，予算措置ができず実現できないケース，あるいは，継続的
な事業の見通しが立たないために実施を見送るケースが見られる。

②

事業が実施される場合には，その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，条件面やニーズの規模によっては，精通弁護士を確保
することが困難となる場合がある。後者の場合は，対応体制の整備の問題となる。

③

福祉関連委員会は，伝統的に，立法・公的制度に対する意見の表明，政策提言，
ボランティア活動を中核とする人権擁護活動に注力してきた経緯があり，福祉分
野の活動に関して，弁護士業務であるとの発想（弁護士業務として正当な対価を
得て諸活動を行う。）に乏しかった。徐々に意識が変わりつつある徴候は見られる
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ものの，人権擁護の観点から，権限を行使する，あるいは行使しないことにより
「権利を侵害する側」にもなり得る自治体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根本的な懸念，躊躇が，いまだ根強く存在する。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観点を，更に普及させていく必要があると考えられる。
(2) 展望
モデル事業の実施や成果を通して，弁護士会に対しては，自治体や福祉機関と連
携して当事者の権利擁護を実現していくことができることを示しつつ，弁護士会・
弁護士の理解を広げるとともに，福祉に精通する弁護士の担い手を増やしていくこ
とが必要である。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。日弁連では，そのための研修体
制や情報提供の方法等を検討し，弁護士会・弁護士に提供していく必要がある。
他方，国，自治体に対しても，現場にニーズがあることについて理解を求め，弁
護士が加わることにより，より適正かつ広範な福祉サービスの提供が可能となるこ
と，弁護士による支援により，本来の福祉活動へのより一層の傾注が可能になるこ
と等を通じ，事業の継続実施のための財源確保につながるよう，働きかけを行うこ
とも引き続き必要である。なお，当事者の権利擁護の観点からは，財源確保の一つ
の方法として，法テラスを活用し，また，連携を更に深めることも必要である。
自治体等との連携如何にかかわらず，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，日弁連，弁護士会が情報発信をしていく必要もある。一方で，市民の間に根
強く残る「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し，気軽に法律サービスの
提供を受けられる土壌を整備していくことが求められている。
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第４
１

公金債権の管理回収分野における役割と課題
自治体における債権管理の現状と課題

(1) 自治体の債権の種類
自治体が有する債権は，自力執行権のある公債権（地方税等），自力執行権のない
公債権（児童扶養手当過誤払金等）及び私債権（貸付金等）の三種類の債権に分類
することができる。
(2) 主な公金の滞納額
・地方税

約 1 兆 9,155 億円（2011 年度

・国民健康保険料

地方税滞納額及び徴収率

約 1 兆 1,849 億円（2011 年度

総務省）

国民健康保険事業年報

厚生

労働省）
・公営住宅家賃

約 636 億円（2005 年度

て

3

国土交通省）

公営住宅の滞納家賃の徴収業務につい

(3) 自治体における債権管理の現状
債権管理の現場では，地方公務員の数自体が減少傾向にあるため，人手不足が生
じており，さらに，適切な債権管理のためには債権管理に必要な幅広い法令知識を
取得することが必要不可欠であるところ，担当者のノウハウが不足し，以下のよう
な適切とは言い難い債権管理が行われているケースが少なくない。
①

回収に向けた実効的な手続（滞納処分・強制執行）がとられていない。
滞納者が任意に弁済を行わない場合，法令上，原則として，自力執行権のある
債権については滞納処分による回収手続，自力執行権のない公債権及び私債権に
ついては民事執行法に基づく強制執行による回収手続へ移行しなければならない。
しかし，多くの自治体で，滞納処分や強制執行による回収手続に移行するケー
スは限られており，漫然と滞納者に対する督促や催告を繰り返すのみで，回収に
向けた実効的な手続がとられておらず，公平性を欠いた回収事例も散見される。

②

法令に基づかない前例踏襲による管理が行われていること。
自治体の債権管理は，法律に基づく行政の原理から，当然，地方自治法等の法
令に基づき行われなければならない。しかし，現場では，法的根拠に対する正確
な理解よりも前任者による前例が優先されることも稀ではなく，その結果，法令
に基づかない違法な債権管理が行われている事例も散見される。

③

回収見込みについて適切な判断が行われていないこと。
回収見込みのない債権については，債権管理のコスト面から早期に債権管理の
対象から外し，不納欠損処理手続をとる必要がある。しかし，多くの自治体で，
債権の消滅時効の完成まで漫然と管理の対象としている事例や消滅時効の援用の
ない私債権について，債権放棄等の手続をとらずに自動的に不納欠損処理を行う
など，不納欠損処理が適切に行われていない事例が散見される。また，回収見込
みについて適切な判断を行わないまま回収行為を繰り返す結果，生活困窮者に対
する不当な債権回収につながっている事例も散見される。

3

総務省『地方公共サービス小委員会報告書』（2014 年 3 月）4 頁
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(4) 政府の提言
総務省は，2014 年 3 月の『地方公共サービス小委員会報告書』において，各地方
公共団体に対し，
「現状において処理できない債権回収の民間委託」，
「滞納者に対す
る納付相談と自立支援」及び「徴収の一元化」を早急に検討するよう提言している。
２

弁護士が関わる場面
(1) 自力執行権のない公債権と私債権の実効的な回収手続
自力執行権のない公債権と私債権については，滞納処分を行うことができないた
め，債務者の財産から強制的に回収するためには，強制執行手続により回収を行う
必要がある。しかし，自治体の職員のみで強制執行手続及び強制執行手続のために
必要な債務名義を取得するための訴訟手続をとることは，専門性や人手の面からは
必ずしも容易でない。
この点，顧問弁護士と契約している自治体は多いものの，他の業務との関係で集
中的に回収手続に関わることは難しく，また，自治体内弁護士を採用している自治
体も限られている。そこで，広く一般の弁護士が当該法的手続に自治体の訴訟代理
人として関与することで，今まで法的手続による回収に至っていなかった債務者か
らの実効的な回収が実現できる。
(2) 日常的な法律相談
顧問弁護士と契約している自治体においても，債権管理の通常業務における法律
相談まで顧問弁護士に相談することは困難を伴い，また，自治体内弁護士を採用し
ている自治体も限られているため，現場の職員が法的判断に迷ったまま，場合によ
っては，誤った判断に基づき通常業務を積み重ねてしまうおそれがある。
しかし，弁護士が自治体の現場の職員の日常的な法律相談をメール等で簡易に受
けることで，通常業務の段階から法令に基づく債権管理を実現し，違法又は不当な
債権管理回収を防止することで，結果として，滞納者の権利保護にも寄与すること
ができる。
(3) 研修講師・共同事例研究会等
法令に基づく債権管理を実現するためには，自治体職員が債権管理に必要な各種
法令に対する理解を深めることが必要不可欠であり，法令に精通した弁護士が研修
講師を務めることで，自治体職員の能力向上を実現することができる。
また，自治体職員と弁護士が具体的な事例に基づき共同の研究会を行い，現場が
抱える問題の解決策を弁護士と共に見出すことでも自治体職員の能力向上を実現す
るとともに，弁護士も自治体内の具体的な問題に対する見識が深まり，双方にとっ
て有意義な結果を得ることができる。
(4) 納付相談会
滞納者から滞納債権を一括で支払うことができないため分割で支払いたいとの申
出があった場合，例えば私債権であれば履行延期の特約（地方自治法施行令 171 条
の 6）の要件を判断するために，滞納者の生活状況を確認する必要があり，他の債
権においても適切な返済計画を立てるには滞納者の生活状況を確認する必要がある。
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弁護士は債務整理等の処理において滞納者の生活状況から最適な対応を選択する
ことに慣れているため，福祉的配慮をしつつ，滞納者ごとの最適な返済方法や回収
見込みについて適切な判断を行うことができる。そのため，弁護士が自治体の代理
人として，滞納者から直接経済状況を聞き取るための相談会としての「納付相談会」
を実施し，多数の滞納者を対象に，集中的に経済状況を把握して処理することで，
円滑な債権管理回収を実現することができる。
(5) 条例策定支援
債権管理条例を定めていない自治体は勿論のこと，必ずしも実効的とは言い難い
債権管理条例の策定に留まる自治体に対して，弁護士が債権管理条例の策定を支援
することで，実効的な債権回収に役立つ手続を定める一方で，回収困難な債権に関
し実務を踏まえた具体的な放棄基準を定め，効率的な債権管理を実現することがで
きる。
３

弁護士が関わる際の留意点
(1) 専門性の習得
自治体の債権を管理回収するためは，地方自治法や地方自治法施行令といった一
般の弁護士には余り馴染みのない法令や，債権の発生根拠となる法令等の理解が必
要不可欠であり，自治体の債権の管理回収に関わる弁護士には，一般の債権管理に
求められる以上の当該専門性の取得が求められる。
(2) 福祉的配慮と自立支援
自治体が有する債権には福祉的な債権（例えば，母子父子寡婦福祉資金貸付金等）
が多いため，債務者に対する福祉的配慮や自立支援も考慮した対応が必要である。
また，債務者の中には多重債務者や生活困窮者も少なくないため，自治体の債権の
管理回収に関わる弁護士には，自治体との利益相反に留意しつつ，債務者が経済的
困窮から抜け出すための専門的，具体的なアドバイスを行うことも求められる。
(3) チームでの対応
自治体が有する債権は大量小口の債権も多く，滞納者の数が多数に上る場合があ
り，1 人ないしは少数の弁護士のみでは対応が難しい。また，自治体の有する債権
の管理回収については，根拠となる地方自治法や地方自治法施行令等の条文が抽象
的であり，実際の具体的な場面において判断が困難な場合も多々あり，複数の弁護
士間で議論しながら処理を進める必要性が高い。そのため，一定数の弁護士でチー
ムを組み，弁護士間で連携を深め，研鑽を積みながら対応することが求められる。

４

各地における取組状況
(1) 弁護士会としての取組事例
①

東京
2007 年 4 月に，東京弁護士会「自治体等法務研究部」が設立され，現在に至る
まで，当該研究部の部員により，各自治体からの具体的な公金債権回収案件の処
理，メールによる法律相談，条例策定支援等を実施している。

②

大阪
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2008 年度に，大阪弁護士会「自治体債権管理研究会」が設立され，現在に至る
まで，具体的な公金債権回収案件の処理，自治体職員との相談事例検討会の開催
等を実施している。
③

「行政連携のお品書き」（31 会）
2017 年 6 月 1 日現在で，31 の弁護士会が「行政連携のお品書き」を作成して
おり（資料 6-1），うち 14 の弁護士会において公金の「債権管理回収」を対応可
能業務として明記している。

④

地元弁護士会主催の債権管理回収研修
2015 年度及び 2016 年度において，総務省の協力の下，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回収に関する研修
会が実施された。
・山形県弁護士会（2015 年 11 月 16 日）
参加者 158 名（自治体職員 116 名／弁護士 42 名）
・徳島弁護士会（2016 年 2 月 8 日）
参加者 128 名（自治体職員 92 名／弁護士 36 名）
・岐阜県弁護士会（2016 年 9 月 12 日）
参加者 164 名（自治体職員 115 名／弁護士 49 名）
・茨城県弁護士会（2017 年 2 月 21 日）
参加者 168 名（自治体職員 111 名／弁護士 57 名）

(2) 会員有志による取組事例
①

茨城県弁護士会
会員有志によるチームをつくり，県営住宅退去済の滞納者の未収債権回収や悪
質な居住中の滞納者に対する建物明渡請求訴訟の提起を行っている。未収債権回
収の実績は従前のサービサーによる回収額の 2 倍以上に上るとのことである。

②

岡山弁護士会
岡山県が，税外債権の管理回収業務を弁護士に委託している。具体的な委託の
方法については，岡山県との間で債権整理監理業務委託契約を締結した「監理弁
護士」が，債権整理・回収業務委任契約を締結する「受任弁護士」を自治体に推
薦し，「監理弁護士」が「受任弁護士」の選任・管理を担う点で特色がある。

③

札幌弁護士会
会員有志により，先行する 1 つの自治体を除いた，管内の 60 の自治体に対し，
1 年間の無料法律相談サービスを提案した。提案の結果，23 の自治体からサービ
ス提供の要望があったところ，うち 4 市町村に絞り込みサービスを提供した。そ
して，1 年後の有償サービスの切替え時に 2 つの市と村が継続を希望したことか
ら，引き続き同サービスを提供し，さらに，無料法律相談を契機に具体的な公金
債権回収案件の処理の実施も始まっているとのことである。

④

その他
神奈川県弁護士会，京都弁護士会，愛知県弁護士会，岐阜県弁護士会等では，
会員有志による団体が組織されているとのことである。
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５

課題と今後の展望
(1) 専門性の取得とチームづくり
自治体の債権を管理回収するためは，上記３(1)で記載したとおり，一般の債権管
理に求められる以上の専門性の取得が必要であり，また，上記３(3)で記載したチー
ムづくりを念頭に適切な人材を一定数育てる必要がある。専門性の取得については
個々の弁護士の研鑽による必要があるものの，弁護士向けの研修会の開催や事例検
討会の開催により弁護士会がバックアップする必要がある。
(2) 自治体との関係構築
自治体の公金の債権管理回収への関心は非常に高いものの，弁護士への委託につ
いては費用対効果の面から懐疑的な目を向けていることが考えられる。
しかしながら，公金債権管理回収の目的は，単なる回収に留まらず，回収困難な
公金債権については適切に放棄・減免することで，自治体の債権管理のコストの減
少を実現することができるため，弁護士が関わることで，公金債権管理回収業務全
般におけるコストの削減にもつながることを強調し，予算化を促すことも必要であ
る。また，札幌弁護士会の有志が実施しているように，無料のメール相談期間を設
けて，まずは，弁護士の有用性を自治体に実際に体感してもらう関係を構築し，個
別の公金債権管理回収業務の受任につなげるような活動も必要である。さらに，日
常的に自治体職員と共同の勉強会や事例研究会を継続的に実施することで，自治体
との間で人的な関係を築くことも必要である。
(3) 弁護士会内でのコンセンサスの構築
自治体の公金債権管理回収に弁護士が携わることに対して，「漠然とした抵抗感」
が弁護士会に存在していることは否定できないものの，法令の遵守や福祉的な配慮
による人権擁護の観点からは，弁護士が公金債権の管理回収に積極的に携わること
が要請されているのであり，弁護士会内においても，弁護士が公金債権管理回収に
携わることの意義を共有し，各弁護士の活動への理解を示す必要がある。
(4) 自治体等連携センター公金債権部会としての今後の取組
引き続き，自治体職員向けの研修の開催・支援を継続し，各弁護士会と自治体と
の公金債権回収の分野における連携強化を目指し，自治体に対しては，公金債権管
理回収において法令に基づき実効的な回収手続をとる一方で，回収見込みのない債
権については放棄・減免の判断を適切に行う必要性があることを周知し，弁護士が
実効的な回収手続をとる場合や放棄・減免の判断の際に有用であることを理解して
もらうための取組を進める必要がある。他方で，弁護士及び弁護士会に対しては，
弁護士が公金債権管理回収に携わることが最終的に人権擁護につながることの意義
を理解してもらうための取組を進める必要がある。
なお，当部会では，新たな取組として，総務省の協力の下，自治体職員及び弁護
士向けに，従前の回収中心の研修とは異なる，回収困難な公金債権の放棄・減免を
中心とする研修を以下のとおり実施し，いずれも大きな反響を得た。
・東京会場（2016 年 2 月 15 日）
・大阪会場（2016 年 12 月 20 日）
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第５
１

自治体内弁護士が果たし得る役割
はじめに
弁護士・弁護士会と自治体との行政連携を推進するに当たって，当該自治体に勤務

する自治体内弁護士が果たし得る役割は大きい。
我が国には，約 1,800 の自治体（都道府県，市町村及び特別区の合計）があり，そ
れぞれに独立した行政主体として，首長及び議会を擁し，それぞれが独自の活動を行
っている。首長は個性豊かであり，首長と議会との関係も多様である。各自治体が抱
える行政課題は区々であるし，同じ課題に見えても，自治体の規模や地理的環境等に
よって，同じ議論が当てはまらないことも多い。弁護士会が自治体連携を進めるとい
うことは，それぞれに個性のある約 1,800 の自治体と，一つずつ連携を広げる，地道
な作業にほかならない。
弁護士会が新規に連携の取組を開始しようとするとき，自治体の内情に通じた自治
体職員の誰かが自治体内部で推進役を務めることが，成功の一つの重要な条件となる。
この点，自治体内弁護士こそ，弁護士会が各自治体にアプローチするに当たっての
端緒となり，また，取組の実現に向けて手引き・誘導する，キーマンとなるに適した
存在である。自治体内弁護士は，
「弁護士」であり，かつ「自治体」組織の一員である。
連携しようとする 2 つの集団の双方に属し，双方の集団の組織や運営，よって立つ根
拠や行動原理といった一般的な性質をよく知るのみならず，現在の具体的な課題や問
題意識を熟知する立場にあるからである。
以下，自治体内弁護士が，自治体連携において果たし得る役割について，その入口・
端緒の段階を中心に概観する。
２

自治体内弁護士採用の現状
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，2017 年 6 月現在 105 自治体で 149
名となっている（資料 6-6）。

３

自治体連携における役割
(1) 弁護士・弁護士会の取組に対して自治体内弁護士が果たし得る役割
自治体連携全般に対して，自治体内弁護士は，弁護士会からの積極的な働きかけ
の接点としての役割を果たすことができる。
①

地元弁護士会や日弁連が取り組んでいる課題（一例として，高齢者・障害者に
対する福祉的支援の問題など）があったとして，これについて自治体に周知・普
及したり，自治体の協力を得たりしたいと考える場合に，自治体内弁護士を通し
て自治体に情報提供することが考えられる。
自治体内弁護士は，弁護士会の取組の趣旨や意義を的確に理解し，共有した上
で，当該取組について当該自治体のどの部署が（誰が）職務上の関連を有してい
るかを把握して，必要であれば面談の設定・同席なども含め，積極的な橋渡しを
することができる。
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②

弁護士会から自治体に対し，弁護士会が主催等するイベントや講演会など（住
民を対象としたものを含む。）の案内，その他連絡文書，また，アンケート等を送
付するにしても，自治体内弁護士がその事実や内容を把握すれば，自治体内の適
切な部署（担当者）に個別に情報共有し，また，協力を後押しすることもできる。

③

あるいは，弁護士・弁護士会が，殊更，自治体に対する積極的な情報提供に力
を入れていない場合でも，自治体内弁護士が弁護士登録していれば，弁護士会か
ら日常的な情報発信を受ける中から，自主的に，自治体の関係部署と適宜の情報
共有を行うことができる（イベント情報など含む。）。

(2) 自治体のニーズを踏まえて自治体内弁護士が果たし得る役割
自治体連携に対するニーズは，本来，自治体の側にこそ，より大きく存在してい
るものである。しかしながら，自治体において，大小の行政課題について，弁護士・
弁護士会の協力を期待し得るものであると認識していない（法的ニーズを自覚して
いない。）ケースが，まま見られる。
一方で，個々の自治体における具体的な法的ニーズについて，弁護士会の側から
把握することは容易でない。
この点，自治体内弁護士は，自治体における法的ニーズを正しく把握することが
でき，その上で，弁護士会の側に当該法的ニーズにかかる分野・問題に関心を寄せ
る弁護士らがいるかどうか，具体的な協力関係を築く余地があるかどうか（その窓
口）について，おおよその当たりを付けることができる。
(3) 委員会活動
自治体内弁護士が，弁護士会と自治体との間で自治体連携の推進役を務めるに当
たっては，弁護士会の委員会が重要な媒介となる。
委員会は，各分野の自治体連携について弁護士会の窓口の機能を果たすことはも
ちろん，それ以前に，自治体内弁護士が，弁護士会の側の問題意識や最新の取組に
触れ，当該分野に関する知識・経験を蓄積する場としての機能も担っている。同時
に，自治体内弁護士の側から，当該分野に関する自治体の取組について紹介・報告
する機会ともなる。
くわえて，委員会活動を通じて，当該分野に専門性を有する地元弁護士会員と交
流し，信頼関係を構築する場ともなる。
相互理解や信頼関係の構築こそが自治体連携の基礎であるところ，弁護士会の委
員会がその醸成の場として果たす役割への期待は大きい。
(4) 連携事業の中での役割
連携事業において，自治体内弁護士が，自治体側の担当者として事業に従事する
余地もある。
しかし，連携事業を直接担当しない場合であっても，自治体内弁護士は，調整機
能を果たすことができる。連携事業が実施段階に至ってからも，職務の在り方・仕
事の進め方が異なる自治体と弁護士・弁護士会との間において，協議や調整を要す
る大小の事柄が発生することは避けられない。そのような折，自治体内弁護士であ
れば，両者の機微を踏まえた対応が可能である。
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４

自治体内弁護士を通じて自治体連携を進めるための課題
(1) 自治体内弁護士の課題
自治体内弁護士に積極的な役割を期待するためには，まずもって，自治体内弁護
士が自治体連携の意義を十分に認識していることが出発点となる。
また，具体的な自治体連携につなげるためには，自治体内弁護士が現実の取組事
例等を知っていることが重要と考えられる。
したがって，自治体内弁護士に対し，自治体連携に関する適切な情報提供を継続
する必要がある。
(2) 弁護士会の課題
弁護士会は，自治体内弁護士の採用は自治体連携のニーズを失わせるものではな
いことを認識し，むしろ，これを自治体連携の好機と捉えて，自治体内弁護士が弁
護士会活動に積極的に関与できるよう配慮すべきである。
とりわけ，地元弁護士会の地域内に，弁護士登録を取り消して（あるいは，他弁
護士会に登録して。）勤務している自治体内弁護士の存在を把握した場合には，非会
員であっても，最大限の情報提供・情報共有を図り，可能な限り行事・イベント等
への参加を呼びかけることが望ましい。
(3) 自治体の課題
自治体には，自治体内弁護士の効用を最大化するために，当該自治体内弁護士 1
人の活動に期待するのみならず，その背後の専門家集団である弁護士会の活動にも
目を向けていただきたい。
また，自治体には，自治体内弁護士が弁護士会の委員会活動，研修会及びイベン
ト等に参加することを積極的に後押しして，自治体内弁護士が最新の専門性を維持
するとともに，地元弁護士会との信頼関係を深められるよう配慮いただきたい。
(4) 弁護士登録について
自治体内弁護士が地元弁護士会との自治体連携を推進する役割を担うに当たって，
地元弁護士会に弁護士登録しているか否かによって，人脈，情報量，相互の信頼関
係などの面で大きな差異が生じることは当然である。
しかしながら，自治体内弁護士は，弁護士登録が必須ではなく，また，弁護士会
費の負担が必ずしも軽いものではない一方，法律相談や刑事事件の配点・あっせん
を受けることがないことも多く，弁護士会館を利用する機会にも乏しいことなどか
ら，弁護士登録していないケースが一定数存在する4。
しかし，自治体連携のメリットをまずもって享受するのは，自治体であり，弁護
士・弁護士会である（自治体内弁護士個人ではない。）ことからすれば，自治体に弁
護士会費を負担していただくことや，弁護士会が弁護士会費を減免することも，検
討される必要がある。

4

2017 年 6 月現在 149 名のうち，弁護士登録者 90 名，登録取消者 43 名，司法修習終了後の
未登録者 16 名である（資料 6-6）。
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そのためにも，自治体及び弁護士・弁護士会の双方において，
「自治体連携のメリ
ット」及び「自治体連携において自治体内弁護士が果たし得る（積極的な）役割」
について理解されることが重要であると言える。
５

自治体内弁護士にとっての意義
連携事業によって，自治体にとっては弁護士の専門性を活用して住民サービスを向
上させる意義があり，弁護士・弁護士会にとっては行政を通じて人権擁護・社会正義
の実現に寄与する意義がある。
自治体内弁護士にとっても，勤務自治体と弁護士・弁護士会との間で，自らが接点
の役割，調整の役割を担った連携事業が成立して実行される意義は大きい。上記の価
値の実現それ自体の意義に加えて，地元の弁護士・弁護士会と一歩進んだ協働を行う
ことによる関係の深化は，自治体内弁護士の任期後の進路や中長期的なキャリアプラ
ンにもプラスの効果をもたらすものと考えられる。
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第１

基調報告に当たって

日本弁護士連合会と保険会社等とが協定を結び，弁護士紹介を備えた弁護士保険（権
利保護保険）が販売されて，既に 17 年が過ぎようとしている。この間，保険契約件数
も弁護士紹介件数も伸び，毎年，前年を上回る件数となっている。このような時期に
おいて，今回は，次のような課題を取り上げて検討を行い，参加者と情報を共有し，
より良い制度を提案していきたい。①弁護士費用・裁判費用が保険で支払われる場合
とは，どのような場合なのか。保険の利用が可能な場合は，弁護士が保険契約者など
に，保険の利用についてアドバイスができるよう，まずは弁護士に，保険の知識につ
いての情報提供を行いたい。②弁護士費用・裁判費用が保険で支払われる際に，保険
会社等と弁護士の間でその金額などに争いがある場合，どのような紛争解決の方法が
あるのか。現在設置の準備を進めている裁判外紛争解決機関（ＡＤＲ）の概要につい
て説明を行い，また現時点で考えられる課題についても検討を行いたい。③近年様々
な分野の権利保護保険が販売されているが，その中でも中小企業向けの権利保護保険
に焦点を当ててみたい。どのような検討課題があり，どのような保険が望まれている
のか等，需要と供給の両側面から検討をしてみたい。
以上のような問題意識のもと，今回主にスイスでの海外調査を行った。スイスの権
利保護保険制度やその在り方など，海外調査で得た成果を報告し，日本での保険商品
作りの参考となる資料を提供したい。さらに，保険会社等と弁護士会の協働の在り方
について，弁護士会として果たすべき役割は何なのか，弁護士会は今後どのように制
度を整えていく必要があるのかを中心に検討したい。
（第７分科会長：佐瀬 正俊）

第２
１

各種保険に含まれる弁護士費用の分析と検討
各種保険に含まれる弁護士費用

(1) 個人向け保険の概観
我が国における個人向けの責任保険は，自動車保険（賠償条項），個人賠償責
任保険が中心であり，これらにより日常生活における賠償リスクがほぼカバー
される。これらの保険においては，賠償義務及びその金額を確定するための弁
護士費用も補償されるものが一般的である。
また，個人向けの保険においては，日本弁護士連合会（以下「日弁連」とい
う。）が，保険会社数社 1 と協力して 2000 年に発足させた弁護士保険（権利保護
保険）も普及している。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をする場合の弁
護士費用を保険金として支払うという保険である。また，偶発事故以外の分野
についての弁護士費用等を補償する権利保護保険も販売されており，今後，更
1

2017 年 6 月現在，日弁連と協定を締結している保険会社・共済協同組合は，16 社と
なっている。
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なる対象分野の拡大が予想されている。
(2) 企業向け保険の概観
我が国では，弁護士費用等が支払われる企業向け保険のほとんどは，賠償責
任保険であり，代表的なものを挙げると以下の通りである。
【賠償責任保険分野】
専門職賠償責

施設賠償責任

生産物賠償責

請負業者賠償

自動車管理者

任保険
労災総合保険
（使用者賠償

保険

任保険

責任保険

賠償責任保険

農業者賠償責

ヨット・モータ

テナント総合

店舗賠償責任

任保険

ーボート総合

保険

保険

責任保険）

保険

保管物賠償責

旅館賠償責任

旅館宿泊者賠

ＰＴＡ賠償責

運送業者受託

任保険

保険

償責任保険

任保険

貨物賠償責任
保険

Ｄ＆Ｏ保険

個人情報漏え

（会社役員賠

い保険

償責任保険）
(3) 司法アクセス向上に果たす役割
個人向けの保険については，主に自動車保険の特約としての普及が進み，日
弁連と協定を締結している保険会社・共済協同組合（以下「協定保険会社等」
という。）の 2015 年度末時点での権利保護保険の販売件数は，約 2400 万件とな
っている。協定保険会社等以外の保険会社・共済協同組合もあることから，日
本の世帯数の半分程度は，権利保護保険に加入していることが予想される 2 。そ
の他の一般訴訟件数が減少している中で，交通事故訴訟件数が増加している現
状からも，権利保護保険が司法アクセス障害の解消に大きな役割を果たしてい
ることが分かる。
さらに，今般，知的財産分野において，企業向けの権利保護保険が発売され
るなど，企業向け権利保護保険に関する動きも活発化している。詳細は，「第５
中小企業が求める弁護士保険（権利保護保険）とは」を参照されたい。
このことは，我が国の司法アクセス障害の解消に大きな役割を持つと考える。
(4) 権利保護保険の問題点
以上のように，権利保護保険は，司法アクセス障害の解消に大きな役割を果
たすと考えている。契約者側の弁護士選任の自由，弁護士報酬の適正化などの
課題もあり，日弁連が果たすべき役割は大きいと考えられる。
2

総務省統計局ＨＰに掲載されている「平成 27 年国勢調査人口等基本集計結果」によ
ると，「平成 27 年国勢調査による 10 月１日現在の我が国の世帯数は 5344 万 8685 世
帯」である。
（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/kihon1/pdf/gaiyou1.pdf）（Web
上の資料については，2017 年 7 月 10 日最終閲覧。以下本分科会報告において同じ。）
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２

自動車保険付帯の弁護士費用特約商品
2000 年の権利保護保険発足以降，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，各弁護士会と協働し，弁護士紹介体制を構築し
てきた。しかし，
「弁護士費用特約」と言っても，その商品設計は各協定保険会社
等によって様々であることを，各担当弁護士が改めて認識する必要があると考え，
今般，「【資料 7-10】主要な協定保険会社等の家庭用自動車保険等に付帯されてい
る弁護士費用特約一覧」を作成した。以下に，その概要をまとめておく。
(1) 補償対象事故
補償対象事故を自動車事故に限定している弁護士費用特約が多いが，限定し
ていないものもある。後者の場合は，補償対象事故の種類ごとに弁護士費用特
約が設定されている（例えば，一つの自動車保険において，補償対象事故を自
動車事故，自転車事故，日常事故といった形で限定した三つの弁護士費用特約
が設定されている。）ものもあるが，一つの弁護士費用特約で，自動車事故と日
常事故をカバーしているものもある。補償対象事故については，約款において，
個別の除外事故が定められているため，詳細については，各約款にあたられた
い。
(2) 補償対象者
弁護士費用特約において，被保険者及び被共済者（以下「被保険者等」とい
う。）を記名被保険者及び記名被共済者（以下「記名被保険者等」という。）に
限定しているものはない。
自動車事故以外のものを対象事故としている弁護士費用特約は，①記名被保
険者等，②記名被保険者等の配偶者，③記名被保険者等又はその配偶者の同居
の親族，④記名被保険者等又はその配偶者の別居の未婚（婚姻歴がないこと）
の子を被保険者等としている。自動車事故を対象事故としている弁護士費用特
約は，これら①ないし④の者に加えて，同乗者や，契約自動車や共済自動車の
所有者等が被保険者等となっている。詳細については，各約款にあたられたい。
(3) 法律相談費用・弁護士費用等の補償内容
1 事故につき，被保険者等 1 名当たり，事件報酬等の弁護士費用を 300 万円，
法律相談費用を 10 万円としているものが多い。事件報酬等の弁護士費用につい
ては，被保険者 1 名当たり 500 万円とするものや，保険証券記載額とするもの
もある。また，法律相談費用については，保険期間を通じて，被保険者 1 名当
たり 10 万円とするものもある。詳細については，各約款にあたられたい。
(4) 注意事項
以上の概要は，調査時点（2017 年段階）のものである。また，協定保険会社
等の中には，いわゆる家庭用自動車保険のほかに，事業用自動車も契約車両と
しうる一般用自動車保険，事業用自動車保険などと呼ばれる保険商品を販売し
ているところもあるが，「【資料 7-10】主要な協定保険会社等の家庭用自動車保
険等に付帯されている弁護士費用特約一覧」は，対象を家庭用自動車保険付帯
のものに限定している。一般用自動車保険，事業用自動車保険付帯の弁護士費
用特約商品は，家庭用自動車保険のそれと補償範囲を異にしていることが多い
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ので，注意が必要である。さらに，充実した弁護士費用特約は，保険料等がそ
の他のものよりも高額となっていると思われるが，今回の調査は，市民の司法
アクセス障害の解消のために，弁護士が知っておきたい保険知識という観点か
ら行ったものであるため，保険料等は対象から除いている。
３

自動車保険付帯以外の弁護士費用特約商品
自動車保険以外の個人向け保険の中にも，偶然の事故によって，約款が対象と

する被害を受けた場合，法律相談費用・弁護士費用等が保険から支払われるもの
がある。
具体的には，個人向けの火災保険，家財保険，海外旅行保険，自転車保険，医
療保険等であり，法律相談費用・弁護士費用等を特約として付加することができ
る。また，基本契約の中にこれらの費用の補償があらかじめ組み込まれているも
のもある。
(1) 補償対象事故
保険によって補償対象事故は異なるが，例えば，ある火災保険では，偶然の
事故によって被保険者が身体の傷害を被った場合，又は被保険者の居住用住宅
又は住宅外における被保険者の日常生活用動産の滅失，損傷もしくは汚損の被
害が生じた場合，その損害に関する法律相談費用・弁護士費用が支払われると
している。
また，自転車向け保険であっても，補償対象は自転車事故に限らず，例えば，
乗客として駅の改札口に入ってから出るまでに，駅構内で事故に遭いけがをし
た場合も補償対象となるなど，補償対象が比較的広いものもある。
また，特約によっては，医療ミスによる損害賠償請求を行う場合についても，
法律相談費用・弁護士費用等が支払われる場合がある医療保険も見受けられる。
(2) 補償対象者
各保険約款によって異なるが，火災保険などの補償対象者は，本人（記名被
保険者），本人の配偶者（事実婚を含む。），本人又は配偶者の同居の親族（同居
だけでなく，生計を共にしていることを条件に加えるものもある。），本人又は
配偶者の別居の未婚（婚姻歴がないこと）の子が補償対象者とされているなど，
補償対象者が広いものが多く見受けられる。そのため，被害者本人が保険未加
入の場合であっても，配偶者や同居の親族が加入している保険の補償対象とな
る可能性もあり，その確認が必要であろう。
(3) 法律相談費用・弁護士費用等の補償内容
補償される法律相談費用・弁護士費用等は，必ずしも具体的に明示されてい
ないが，法律相談費用については，1 回につき 1 万円を限度とするもの，1 事故
につき 10 万円を限度とするもの等がある。また，弁護士に損害賠償請求等を委
任した場合に支払われる弁護士費用等については，約款や補償プランにより異
なるが，1 事故について 100 万円～300 万円を上限としているもの等が見受けら
れる。
なお，いずれの費用についても，事前に保険会社の同意を得ることを補償の
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条件としているものが多い。
４

賠償責任保険
個人向け保険の中には，偶然の事故によって第三者に対して損害を与えた場合，

弁護士費用等が保険から支払われるものもある。
このような賠償責任保険は，建物・家財保険，国内旅行保険等の損害保険の特
約とされている場合が多いが，保険契約者自身は，契約している保険にこのよう
な特約が付帯されていることを認識していない場合が多い。
また，賠償責任保険が付帯されているクレジットカードも少なくなく，このよ
うな賠償責任保険から弁護士費用等が支払われる場合もある。
(1) 補償対象事故
保険の種類や保険会社によって，補償対象事故の範囲には差異があるが，例
えば，ある建物・家財保険付帯の賠償責任保険では，被保険者の居住用に供さ
れる住宅の所有・使用・管理又は日常生活における偶然の事故により，他人を
死傷させたり，他人の物に損害を与えたりした結果，第三者に対して法律上の
損害賠償責任を負った場合などが補償対象とされている。日常生活における偶
然の事故の一例として，自転車運転中に他人にけがをさせた場合，飼い犬が他
人に噛みつきけがをさせた場合，水漏れでマンションの階下の部屋を水浸しに
した場合，ゴルフ場でボールが他人にぶつかりけがをさせた場合，買い物中に
商品を壊してしまった場合など，様々な事故例が挙げられているが，野球で打
ったボールがプレー中の相手に当たりけがをさせた場合など，スポーツ中の事
故は除外されるとしているものもあり，対象となる具体的な事故の範囲は各保
険の約款により異なる。
(2) 補償対象者
保険の種類や約款により差異はあるが，権利保護保険の場合と同様，本人（記
名被保険者），本人の配偶者（事実婚を含む。），本人又は配偶者の同居の親族（同
居だけでなく，生計を共にしていることを条件に加えるものもある。），本人又
は配偶者の別居の未婚（婚姻歴がないこと）の子が補償対象者とされているな
ど，補償対象者が広いものも少なくない。
(3) 弁護士費用等の補償内容
パンフレットや約款に，補償額が具体的に明示されているものは確認できな
かったが，いずれの賠償責任保険においても，保険会社があらかじめ定める額
が上限とされており，また，これらの費用の支出には，事前に保険会社の同意
を得ることが必要とされているものが多い。
（文責：黒川 裕希・中松 洋樹・佐藤 眞紀世・石田 智也）

第３
１

弁護士保険（権利保護保険）に関する紛争解決機関の概要と今後の課題
権利保護保険に関する紛争解決機関の設置
日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）では，2017 年 5 月 2 日開催の理事
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3
会において，
「 弁護士保険に関する紛争解決機関の設置及び手続に関する規則」
（以

下「規則」という。）が承認され，日弁連内に弁護士保険に関する紛争を解決する
ための機関（以下「弁護士保険ＡＤＲ」という。）を設置することが決定された。
ただし，弁護士保険ＡＤＲの運営を実際に開始するには，細則等の下位規範の制
定や各保険会社等との協定の締結，マニュアルやパンフレットの作成などの事前
準備作業が必要であるため，上記規則の施行日は 2018 年 1 月 1 日とされており，
目下，運営開始に向けた準備が進められているところである。そのため，ここで
は，弁護士保険ＡＤＲの設置に至った経緯及び同ＡＤＲの概要を紹介し，併せて，
今後の課題として考えられる幾つかの課題について述べることとする。
２

弁護士保険ＡＤＲ設置に至る経緯
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，

2012 年頃から，保険事業者と加入者や弁護士との間で生じた保険給付の有無に係
る認定を迅速に行うためには，迅速かつ適正な裁判外の処理手続が必要という認
識を持ち，裁判外紛争解決機関の設置について検討を進めてきた。その後，日弁
連ＬＡＣ内の 2014 年 10 月 2 日付け「中間報告書」及び 2015 年 10 月 16 日開催の
第 19 回弁護士業務改革シンポジウム第 7 分科会における報告を経て，日弁連ＬＡ
Ｃでは，2016 年 2 月 26 日付け「権利保護保険に関する裁判外紛争解決手続の整備
に向けた中間報告書」及び同日付け「権利保護保険に関する裁判外紛争解決手続
の整備に向けて（課題と論点整理）」を取りまとめた。これら報告書では，権利保
護保険の対象範囲が拡大し利用も広がること，権利保護保険が司法アクセス拡充
の重要な制度基盤であることを踏まえ，権利保護保険の保険給付にかかる紛争に
ついて裁判外紛争解決手続を整備することが必要であると結論付けられ，対象と
なる紛争の類型，当事者の範囲，ＡＤＲの型（調整型か裁定型か），手続実施者の
構成等についての課題と論点の整理が行われた。
これらを踏まえ，さらに日弁連ＬＡＣにおいて検討と協議を重ねた結果，紛争
解決手続を実施する機関を日弁連内に設置するための規則制定の提案を行うこと
となり，2017 年 5 月 2 日開催の理事会にて，規則制定の承認を得るに至ったもの
である。
３

弁護士保険ＡＤＲの概要
日弁連理事会において承認された規則に基づいて設置される紛争解決機関の概

要は，以下のとおりである。
(1) 枠組み
規則に基づいて日弁連内に設置し，規則及び細則等の下位規範に則って運営
される。

3

なお，本規則では，「権利保護保険」について，「弁護士保険」の記載を用いている
ため，本稿においても，同規則からの引用部分については，「弁護士保険」の記載を
用いることとする。
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(2) 取り扱う紛争（規則第 2 条）
弁護士保険ＡＤＲに関する協定を締結した保険会社等が販売する弁護士保険
に関する紛争であって，以下に掲げるもの
①

保険金給付義務の有無に関する紛争（勝訴の見込みその他弁護士保険に特

有な免責事由の有無に関する紛争を含む。）
②

弁護士保険の対象となる弁護士費用等の適否又は妥当性に関する紛争（司

法書士その他弁護士以外の者の費用等に関する紛争は含まない。）
③

上記①又は②に準ずる紛争であって，弁護士保険ＡＤＲの運営委員会が相

当と認めたもの
(3) 当事者等（規則第 3 条，第 16 条）
①

弁護士保険ＡＤＲに関する協定を日弁連との間で締結した保険会社等（以

下「協定保険会社等」という。）
②

協定保険会社等が販売する弁護士保険の保険契約者又は被保険者（以下「契

約者等」という。）
③

契約者等から弁護士保険の対象事故に係る委任事務処理を受任した弁護士

(4) 組織
①

運営委員会及び事務局（規則第 4 条，第 8 条）
日弁連内に弁護士保険ＡＤＲ運営委員会を置き，同委員会が運営にあたる。

また，運営に関する事務を行うため，事務局を置く。
②

裁定委員会（規則第 5 条～第 7 条）
紛争解決申立てごとに裁定委員会を置き，紛争解決手続を実施する。
裁定委員会は，協定保険会社等が推薦する保険精通者，日弁連ＬＡＣが推

薦する弁護士（以下「ＬＡＣ推薦弁護士」という。）及び学識経験者の 3 名を
もって組織する。ただし，事案によって，さらに保険精通者・ＬＡＣ推薦弁護
士各 1 名を加えた 5 名体制とすることも，学識経験者を除いた 2 名体制とする
こと（和解あっせん手続のみ）も可能である。また，運営委員会は，これらの
裁定委員候補者を登録した名簿を作成する。
③

見解表明担当委員会（規則第 36 条）
後述の見解表明を求める申立てを受理した場合には，運営委員会は，裁定

委員候補者名簿の中から見解表明担当委員を選任して見解表明担当委員会を
設置する。見解表明担当委員会は，裁定委員会と同様に 3 名体制又は 5 名体制
とすることができるが，2 名体制とすることはできない。
(5) 手続の種類
①

紛争解決手続（和解あっせん手続・裁定手続）と見解表明手続に大別され

る（規則第 9 条）。
②

紛争解決手続
ア

和解あっせん手続
前記(3)の当事者等は，和解あっせんを求める申立てをすることができる。
この場合，規則等に従って手続を進めることに同意する旨等が記載された
手続同意書を提出しなければならない（規則第 11 条）。
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手続の実施場所は，運営委員会が指定し，当事者等全員の出頭（電話会
議システム等の通信システムを利用した方法での出頭も認められる。）の下
に期日を開催する（規則第 14 条，第 20 条）。
和解あっせん手続は非公開であり，口頭審理を原則とする（規則第 18 条）。
また，3 回以内の期日で審理を結了することを原則とする（規則第 23 条）。
和解が成立したときは，和解契約書を作成し，裁定委員が立会人として
署名押印する（規則第 26 条）。
イ

裁定手続
当事者等の全員から手続同意書のほかに裁定同意書（裁定を尊重し，受
諾するよう努める旨記載された同意書）の提出が必要である（規則第 27 条。
なお，裁定の尊重・受諾はあくまで努力義務であり，仲裁法上の仲裁合意
とは異なる。）。
裁定手続も和解あっせん手続と同じく非公開であるが，書面審理を原則
とする（規則第 18 条）。また，裁定期日は，当事者の一部のみが出頭した
場合でも開催することができる（規則第 20 条）。なお，裁定委員会は，裁
定手続が開始されてから，原則として 1 か月以内に裁定をするよう努める
ものとされる（規則第 31 条）。
裁定委員会が裁定をするときは，裁定書を作成し，写しを当事者等に交
付又は送付する（規則第 33 条）。また，その後速やかに，当事者等に対し
て，裁定を受諾するか否かの意思の確認を行い，全員が受諾した場合には，
和解が成立したものとみなして，和解契約書を作成する（規則第 34 条）。

ウ

手続相互の移行
和解あっせん手続と裁定手続は，一定の場合には相互に移行することが
可能である（規則第 24 条，第 30 条）。

③

見解表明手続
紛争解決手続（和解あっせん手続・裁定手続）が，当事者等の同意・合意

が得られずに終了した場合，当事者等は，運営委員会に対し，見解表明を求め
る申立てをすることができる（規則第 35 条）。
運営委員会は，見解表明申立てを受け，見解表明をすることが必要かつ相
当と認めるときは，申立てを受理し，見解表明担当委員を選任して，見解表明
担当委員会を設置する（規則第 36 条第 1 項）。なお，運営委員会は，相当と認
めるときは，裁定委員として選任していた者を，見解表明担当委員に選任する
ことができる（規則第 36 条第 4 項）。
見解表明手続の審理方法は，裁定手続の規定が準用される（規則第 38 条，
第 18 条）。
見解表明担当委員会が見解表明をするときは，見解書を作成し，写しを見
解表明申立人に交付又は送付する（規則第 40 条）。
(6) 費用
①

紛争解決申立時に申立手数料の支払が必要である（規則第 11 条第 3 項）。

②

裁定手続の開始を求める者は，申立手数料とは別に裁定手続手数料の支払
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が必要である（規則第 29 条）。
③

見解表明申立人は，裁定手続手数料を支払っていない場合には，裁定手続

手数料と同額の見解表明手数料を支払うことが必要である（規則第 35 条第 2
項）。
④

運営委員は無報酬であり，裁定委員には日弁連会長が定める金額の報酬を

支払う（規則第 7 条）。
(7) 既存の「そんぽＡＤＲ」 4 との違い
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
損害保険協会において「そんぽＡＤＲ」が設置されている。弁護士保険ＡＤＲ
とそんぽＡＤＲとの主な違いは以下のとおりである。
①

保険会社等からの紛争解決手続申立て
そんぽＡＤＲにおいては，保険会社等から紛争解決手続の申立てを行う場

合には，申立てに先立ち，他方当事者となる顧客が手続に応じることについて
同意していることが要件とされている（「損害保険業務等にかかる紛争解決等
業務に関する業務規程」 5 （以下「そんぽＡＤＲ業務規程」という。）第 29 条
第 2 項第 4 号）。これに対し，弁護士保険ＡＤＲにおいては，そのような要件
を課していない。ただし，弁護士保険ＡＤＲでは，勝訴の見込みその他弁護士
保険に特有な免責事由以外の一般的免責事由の有無に関する紛争について保
険会社等の申立権を認めていない（規則第 3 条）。
②

当事者としての受任弁護士
そんぽＡＤＲにおいては，保険契約者等の代理人として委任事務処理を受

任した弁護士が，当事者として紛争解決手続を利用することはできないが（そ
んぽＡＤＲ業務規程第 29 条，第 1 条），弁護士保険ＡＤＲでは，契約者等の代
理人としてではなく，独立の当事者となることができる（規則第 3 条第 3 号）。
③

保険会社等の特別調停案不受諾
そんぽＡＤＲにおいては，手続実施委員から特別調停案が提示された場合

に，保険会社等がそれを受諾しないことができる場合が制限されている（そん
ぽＡＤＲ業務規程第 38 条第 2 項）。これに対し，弁護士保険ＡＤＲではそのよ
うな制限はない（裁定がされた場合の尊重・受諾の努力義務のみ）。
④

見解表明の申立て
弁護士保険ＡＤＲにおいては，紛争解決手続が，当事者等の同意・合意が

得られずに終了した場合に，見解表明を求める申立てをすることができる（規
則第 35 条）。
４

今後の課題
前述の通り，弁護士保険ＡＤＲの運営開始は 2018 年 1 月以降であり，紛争解決

手続を行った実績はまだないが，本ＡＤＲが迅速かつ公正な解決を行い，多くの
4
5

http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/pdf/index/0004.pdf
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紛争を早期解決へと導くこと，またそれによって，権利保護保険制度のより一層
の発展に貢献することが期待される。今後，実績を重ねる中で，具体的な問題点
や課題が整理され，更なる改善が図られることになると思われるが，現時点にお
いて将来的な課題として考えられる幾つかの点を挙げておく。
(1) 裁定の拘束力
前述のとおり，弁護士保険ＡＤＲの裁定手続は，全当事者等からの裁定同意
書の提出を前提とするものの，仲裁法上の仲裁合意とは異なり，裁定を尊重し，
受諾するよう努めることの同意を得るにとどまっている。弁護士保険ＡＤＲの
運営が始まり，公平かつ適正な紛争解決の実績が積み重ねられていけば，裁定
に一定の法的拘束力を持たせることや，仲裁合意に基づく仲裁手続を新たに設
けることも考えられよう。
(2) 運営にかかる費用
弁護士保険ＡＤＲは，日弁連が設置する機関であり，一定の申立手数料等を
申立人から徴収するものの，運営にかかる費用は全て日弁連が負担することが
前提となっている。しかし，将来，権利保護保険の拡大に伴って弁護士保険Ａ
ＤＲへの申立件数が増加することも予想され，運営費が多額になることも考え
られる。弁護士保険ＡＤＲは，その目的や機能に照らすならば，権利保護保険
商品に付随する紛争解決機関と捉えることができる。そして，弁護士保険ＡＤ
Ｒにおいて公平かつ適正な紛争解決が図られるのであれば，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ことに繋がる。これらの点
を踏まえて，将来的な運営費負担の検討を今後進めていく必要がある。
(3) 協定保険会社等の拡大
現在，権利保護保険の対象事件に関して，日弁連は 16 社の保険会社等と協定
を締結し，弁護士紹介を行っている（なお，この弁護士紹介制度に関する協定
とは別に，弁護士保険ＡＤＲに関する協定を改めて締結しなければ，保険会社
等は弁護士保険ＡＤＲにおける手続の当事者となることができない（規則第 2
条第 2 項）。）。今後，弁護士保険ＡＤＲにおいて，公平かつ適正で，しかも迅速
な紛争解決の実績が積み重ねられることにより，弁護士保険ＡＤＲを利用でき
るメリットについての認識が，協定未締結の保険会社等の間にも広まれば，新
たに弁護士紹介及び弁護士保険ＡＤＲに関する協定を締結できる可能性もあろ
う。協定保険会社等の拡大を図る観点からも，弁護士保険ＡＤＲの適切な運営
が望まれる。
（文責：藤原

第４

靖夫）

ス イ ス に おけ る 民 事 紛争 費 用 に係 る 問 題 とそ の 費 用確 保 の 手 法か ら考
えられる日本の弁護士保険（権利保護保険）制度の在り方

１

スイスにおける訴訟制度と権利保護保険の概要
スイス連邦（人口約 800 万人）は，26 の州（カントン）によって構成される連

邦共和制の国である。スイス憲法において，州は，連邦に委ねられていない全て
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の権限を行使するものとされ 6 ，それらの州には比較的大きな権限が付与されてい
る。州によって，公用語（ドイツ語，フランス語，イタリア語など）も異なり，
また司法制度も異なる定めがおかれている。
(1) スイスの訴訟制度と訴訟費用の概要
①

訴訟費用と民事訴訟法
スイスにおいては，訴訟費用は，州ごとに規定されている。訴訟費用を含

めて民事訴訟手続を規律する新しい民事訴訟法（ＺＰＯと称される。）は，2011
年 1 月 1 日にスイス史上初めて連邦法として施行された。すなわち，従前は，
各州で独自に定められていた民事訴訟法について，民事訴訟に関する同国で
統一的な法典が規定されたものである 7 。同法において，州での規律を予定す
るという留保の規定がない限り，州では，同法を補充する立法を行うことが
できない。この点で訴訟費用の分担については，州での規律は予定されてい
ないため，原則通り同法の規定によるものとされる。なお，訴訟費用額につ
いては，州での規律が予定され，州ごとの費用額表によることになる 8 。
原告は，裁判所の求めによって，裁判費用の前払をしなければならない（Ｚ
ＰＯ98 条）。また，原告は，スイスに住所を有しない場合や支払不能と考えら
れるような一定の場合に，被告当事者の申立てにより，当事者費用について
の担保も提供する義務を負う（ＺＰＯ99 条 1 項）。一定の期間内に，かかる前
払の履行や担保提供が行われない場合には，裁判所は訴え等には立ち入らな
いこととされる（ＺＰＯ101 条 3 項）。
最終的な訴訟費用は，原則として敗訴当事者が負担する（ＺＰＯ106 条 1 項）。
なお，裁判費用の確定とその割当てについては職権主義が妥当するのに対し
て，弁護士費用等の当事者について生じた費用については処分権主義が適用
される（ＺＰＯ105 条 1 項・2 項）。
②

連邦民事裁判制度
スイスでは，連邦レベルの裁判所としては，連邦裁判所，連邦行政裁判所，

連邦刑事裁判所及び連邦特許裁判所が存し，その他の訴訟は，基本的に州の
裁判所の管轄とされる。州の司法制度は，各州様々であり 9 ，その州の裁判所
6

国立国会図書館調査及び立法考査局『各国憲法集(6)スイス憲法』（2013）3 頁
民事訴訟法（Code de procédure civile）（No. 272）
（https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061121/index.html）
同法の和訳につき，笹邉将甫訳「スイス民事訴訟法典の試訳（1）」志學館法学第 13
号(2012)273 頁及び同（2・完）志學館法学第 14 号(2013)263 頁を参照。
8
トーマス・ズッター=ゾム（出口雅久･本間学訳)「新スイス民事訴訟法典」立命館法
学 353 号(2014)298 頁参照。なお，同書によれば，費用表を連邦法で統一することは，
法政策的な理由から検討対象とされなかったとのことである（同 305 頁）。
9
国立国会図書館調査及び立法考査局，前掲書・17 頁によれば，州の司法制度は，各
州で様々で，「民刑事訴訟に関しては，2 審の裁判制度を採用するのが通例であり（州
によっては，民事につき，更に上位の裁判所として破毀裁判所を設置する場合もあり，
一定の刑事事件につき，1 審のみとする場合もある），その判決に関しては，連邦裁判
所に上訴することが可能となっている」とのことである。
7
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は，州の自治体の責任によって運営されている。
なお，スイスにおいては，調停に係る規定が重要とされている。なぜなら，
調停機関に対する調停の申立てが判決手続に前置されるという原則が存する
10

からである。そして，調停機関による調停案（判断内容の提案）が出された

後 20 日以内にいずれの当事者もこれを拒否しなかった場合には，確定判決と
同一の効力を有するものと規定されている（ＺＰＯ211 条）。
また，控訴においては，例えば財産法上の紛争では不服額が 1 万スイスフ
ラン（約 110 万円）11 以上の場合にのみ控訴が認められるなど，不服額主義が
採用されている（ＺＰＯ308 条 2 項）。
③

民事裁判に係る弁護士制度と報酬
スイス連邦弁護士法 12 においては，弁護士登録や，ＥＵ内等での弁護士業の

自由の他，職業規則や懲戒監督等について規定されている。弁護士報酬につ
いては，特段の定めが無く，職業規則として，訴訟の終了前に，依頼人と，
報酬の補償として訴訟の獲得利益に与ることの合意をすることが禁じられて
いる（同法 12 条 e）のみである。
そのため，弁護士報酬については，州ごとに規律されることになるが，い
ずれの報酬規程においても，それとは異なる個別の取決めをなすことが認め
られている。なお，特に重要な規律として，チューリッヒ州におけるものが
挙げられる 13 。同州においては，チューリッヒ弁護士会によって規定され，裁
判外の活動について推奨される報酬規程が存し，訴訟物の価格に基づく 1 時
間当たりの報酬金額として，180～480 スイスフラン（約 2 万～5 万 3000 円）
と提示されている。また，裁判上の領域では，チューリッヒの州裁判所の定
める弁護士報酬の規程が存し，訴訟物の価格に応じて決められている。
なお，スイス連邦弁護士法によれば，弁護士資格の取得のための要件の定
め及び資格保有に係る州法の規定は，スイス連邦弁護士法に抵触しない限り
維持されるものと規定されている（同法 3 条）。
スイスにおいて，法律相談につき，弁護士が独占するものではない。

10

トーマス・ズッター=ゾム（出口雅久･本間学訳)，前掲書・307 頁
なお，本稿に記載されているスイスフランとユーロの円換算額は，本件現地調査当
時の相場額を参考として，それぞれ，1 スイスフランを 110 円，1 ユーロを 130 円で換
算した概数とする。
12
2000 年 6 月 23 日付け弁護士の自由移動に関する連邦法（Loi fédérale sur la libre
circulation des avocats（No. 935.61））
（https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994700/index.html）
山田好司訳「スイス連邦弁護士法」司法法制部季報 115 号（2007）54 頁参照。
13
Kilian, M., Determinanten des europäischen Rechtsschutzversicherungsmarkts
Beratungsmonopole, Antwaltsgebühren und Kostenerstattung, Zeitschrift für die
gesamte Versicherungswissenschaft, Vol.88, Issue1, 1999, SS.54-55（【資料 7-11】
内藤和美「スイス権利保護保険市場の概要」）参照。
11
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(2) スイスにおける権利保護保険制度
①

権利保護保険に係る規制
権利保護保険については，2004 年 12 月 17 日付け保険事業者の監督に関

する連邦法 14 において，権利保護保険を行う事業者において，(ｱ)他の保険種
目も引受けている場合には，事故査定を別法人に委託しなければならないこ
とと，(ｲ)被保険者に対して，その選択する独立した弁護士等に委託する権利
を付与すること等が規定されている（同法 31 条 1 項）。また，保険者・保険
金支払管理を行う事業者への規律を規定し，それらの者と被保険者との間に
意見の相違がある場合についても規制する旨規定されている（同条 2 項）。
また，同法に基づき，民間保険事業者の監督に関する命令 15 において，権利
保護保険につき，同命令第 5 章において，以下の点が規定されていることが，
日本法に比した特色として挙げられる。
ア

権利保護保険につき，保険者が担保すべき危険の内容として，法的紛争
によって生じた費用の負担ということにとどまらず，紛争における役務を
提供することが規定されている（同命令161条）。上記の通り，法律相談を
弁護士が独占しておらず，保険者は，保険約款に従って，固有の法的（法
律家の）協力者（Mitarbeiter）を使って，助言や被保険者の代理というサ
ービス給付の形式で，権利保護保険に係る保険給付を行うことが認められ
ている。当該サービス給付とは，相手方との交渉で裁判外での処理を試み
るものであり，全事案の約80％はこれにより処理されるとのことである。
また，弁護士は，あらゆる法的手続において法的代理を行うことができ，
裁判による保険契約者の権利行使についても受任できるが，その他にも，
調停手続や略式手続において州法で認められた補佐人・代理人の他，略式
手続における民事執行・破産連邦法（DEBA）に基づく職業的代理人など，
一定の限度での法的代理が他にも認められている（ＺＰＯ68条） 16 。

イ

被保険者と保険者側で意見対立がある場合の手続として，仲裁手続の手
段に対比しうる客観性が担保される手続を，保険契約に規定することが定
められている（同法 169 条 1 項等）。

14

2004 年 12 月 17 日付け保険事業者の監督に関する連邦法（Loi fédérale sur la
surveillance des entreprises d'assurance（No. 961.01）, LSA）
（https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022427/index.html）
（【資料 7-12】山下典孝訳「2004 年 12 月 17 日付け保険事業者の監督に関する連邦法」
（抜粋）日弁連法務研究財団編『法と実務』vol.13（2017）商事法務 300 頁）参照。
15
民間保険事業者の監督に関する命令（Ordonnance sur la surveillance des
entreprises d'assurance privées（No. 961.011），OS）
（https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051132/index.html）
（【資料 7-12】山下典孝訳「民間保険事業者の監督に関する命令」（抜粋）日弁連法
務研究財団編，前掲書・301 頁）参照。
16
Kilian, M.，前掲書・SS.54-55（【資料 7-11】内藤和美「スイス権利保護保険市場
の概要」）参照。
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なお，利益相反に係る規制が連邦法 17 において規定されている 18 。具体的
には，弁護士に適用される専門家の行為に係る規律として，顧客と業務又は
私的関係を有するその相手方との間の利益相反を避けるべきことが規定さ
れている（同法 12 条 c） 19 。
②

スイスにおける権利保護保険の現状
スイスにおいて，1920 年代半ばに権利保護保険を専業とする会社が設立さ

れ，権利保護保険のマーケットは，年々増大している。スイス保険協会の統
計 20 によると，2015 年の権利保護保険の収入保険料は，約 5 億 5000 万スイス
フラン（約 605 億円）であり，1990 年後半頃の約 2.5 倍以上の額となり，年々
増加している。また，同保険の支払保険金については，2015 年は，約 2 億 6500
万スイスフラン（約 292 億円）で，2000 年や 2008 年に減少することはあった
ものの，年々増加している。
同保険のマーケットシェアについては，AXA-ARAG 社が 18.12%で首位を占め，
DAS 社は 7 位（6.22%），Dextra 社は 12 位（0.98%）であり 21 ，その他 13 社が
スイス保険協会でのマーケットシェアに係る統計に載せられている。また，
上記 Dextra 社は，2013 年から載っているが，同年の約 116 万スイスフラン（約
1 億 3000 万円）（0.24％）から，翌 2014 年に約 347 万スイスフラン（約 3 億
8000 万円）
（ 0.66%），2015 年に約 539 万スイスフラン（5 億 9000 万円）
（ 0.98%）
と急激に伸びている。
なお，スイスでは，ドイツ保険協会が公表するような同保険に係る模範保
険約款（ARB）は存さず，各保険者は，スイス保険契約連邦法 22 に従って，個
別の約款を作成している。
③

権利保護保険の役割とチェックリスト
2015 年 11 月 17 日にスイスで開催された権利保護保険についてのシンポジ

17

前掲・2000 年 6 月 23 日付け弁護士の自由移動に関する連邦法 (No. 935.61)参照。
André Brunschweiler, et al., “Switzerland” in INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE,
Second edition, (Dennis Campbell, gen. ed. & Christian Campbell, ed., 2016)
(http://www.lalive.ch/data/publications/21_Switzerland_INC05.pdf)
19
Article 12, item c of Federal Act (RS 935.61) on the Freedom of Movement for
Lawyers (Lawyers' Act, FAFML) of 23 June 2000 (as of 30 July 2002)
(http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Natio
nal_Regulations/National_Laws_on_the_Bars/EN_Switzerland-Federal-Act-on-theFreedom-of-Movement-for-Lawyers.pdf)
20
スイス保険協会（http://www.svv.ch/fr/chiffres-et-faits）の資料による。なお，
【資料 7-11】内藤和美「スイス権利保護保険市場の概要」参照。
21
なお，スイス保険協会でのマーケットシェアに係る統計は，2001 年からで，同年で
は，Assista TCS 社と Wintherthur-ARAG 社がそれぞれ約 20～23％前後を占めていたが，
年々マーケット規模自体の拡大と共に，両者のみならず，他社での保険料収益も増え
ることに伴い，両者の占めるシェアが減じたものである。
22
保険契約連邦法（Loi fédérale sur le contrat d'assurance（No. 221.229.1），
LCA）
（https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19080008/index.html）
18
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ウムにおいて，スイス保険協会が発表した，権利保護保険を活用するための
消費者向けチェックリストによれば，(ｱ)保険事故時，(ｲ)法的手続中，そし
て(ｳ)終了時という三段階に分けた注意事項が記載されており，(ｱ)では即時
の保険会社への報告と当該保険による補償範囲を確認する必要があるという
こと，(ｲ)では法的手続中の保険会社への情報提供義務と紛争時の仲裁手続，
(ｳ)で は弁護 士か らの 料金請 求書 の取 得と 解 決前の 保険 会社 への 補 償範囲 の
確認などが主に記載されている。そして，(ｱ)の注意喚起としては，保険金支
払までに時間がかかりうることや，弁護士と個別に合意した場合には個人負
担となること，審級の異なる裁判費用まで補償されるわけではないという一
般的な同保険に係る注意事項も記載されている。このように，権利保護保険
に係る補償を意識し始める消費者において，どのような事項に注意すべきか
をまとめておくことは，当該消費者にとって意味があるのみならず，保険会
社にとっても契約者への必要な説明として，その後の紛争を予防するために
有益であるものと思われる。
なお，訪問先からの提供資料を基に和訳（仮訳）をしたチェックリストの
内容は，以下の通りである。
権利保護保険を活用するためのチェックリスト
このチェックリストは，法的手続に際して必要な諸手続を，あなたが遵守するよう
支援し，あなたにとって，不必要な費用や手続の複雑化を生じないようにするための
ものです。
１

連絡をとってください。
・あなたが権利保護保険に加入しているなら，ご自身の事故をその保険会社に個別
に，速やかに報告してください。
・あなたの権利保護保険契約によってご自身の事故が補償されるか否か，またその
場合，何が補償されるのかを，保険会社にはっきりさせてください。
・あなたの権利保護保険が弁護士費用を補償するものであれば，契約で保証された
金額までの分については，あなたの負担はありません。
・あなたは，権利保護保険の保険会社が費用に係る補償を支出するまでの間，法的
手続費用（弁護士費用や裁判費用など）をご自身で負担しなければならないでし
ょう。保険会社からの支払において，あなたの支出日からの利息が付されること
もありますが，保険会社はその支払義務を負うわけではなく，利息は付されない
場合もあります。
・費用は，一般的には保険限度額までは支出されます。ただし，審級の異なる裁判
所の費用まで自動的に補償されるわけではありません。そのため，できるだけ丁
寧に，どこまでの費用が支出されるのか，調べてください。
・保険で支出される以上の費用につき，ご自身の弁護士と個別に合意をした場合に
は，保険会社として権利保護保険から支払をするものではありません。ご自身個
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人の負担となることをご理解ください。
・保険で支出されない弁護士費用の負担はすべてあなたの負担になります。弁護士
はあなた自身に費用の支払を求めます。ご留意ください。
２

法的手続中には以下の点をご留意ください。
・あなたの訴訟活動の主要な段階における訴訟に関する情報について，あなたは権
利保護保険の会社に提供する義務があります。あなた自身が，あなたの弁護士の
守秘義務を解除して，弁護士から直接保険会社に情報提供するようにすることも，
もちろんできます。
・権利保護保険では，支出される費用の合理性及び相当性が審査されます。合理的
な業務遂行によって事件が解決するよう，書類作成や情報提供について，保険会
社としても援助します。
・あなたとあなたの権利保護保険の会社との間で，法的手続に関する意見の相違が
生じた場合には，法で定められた仲裁手続で解決することができます。特に，些
細な問題の場合にはなおさらです。

３

事件の終了については以下の点をご留意ください。
・あなたの弁護士はあなたに対して，透明性の高い（算出根拠が明瞭な）料金請求
書を提出しなければなりません。
・あなたは事件が解決する結論に至る前に，権利保護保険に照らして，費用が支出
されるものか否か保険会社から確認を取る必要があります。
２

海外現地調査の概要
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，

2016 年 11 月 21 日から 25 日にかけて，主に，スイスにおける紛争時の弁護士費用
等を補償する権利保護保険につき，現地で調査を行った 23 。訪問先・調査相手方は，
スイスのベルン，チューリッヒ及びフリブール並びにドイツのミュンヘンに所在
する，フリブール大学，スイス弁護士連合会，法律事務所，各保険会社及び訴訟
費用融資会社の 10 法人で，日本からの調査参加者は 14 名（日本弁護士連合会の
協定保険会社からの参加者 4 名を含む。）であり，通訳 1 名を帯同した。
各訪問先から聴取した内容で報告すべき点については，項を分けて，記載する。
３

スイス現地調査における聴取内容
(1) University of Fribourg（フリブール大学）
同大学では，まず，連邦民事裁判制度における費用負担についての概要の説
明を受けた上で，その制度上の経済学的見地からの問題点の示唆を受け，また
民事訴訟法の制度説明と制度費用の高額化に伴う提訴への影響，さらに費用負

23

なお，訪問先には，日弁連ＬＡＣの関心事項を伝えるべく，事前に，質問事項（【資
料 7-13】訪問先への質問事項一覧（英語））を送付している。

－ 194 －

担保険の制度の概要が示された。
①

スイス連邦民事裁判制度に係る経済学的見地からの問題点

ア

訴訟費用は，26 の州ごとに定められ，判決時に敗訴者が負担するが，
（特
に裁判費用は現金で）前払する必要がある。

イ

26 各州で定められている訴訟費用は，商取引など一定の分野で高額であ
り，裁判を受ける権利が侵害されている。

ウ

裁判など法的手続による前に調停手続を経る必要があり，その成功率は
70%程度である。

②

民事訴訟法上の制度費用の高額化に伴う提訴への影響

ア

訴訟費用が高額になればなるほど，提訴にあたって高確率の勝訴見込み
がないと，提訴を断念せざるをえないことになる。

イ

スイスでは，弁護士は，成功報酬を得ることが禁じられており，裁判で
は係争の結果に関心を持つのではなく，権利や公平性を擁護するという点
で，いわば裁判官の延長のような位置付けに置かれている。

③

費用負担保険の制度の概要

ア

スイスでは，平均的な市民が法律扶助を受けることはほぼ不可能であり，
また訴訟費用融資会社による融資は，実際には，一定額（約 20～30 万スイ
スフラン(約 2200～3300 万円)）以上の高額でかつ勝訴見込みが非常に高く，
被告に支払能力があるという状況でなければ，引き受けられないため，一
般市民が簡単に利用することはできない。

イ

そのため，権利保護保険に加入する意義が存し，個人名義で加入する者
は多い。もっとも，カバー範囲の限界（例えば，無体財産や会社法，物権
法の一部が免責とされていること）や，訴訟額等の限度，免責事項などの
限界も存する。また，企業向けでは訴訟額に上限があり，その点で魅力を
欠いている。

(2) Swiss Bar Association：ＳＢＡ（スイス弁護士連合会）
①

ＳＢＡ登録弁護士のみ民事・刑事の訴訟事務を行うことができるが，法律
相談は，保険会社も行うことができ，その活動領域を拡大する傾向がある。
権利保護保険を適切に運用するための具体的項目として以下の 3 点が挙げ
られる。
ア

利益相反に係る紛争処理を弁護士に委ねる。

イ

弁護士の守秘義務を保険会社の情報取得に優先させる。

ウ

弁護士報酬は，賠償責任保険ではなく権利保護保険によって賄われるべ
きものと位置付ける。

②

市民のための弁護士選択を考えると，弁護士の研鑽・専門分野の認定が不
可欠である。ＳＢＡの専門分野の継続教育として，6 専門分野（賠償責任法及
び保険法，労働法，建築法・不動産に係る法，相続法，刑法，家族法）があ
る。内容は，120 時間の実務的な講習やレポートを提出する研修で，弁護士側
の負担する受講料は，1 万 3500 スイスフラン（約 150 万円）である。専門弁
護士として認定された弁護士（書面テスト，口頭テスト，事例インタビュー
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テストの合格が必要。）は，現在約 1000 名である。
③

弁護士選択の自由は，法律上保障されている。保険会社は，これに対して
反対意見を持っており，調整が図られているが，最低 3 名の弁護士を挙げる
こととしているのが現状である。

(3) Juraplus 社（弁護士が創設した，スイスの先駆的な訴訟費用融資会社）
①

勝訴の場合，請求額の 30%が融資会社の取得分となる。年間 150 件程度の問
い合わせがあり，20 件程度が実際の融資対象となる（スイス全体での年間で
の融資対象は 40 件程度である。）。その対象となる訴額の平均は 410 万スイス
フラン（約 4 億 5000 万円）であり，中小企業のクライアントが多い。なお，
スイスでは，弁護士の完全成功報酬は禁じられており，懲罰的賠償責任も存
しないことから，訴訟費用融資は，アメリカに比べれば，相対的に規模は小
さい。勝訴率は，勝訴的和解も含めて 7 割程度である。

②

訴訟費用融資会社は，被告の支払能力と勝訴の見込みの調査・分析を条件
とするが，将来性のあるビジネスモデルだと考えられる。

③

権利保護保険とは制度的な仕組みが違うことに加えて，対象となる案件の
額があまりにも異なるため，競合する関係には立たない。

(4) FRORIEP 法律事務所（権利保護保険と訴訟費用調達会社の双方に詳しい弁護士
事務所）
①

2011 年からスイス民事訴訟法に基づき，訴訟費用の予納金納付義務が生じ
たことから，裁判所の維持費用が当該費用で賄われるようになったものの，
訴訟件数は減少し，訴訟費用融資の必要性が増加している。2005 年にスイス
連邦裁判所が訴訟費用を融資する事業を合法と判断したことから，権利保護
保険の場合と異なり，訴訟の種類に制限が無く，多額の訴訟費用を要する案
件のために第三者が訴訟費用を融資する融資会社 2 社が発展しつつある。な
お，融資会社の取り分は，認められた請求権の 30%から 35%で，コストは少な
くない。保全処分を行う場合には，融資会社が立替えた金額の倍額の支払を
要する。

②

融資会社は，弁護士から独立していることが必要条件である。融資契約に
おいて，係争案件を担当する弁護士は，依頼者に法的アドバイスは行えるが，
依頼者の代理人とはならない。しかし，同一の弁護士がいつも同じ訴訟費用
融資会社を紹介するような場合には，回数が増えるにつれて，弁護士の独立
性も薄れるかもしれない。

③

融資会社が引受けるのは，少なくとも 25 万スイスフラン（約 2750 万円）
以上の案件で，かつ勝訴の見込みが高い必要があり，係争案件の担当弁護士
が融資会社に勝訴可能性を説明し，認められれば，依頼者と融資会社との間
で融資契約を締結する。なお，第一審で勝訴しても，控訴されれば訴訟費用
が支払われないため，訴訟手続全体に係る融資契約が必要になる。

④

訴訟費用の融資会社と権利保護保険会社は，対応する層のすみ分けができ
ており，前者は許容される額が不明確であることから，後者の方が今後発展
するのではないかと想定される。
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(5) Swiss Reinsurance Company Ltd 社（スイス保険協会に代わり，スイスにおけ
る権利保護保険市場についての説明を行った再保険会社）
①

ヨーロッパにおける権利保護保険の保険料約 77 億ユーロ（約 1 兆円）のう
ち，ドイツが 44%を占めるのに対して，スイスは 5%程度（約 5 億 5000 万スイ
スフランで約 600 億円）である。スイスにおける権利保護保険市場の特徴と
して，(ｱ)同保険の保険料収入の伸び率が毎年 5%増額し，求償額の増額より伸
び率の幅が広い点で，同保険が成長している市場であること，また，(ｲ)同保
険商品も次々と開発され，補償内容も広がっていること，(ｳ)10 人以下の零細
小規模企業はその 15%が権利保護保険に加入しており，当該企業に対する保険
商品も魅力があるという点が挙げられる。なお，加入状況としては，交通事
故補償の関連で半数程度の人が，その他の個人向けとして 10%程度の人が加入
し，上記零細小規模事業者が 15%ほど加入しているものと見積もられているが，
これからまだ増える可能性があるものと考えられている。

②

保険事故件数の割合は，交通事故（32%）や消費者としての権利関係の他，
労働法関係が 16%ある。

③

スイスの法律相談は，弁護士独占制度がなく，保険会社が法律相談に乗る
ことができ，一部例外はあるが，保険会社の社内弁護士が対応している。

④

同保険の紛争は，オンブズマンによる解決が多く，年間 3000 件程度のオン
ブズマンによる紛争解決のうち，同保険の紛争は 283 件で，大半が，勝訴見
込みが無いという理由による，保険会社による保険給付の提供の拒否に係る
紛争であった。

(6) AXA-ARAG 社（スイス市場で 18%を占める首位の権利保護保険会社）
①

1972 年に設立され，1978 年から権利保護保険を販売する権利保護保険会社
である。国内にチューリッヒ本店の他 6 支店が存し，従業員 182 名のうち，
118 名が弁護士資格を有する。従前は，各支社にリーガルサービスが置かれて
いたが，現在は，弁護士社員全員がチューリッヒに所在している。弁護士社
員は，交通事故の他，労働問題，刑法，不動産，契約法等の専門チームに分
かれ，特化したサービスに集中し，2015 年には保険事故 5 万 8000 件の処理に
対応した。この法律相談こそが，重要なサービス内容であるといえる。その
他にも，電話ホットラインサービスやネットサービスでも，簡単な法律相談
を受けられ，また簡単な契約書や各種行政文書等の書式・情報を入手するこ
とができるサービスが付帯している。

②

保険商品としては，個人（家族）向け保険の保険料は，基本年額 354 スイ
スフラン（約 3.9 万円）で，保険契約数約 26 万件のうち，事故件数は 4.4 万
件である。不動産トラブルなどはオプションであり，2014 年から導入された
ネットトラブルに関するオプションの人気が高くなっている。
また，企業向け保険は，例えば給与支払額の合計が 34 万スイスフラン（約
3740 万円）で，100 万スイスフラン（約 1 億 1000 万円）程度の売上げの会社
である場合，年間基本保険料は 340 スイスフラン（約 3 万 7000 円）で，契約
や不動産，インターネットでのトラブル対応がオプションである。約 2 万 5000
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件の契約件数のうち，保険事故件数は約 1 万 2000 件で，そのうち約 60%の支
払保険金が 3000～5000 スイスフラン（約 33～55 万円）の範囲であり，最高
補償限度額が約款上設けられている（例えば，労働トラブルは 100 万スイス
フラン(約 1 億 1000 万円)，契約トラブルが 20 万スイスフラン(約 2200 万円)，
売掛金回収は 5 万スイスフラン(約 550 万円)である。）。
③

スイスにある約 56 万社の企業のうち，従業員 10 名以下の零細小規模企業
は約 92%を占め，10 名超 15 名以下の企業が 6.3%である。これらの企業向け権
利保護保険商品が開発・販売されており，自営業者向けの同保険を充実させ
ようとしている。

④

2015 年の保険料総売上は，28 万 3000 件の保険証券につき，約 1 億スイス
フラン（約 110 億円）で，保険事故への平均支払額は，約 1000 スイスフラン
（約 11 万円）で，総支払保険金は約 5000 万スイスフラン（約 55 億円），ク
レーム引当金は約 1 億 6700 万スイスフラン（約 184 億円）である。なお，係
争額が低い場合には，示談で済ませて訴訟を支払で解決している。

(7) Dextra 社（2013 年に弁護士が創設した，全面的デジタル化により成功してい
る中小企業向け権利保護保険会社）
①

保険商品の販売（ネットオンライン販売が 54％，保険ブローカー販売が 25％，
電話等による従来型販売が 21％である。），事故処理，求償手続も全てデジタ
ル化・オンライン化を図ることで，非常に成功した。その IT システムは独自
に開発したもので，サーバーはドイツにある。オンラインでの手続は非常に
簡単で，サイト訪問者の約 10％が契約を申し込んでいる。3 万人の保険契約
者がおり，1 か月当たり約 1000 人増加していて，創業 4 年で年商 1200 万スイ
スフラン（約 13 億 2000 万円）以上となり，利益率も高い。

②

パッケージ型の完成品スタイルで保険商品を販売することにより，保険商
品の説明もシンプルで，リスク調整も行いやすくなっている。
なお，対象分野は，交通事故等損害賠償，刑事弁護，労働法や不動産等の
その他の紛争の他，許認可や知的財産法，競争法，税法などの分野を広く含
んでいる。
もっとも，相続・家事事件，個人向けの建築や住宅購入紛争，金融や美術
品取引，集団訴訟やリスク集積時は免責としている。

③

スイスでは，企業向け権利保護保険商品の利益率が高く，同社でも，従業
員数の少ない又はいない小規模会社にターゲットを絞って同保険を販売して
おり，同社の保険契約の半数を占める。労働法領域のリスクを少なくするた
めである。同保険は，年額 420 スイスフラン（約 4 万 6000 円）で，補償内容
を勘案すると割安である。企業向け保険料収入は約 350 万スイスフラン（約 3
億 9000 万円），小規模事業者向け（個人と事業活動双方を補償し，弁護士や
医師，手工業者等向け）が約 110 万スイスフラン（約 1 億 2000 万円），個人
向けが 500 万スイスフラン（約 5 億 5000 万円）であり，利益率は小規模事業
者向け保険が最も高い。企業向け保険では，対象地域は全世界だが，中国や
ロシア，アフリカなど汚職が多い又は法的システムが破たんしている地域は
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免責としている。
④

29 名の従業員はチューリッヒの本店に集中しており，そのうち弁護士が 23
名で，1 か月当たり 1 名の従業員を新たに雇用している。その他に 130 名の弁
護士や 850 の独立した保険ブローカーとのネットワークを構築している。1 週
間当たり 800 件の電話による問い合わせがあり，その大半で法的アドバイス
を行う。50～80％の保険事故は社内弁護士で処理しており，同社では，シス
テムや設備備品の提供等を含めたパッケージで，時給 250 スイスフラン（約 2
万 7500 円）を報酬とするフランチャイズ化した弁護士事務所を作ろうとして
いる。保険契約者の約 95％は，同社による弁護士紹介を望んでいる。

⑤

最近のスイスでの同保険の傾向として，(ｱ)新しい領域をカバーする保険の
販売拡充，(ｲ)カスタマーサービスの充実化，(ｳ)デジタル化，(ｴ)保険金請求
時の，保険会社による，弁護士の選択・報酬への緊密なモニタリングなどが
挙げられる。なお，スイスで金融市場の監督官庁は FINMA であるが，銀行へ
の監視より，保険会社に対する監視の方が厳しく障壁となっている。

４

小括－日本の権利保護保険への示唆
(1) 権利保護保険の将来性と普及
権利保護保険は成長産業であり，未だ大きな発展の可能性を秘めていること
が見受けられた。とりわけ，スイスでも企業向け権利保護保険の利益率は高い
ものとされており，日本においても，より多くの中小企業向けの権利保護保険
が販売され，より充実した補償内容の保険が販売・普及することが期待される。
(2) 初期対応の重要性
スイスでは，権利保護保険において初期対応が非常に重視されている印象を
受けた。権利保護保険において，弁護士が行う初期相談により，被保険者が早
い段階で，自らの権利に係る状況判断を進めることが可能となり，かつ適切な
方針によりその権利を行使することができることに加え，保険会社にとっても，
初動段階で適切な方向にその権利が行使されることにより，総体的には費用が
抑えられるという効果が得られる。そのため，権利保護保険における初期相談
は極めて重要であり，その充実が図られるべきである。そこで，契約者や弁護
士において，
（スイス保険協会が発表したような）権利保護保険に係る留意すべ
き事項のチェックリストなどを，日本においても活用して，適切な初期相談を
行うことが考えられる。
(3) 弁護士選任の自由の確保
スイスの状況の調査においても，弁護士選任の自由を確保することは簡単な
ことではないことが分かった。日本においても，弁護士選任の自由を十全化す
べく，保険会社と協議を続ける必要があり，弁護士会としての対応も不断の努
力を要する。
(4) 弁護士の専門認定制度と研修の充実の必要性
市民が権利保護保険を利用して適切な弁護士にアクセスする機会を確保する
上で，日本においても専門認定制度の創設や弁護士の継続した研修の充実は，
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重要な要素となりうると考えられる。上記(3)の弁護士選任の自由は，質の高い
弁護士によるサービス提供が行われることが当然の前提であるものと考えられ
る。
(5) 訴訟費用融資とのすみ分けと権利保護保険の位置付け
訴訟費用を第三者がカバーするという意味では，権利保護保険は，訴訟費用
融資と競合するかのようにも見えるが，訴訟費用融資が個別に，その勝訴可能
性や相手方の支払能力の調査を要することを踏まえると，すみ分けがなされる
ものと言える。そして，権利保護保険は，消費者その他個人や，訴訟費用を自
前で確保できない中小規模の事業者にとって必要であり，特に今後は日本にお
いても中小企業向けの権利保護保険の商品開発が望まれる。
（文責：武田 涼子）

第５
１

中小企業が求める弁護士保険（権利保護保険）とは
スイス権利保護保険会社 Dextra 社の概要
日弁連リーガル・アクセス・センター（日弁連ＬＡＣ）調査団は，2016 年 11 月

に，スイスのチューリッヒ等を訪問し，現地調査を行った。調査の詳細について
は，別のチームが報告するので，ここでは，中小企業向け保険を販売している
Dextra 社の権利保護保険について取り上げる。
Dextra 社は，2013 年に創業し，現在あるスイスの権利保護保険会社 10 社の中
では最も新しく設立された会社である。
創業者である現ＣＥＯの Dahler 氏は，元々弁護士の仕事をしていたが，スイス
では権利保護保険事業の利益性が非常に良く，また成長分野であることから，友
人と Dextra 社を設立するに至った。Dextra 社のオフィスはチューリッヒに集中し
ており，29 名の従業員のうち，23 名が弁護士である。1 週間に約 800 件の電話に
よる問い合わせがあり，ほとんどは法的アドバイスに関するものである。約 130
名の社外の弁護士や，約 850 の独立した保険ブローカーとネットワークを構築し
ている。約 3 万人の保険契約者がいて，1 か月当たり約 1000 人のペースで契約者
が増加している。創業後 4 年で年商 1200 万スイスフラン（約 13 億 2000 万円）と
なった。求償率は 60％程度である。
Dextra 社は，「It's the IT, stupid!」（IT こそが重要なのだ，愚か者!）と
いうスローガンを掲げ，保険商品の販売，保険事故処理，求償手続等のオンライ
ン化を図っている。保険商品の販売については，他社では，自社や自社グループ
の販売チャンネルで 8 割程度の売上げを占めるのが一般的であり，代理店等を通
じて保険商品を販売しているが，このやり方はコストがかかる。そこで Dextra 社
は，コストが低いインターネットによるオンライン上での販売や，資本関係の無
い保険ブローカーを通じての保険商品販売に特化することを試みている。Dextra
社では，オンライン上での商品販売が 54%，保険ブローカーによる販売が 25%，従
来型の電話等による販売が 21%となっている。オンライン上での契約申込みはサイ
ンも不要で，手続が非常に簡単であり，Dextra 社のインターネットサイトを訪れ
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た約 10%の人が契約を申し込む。
また Dextra 社では，他社が通常行っているような，ベースプランに追加担保を
加える方法ではなく，あらかじめ完成しているパッケージ型の権利保護保険商品
を販売する方法を取っている。そのため，顧客に対する保険商品の説明もシンプ
ルとなり，Dextra 社もリスク調整が行いやすい。
Dextra 社は，従業員数の少ない小規模事業者又は従業員のいない小規模会社（以
下総称して「小規模事業者」という。）にターゲットを絞り，企業向け権利保護
保険を販売している。スイスでは労働法領域が最もリスクが大きく，従業員が少
ない，あるいはいない小規模事業者は，そういったリスクが少なくなるためであ
る。このような小規模事業者向けのパッケージ型の商品の保険料は年 420 スイス
フラン（約 4 万 6000 円）となっており，他社で追加担保を加えた場合と比較する
と割安となっている。
Dextra 社の権利保護保険商品ラインは，(1)個人向け商品（勤務中もカバー），
(2)企業向け商品（従業員もカバー），(3)小規模事業者向け商品（個人と事業活
動の両方をカバーでき，弁護士，医者又は手工業者等が加入），(4)特別商品（大
規模会社，社団，組合，スポーツクラブチーム向けのテーラーメイド，特別仕立
て）の４つである。保険金支払の対象は，訴訟費用，弁護士費用（敗訴者におけ
る相手費用を含む。），専門家費用，旅費，通信費等である。特に，(2)，(3)に
ついて言及すると，これらは国外もカバーしており，保険金の上限は 15 万スイス
フラン（約 1650 万円）である。国内については，1 事件当たり 60 万スイスフラン
（約 6600 万円）を上限としている。金融取引，会社法上の紛争，特許権・独占禁
止法に関する紛争，建築紛争（一定金額を超える場合）などは免責事由となって
いる。
Dextra 社の保険事故受付ホットラインの開設時間は，午前 8 時～午後 6 時であ
る。また，電話ではなくオンライン上での事故受付も行っている。ホットライン
で対応するのはインハウスの弁護士で，法律相談のレベルは高く，判断も非常に
早い。保険対応不可や免責などの説明もホットラインで行う。
弁護士との関係については，スイスでは訴訟案件において弁護士選択の自由が
あるが，保険会社は，顧客が依頼した弁護士の業務を厳密に監視する。
Dextra 社では権利保護保険事故の 50％程度をインハウスの弁護士が処理してい
る。Dextra 社は現在，フランチャイズ化した弁護士事務所を作る計画を進めてい
る。その事務所の弁護士は，独立性を保持する必要があるが，仕事は Dextra 社か
ら依頼を受けた権利保護保険の事件処理を行い，他社の権利保護保険の事件処理
を行うことも可能である。弁護士は，Dextra 社の IT システムを使用して事件処理
をすることを想定している。Dextra 社では，これらの手続を完全にオンライン化
する予定であり，弁護士の報酬レベルは，時給 250 スイスフラン（約 2 万 7500 円）
程度を想定している。
Dextra 社は，弁護士に IT システムのみを提供するわけではなく，備品，机，同
社ブランド，それらの使用料なども含めてパッケージで提供し，これらパッケー
ジの対価という形で弁護士からの支払を受け取ることを予定している。一定収入
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が確実に得られ，固定経費がある程度パッケージ化された形で提供されるため，
若い弁護士に特にメリットがある。
２

我が国の中小企業向け保険の概要
我が国では，多数の中小企業向け保険が販売されている。ここでは，インター

ネット等で調べた情報を基に，二つの例を取り上げる。なお，我が国では，弁護
士費用等が支払われる中小企業向け保険のほとんどは，賠償責任保険であり，主
として争訟費用を保険金として支払うものである。以下の二つの例は，法律相談
費用に特化した補償を提供する保険商品である点，賠償責任保険ではなく訴訟費
用保険である点において，他の多くの中小企業向け保険とは異なる特徴を有する。
(1) 労働分野
ある保険会社が販売している中小企業向け保険は，従業員が業務に従事中又
は通勤中に被った身体障がいについて，被保険者が法定外補償を行うことによ
って生じる損害について保険金を支払うものである。精神疾患（メンタルヘル
ス疾患），脳疾患，心疾患，日射病，熱中症等，業務に起因する疾病についても
保険の対象となっている。
また補償対象者としては，従業員（パート，アルバイトを含む。），建設事業
の下請負人のみならず，追加保険料を支払えば，役員，個人事業主，家族従事
者，貨物自動車運送事業の下請負人，建設事業・貨物自動車運送事業以外の構
内下請人，派遣労働者を含むことも可能である。
法律相談費用補償特約は，上記の従業員等が業務遂行に起因すると思われる
身体障がいを被り，被保険者があらかじめ保険者の同意を得て弁護士・司法書
士に法律相談を行った場合の法律相談費用について保険金を支払うものである。
ただし，その身体障がいが保険期間中に発生した場合に限り，また保険金額は，
身体障がいを被った補償対象者の人数にかかわらず，1 回の災害につき 10 万円
が限度である。
免責されるのは，保険契約者，被保険者又はこれらの事業場責任者の故意に
よる場合，地震もしくは噴火又はこれらによる津波の場合，戦争等の場合，核
燃料物質（使用済燃料を含む。）等による場合，風土病や石綿等による身体障が
いの場合などである。
(2) 知財分野
ある保険会社が販売している中小企業向け保険は，国内で，知的財産権の侵
害を理由とする係争に巻き込まれた際の費用を補償している。
我が国の知財関連訴訟は，毎年 600 件前後で推移しているが，これは，米国
や中国等と比較すると著しく少なく，政府では，知財紛争処理システムの機能
強化，活用促進を検討している。また，今後証拠収集手続の改善や損害賠償額
の適正化等が進めば，訴訟件数が増加することが見込まれる。
この保険は，被保険者の業務の遂行に起因して，第三者権利を侵害したこと，
又は侵害するおそれがあることを理由として，被保険者が権利者から訴訟の提
起等を受けることにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して，
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保険金を支払うものである。対象となる知的財産は，特許権，意匠権，実用新
案権，商標権である。
３

権利保護保険に関する中小企業のニーズとその望まれる在り方
日本弁護士連合会は，2016 年に，日本全国の中小企業を対象に，弁護士に関す
るニーズ調査（以下「ニーズ調査」という。）を行った。株式会社帝国データバン
クの企業概要ファイル（COSMOS2）から無作為に 15,000 社を抽出して実施したも
ので，回答率は 25.9％である。同様の調査は 2008 年にも行っており，比較すると
興味深いものがある。
(1) ニーズ調査の結果
以下，ニーズ調査の中から，特に権利保護保険について引用しつつ，その結
果を報告する。なお，同調査では「権利保護保険」について，「弁護士保険」の
記載を用いているため，本稿においても，同調査からの引用部分については「弁
護士保険」の記載を用いることとする。
弁護士保険について「知っている」と回答した企業は 15.2％で，弁護士を利
用したことがある企業は，そうでない企業に比べて認知度が高くなる傾向があ
る。
また，弁護士保険への加入を検討する際に重視する点については，「補償内容
が充実していること」が 63.4％で最も多く，次に「自己負担額が小さいこと」
が 52.8％，「付帯サービスが充実していること」が 30.7％である。売上高別に
見ると，売上高規模が大きくなるほど，「補償内容が充実していること」の回答
比率が高く，一方，売上高規模が小さくなるほど，「自己負担額が小さいこと」
の回答比率が高い傾向となっていることが分かる。
弁護士保険の保険料については，加入したいと思う月額費用で，最も多いの
が「月額 3,000 円」で 28.1％，次いで，
「加入したくない」が 27.2％，
「月額 1,000
円」が 24.7％である。これを売上高別，従業員数別に見ると，企業規模が小さ
くなるほど比較的安価な月額料金を回答する企業が多く，一方で，企業規模が
大きい企業では，「加入したくない」の回答比率が高い傾向となっていることが
分かる。
弁護士保険に加入したくない理由として，1 位は，「顧問弁護士がいるから
（35.4％）」，2 位が「保険の補償内容がよく分からないから（22.2％）」となっ
ている。「その他（16.7％）」の内容としては，「親会社に相談するから」，「いつ
でも相談できる弁護士がいるから」，「今のところ必要がない」，「創業してから
数十年間必要がなかったから」などの意見があった。これを業種別に見ると，
情報通信業や不動産業，金融業で「顧問弁護士がいるから」という回答が多く，
飲食店，宿泊業では「保険料が負担できないから」の回答が多かった。売上高
別，従業員数別に見ると，企業規模が大きくなるほど「顧問弁護士がいるから」
の回答が高くなっている。具体的には，売上高 30 億円超で 77.1％，20 億円超
30 億円以下で 72.7％，10 億円超 20 億円以下で 50.5％，5 億円超 10 億円以下で
40.6％，3 億円超 5 億円以下で 34.5％，1 億円以上 3 億円以下で 23.4％，1 億円
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未満で 11.6％となっている。
企業向けの弁護士保険への今後の加入意向については，1 位が「どちらでもな
い（53.6％）」，2 位は「まあ加入したい（17.3％）」，3 位は「加入したくない（13.3％）」
であった。また，過去 10 年間での弁護士の利用状況別で見ると，過去の弁護士
の利用状況が，今後の加入意向に影響を与えていることが分かる。さらに，企
業向けの弁護士保険への加入を検討する際に重視する点別で見ると，将来的に
加入意向が高い企業では，「補償内容が充実していること」や「補償される金額
が大きいこと」，「付帯サービスが充実していること」等，補償内容に関する事
項を多く選択する傾向にあった。また，弁護士保険の保険料として加入したい
と思う月額費用では，加入意向のある企業（「ぜひ加入したい」と「まあ加入し
たい」）では，月額 1,000 円～5,000 円がボリュームゾーンとなった。
(2) 保険商品として考慮すべき要素
①被保険者の範囲
法人又は個人事業主を原則とするが，従業員や一定の範囲の役員を加える
ことも考えられる。
②対象事故
ニーズ調査で明らかになった，中小企業のニーズがある法分野について，
その紛争類型ごとに，権利保護保険請求権が生じる保険事故を決める必要が
ある。
③紛争段階
初期相談（法律問題に該当するか否かの振り分け），法律相談及び委任（裁
判外の代理，裁判上の代理）の各段階について，どの段階を保険給付の対象
とするかを決める必要がある。
④保険給付の範囲
弁護士費用，訴訟費用，その他鑑定や証人の費用，旅費日当，通信費等ど
こまでを保険でカバーするかを決める必要がある。また給付については，全
額保険者負担，あるいは被保険者が一部を負担することも考えられる。
⑤保険者の免責事由
被保険者と保険者との間の紛争，戦争・テロ・地震等が考えられる。
⑥適用地域
日本国内に限定するのか，国外も含むのかを決める必要がある。地域を限
定することも考えられる。
⑦保険金支払基準
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」によるか，あるいは別途新しい報酬基準を定めるかを決める
必要がある。
⑧弁護士選任の自由
中小企業向けの権利保護保険が商品化される場合は，弁護士選任の自由を
協定によって確保する必要がある。
(3) 顧問弁護士制度との両立
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我が国では，顧問弁護士制度が広く普及している。「自由と正義」の 2011 年
臨時増刊号のデータによると，弁護士全体の 63.5％は顧問先を持っており，そ
の平均顧問数は 13.9 件，平均顧問料収入は年間 711 万円である 24 。また，顧問
先の紹介による事件も多く，日本の弁護士，特に経営者弁護士にとっては，顧
問弁護士制度は事務所経営の大きな柱となっている。
我が国に根付いていると言える顧問弁護士制度ではあるが，中小企業向け保
険とは両立しないのではないか，顧問弁護士制度は，中小企業向け保険の普及
によって衰退してしまうのではないかという指摘も聞かれる。
これについては，大企業と中小企業では相違があると考えられる。大企業は，
顧問弁護士制度が確立しており，また専門性の高い弁護士を獲得することが比
較的容易であるため，保険のニーズはあまり高くないと考える。また，今回の
ニーズ調査からも分かる通り，中小企業でも，企業規模が大きいほど既に顧問
弁護士がいるため，保険に加入するインセンティブが少ない傾向にあり，大企
業の場合はなおさらその傾向が強いと考えられる。
そのため，保険の加入者として主に想定されるのは，企業規模が小さい中小
企業である。顧問弁護士のいない中小企業が保険を利用し，弁護士会から事案
に応じた専門性の高い弁護士を紹介してもらう，もしくは，顧問ではないもの
の懇意な弁護士に特定分野の事案を解決してもらう，そのような場合に，弁護
士にかかる費用を保険金で賄うことができれば，中小企業の様々な法的問題を
専門家である弁護士によって適切かつ安価（保険料）で解決することが可能で
ある。
顧問弁護士がいる中小企業であっても，保険を利用することによって，顧問
弁護士に依頼した事案の着手金・報酬金・実費等を保険から支払うことができ
れば，顧問弁護士をより活用することが可能である。顧問弁護士にとっても，
依頼者の経済的負担を過度に慮ることなく，事案に対応することができるため，
これまでであれば対応が難しかった事案にも対応することが可能となる。
このように弁護士選任の自由が保障され，企業が自社の顧問弁護士を選任す
る場合でも，保険でその費用を補填することができれば，企業が保険に加入す
ることにより，顧問弁護士をより一層活用できる可能性もある。
今後は，中小企業のニーズ調査を踏まえて，中小企業向け保険の加入に積極
的であると思われる層を対象とし，ニーズの大きい分野に限定した保険や，法
律相談費用に特化した保険などを開発することにより，中小企業向け権利保護
保険と顧問弁護士制度の両立を図っていくべきだと考えている。以上述べた点
は，今後十分議論されなければならない。
（文責：山田
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正記）

「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（2011 年臨時増刊号）52 頁
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第１
１

事業承継の必要性と意義
事業承継の必要性

(1) 経営者の交代率の悪化
経営者交代率は昭和 50 年代に平均約 4.97％であったが，直近約 10 年間では平均
約 3.5％に低下した（株式会社帝国データバンク「2012 年全国社長分析」「2016 年
全国社長分析」）。
(2) 経営者の高齢化について
経営者交代率が低下していることに伴って，全国の経営者の平均年齢は上昇して
おり，1980 年頃には約 52 歳だったところ，2015 年には 59.2 歳に至った。その結果，
60 歳以上の経営者の割合は，1990 年には 29.8％であったのに対して，2015 年には
半数を超え 51.9％となった（株式会社帝国データバンク「2012 年全国社長分析」，
「2016 年全国社長分析」）。
(3) 中小企業数の減少について
上記のように経営者の交代率が低下し，経営者の高齢化が進んでいる大きな原因
の一つが，社会問題化している人口減少・人手不足により事業の後継者が不足して
いることにある。全国の中小企業約 4,000 社を対象として行った調査では，60 歳以
上の経営者の約半数が「廃業を予定している」と回答した。廃業する理由について
は，「当初から自分の代限りで辞めようと考えていた」（38.2％），「事業に将来性が
ない」
（27.9％）に続いて，
「子どもに継ぐ意思がない」
（12.8％），
「子どもがいない」
(9.2％)，「適当な後継者が見つからない」（6.6％）といった後継者難を挙げる経営
者が合計で 28.6%に達した（日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に
関するインターネット調査」（2016 年 2 月））。
このように，後継者不足を原因として廃業を余儀なくされる中小企業も多いとこ
ろ，我が国の中小企業者数は 1999 年に約 483.6 万者であったが，2014 年には約 380.9
万者にまで減少した（中小企業庁「平成 28 年事業承継を中心とする事業活性化に関
する検討会第 1 回資料 3」）。15 年間のうちに全中小企業のうちの 20％強が姿を消し
たことになる。
(4) 事業承継が喫緊の課題であること
上述のような経営者の高齢化によって，経営者年齢のボリュームゾーンが 2015
年には 66 歳前後になっているところ（中小企業庁委託調査「中小企業の成長と投資
行動に関するアンケート調査」
（2015 年 12 月，株式会社帝国データバンク）），中小
企業者の引退年齢は平均で 67～70 歳程度であるため（中小企業庁委託調査「中小企
業の事業承継に関するアンケート調査」（2012 年，株式会社野村総合研究所）），今
後 5 年程度で多くの中小企業が事業承継や廃業のタイミングを迎えることになると
予想される。
また，廃業を予定していると回答した中小企業のうち約 4 割の経営者が「今後 10
年間の事業の将来性について，事業の維持，成長が可能」と回答しており（日本政
策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」（2016
年 2 月）），事業は継続できるにも関わらず，後継者の確保ができずに廃業を選択せ
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ざるを得ない状況に陥っていることが推測される。
適切に事業が承継されなければ，今後 5 年間のうちに，事業自体は継続可能であ
るにもかかわらず，更に多数の中小企業が後継者難を理由として廃業を余儀なくさ
れることが強く懸念される。加えて，後継者の育成期間も含めると事業承継の準備
には 5 年～10 年程度を要すると言われている一方で，実際に事業承継の準備に着手
している企業は 70 代，80 代の経営者ですらそれぞれ 49.5％，47.7％と半数にも満
たない状況である（株式会社帝国データバンク「中小企業における事業承継に関す
るアンケート・ヒアリング調査」（2016 年 2 月））。
以上のとおり，事業承継の問題は，我が国の中小企業がこれまでの事業運営で養
ってきた貴重な経営資源を失わないために解決しなければならない喫緊の課題であ
り，そのことは社会共通の認識になりつつある。
２

事業承継の意義
(1) 定義等
中小企業庁の「事業承継ガイドライン」
（2016 年 12 月）によれば，事業承継とは
文字通り「事業」そのものを「承継」する取組であり，事業承継後に後継者が安定
した経営を行うためにあらゆる経営資源を承継することを指す。
後継者に承継すべき経営資源は多様であるが，
・「経営権」（代表取締役の交代等）
・「資産」（株式，事業用資産，資金等）
・「知的資産」（経営理念，従業員の技術や技能，ノウハウ，経営者の信用，取引
先との人脈，顧客情報，知的財産権，許認可等。従来の貸借対照
表上に記載されている資産以外の無形の資産の総称。）
の 3 つの要素を承継することであると整理できる。事業承継とは，単に株価を下げ
て親族に贈与したり，株価の評価を高めて第三者への売却益を確保するための手法
だけを指すのではないことに注意すべきである。
「経営権」の承継におけるポイントは，適切な後継者を選定することにある。と
りわけ中小企業においては，経営者の個性が当該企業の強みそのものであることが
少なくないところ，そのような企業においては経営者が交代した後も，事業価値を
維持・発展することが可能な者を選定したり，時間をかけてでも後継者教育を行う
ことが必要になる。
「資産」の承継のポイントは，会社形態であっても事業所の土地建物は代表者個
人の資産である等の場合を含めて，後継者が事業に必要な全ての資産を確実に利用
できるように適切に承継することにある。贈与税や相続税の負担を避けるために，
現経営者の資産を分散せざるを得ない場合などは，最低限事業に不可欠な資産は後
継者に集中されるなど，事業承継後の経営が不安定にならないように特に注意が必
要である。
「知的資産」の承継のポイントは，承継の前提として現経営者が，自社の知的資
産が何であるかを的確に把握することにある。
「知的資産」は企業の競争力そのもの
であるにもかかわらず，人材，技術，技能，組織力，経営理念，顧客とのネットワ
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ークなど，目に見えにくい経営資源であるため，まずは経営者が自社の知的資産が
何であるかを自ら整理し，後継者に自らの言葉で伝えていくことが肝要である。
(2) 事業承継の形態
事業承継の形態は，①親族内承継，②従業員承継，③第三者承継（Ｍ＆Ａ）に大
別される。
少子化等を背景に，近時は①親族内承継が減少し，②従業員承継及び③第三者承
継が急増している。すなわち，中小企業庁委託調査「中小企業の事業承継に関する
調査に係る委託事業報告書」
（2012 年 11 月）によれば，20 年以上前には，①親族内
承継が 92.6％もの割合を占めていたのに対して，②従業員承継は 4.2％，③第三者
承継は 3.2％に過ぎなかった。しかし，直近 10 年については，①親族内承継は 60.5％
まで減少し，②従業員承継は 21.5％，③第三者承継は 18.0％にまで増加している。
①

親族内承継の場合，後継者の選定に関して社内外の理解を得やすいというメリ
ットがある一方で，資産承継の際の遺留分対策や税負担への対応が問題となりや
すい。遺留分に関しては，遺言により事業用資産以外の資産を非後継者たる親族
に相続させたり，生命保険金による代償金の支払い等が検討されることがある。
税負担への対応については，相続時精算課税贈与，非上場株式等についての相続
税及び贈与税の納税猶予・免除制度（事業承継税制），小規模宅地等の特例，退職
金の活用等の各種制度をケースに応じて検討することになる。

②

従業員承継の場合，事業用資産の承継は有償譲渡によることが多く，その場合，
相続税対策は不要となるものの，後継者による買取資金の調達や譲渡価格等に関
して，現経営者等との合意形成がポイントとなる。また，従来は後継者たる従業
員が会社の金融債務に関する連帯保証債務を負担することが大きな障害になって
いたが，承継前の金融債務の圧縮や，
「経営者保証に関するガイドライン」の活用
等を十分に検討するべきである。

③

第三者承継については，中小企業の事業承継では株式譲渡が利用されることが
多いが，事業の一部が毀損している場合に優良部門のみを譲渡するなど，事業譲
渡が利用されることも少なくない。特に売主側はＭ＆Ａは初めての経験であるこ
とがほとんどであり，早い段階から専門家等による支援の必要性が高いと言える。

(3) 事業承継を巡る現状
最後に，事業承継を巡る現状について概観する。
①

第三者承継（Ｍ＆Ａ）
中小企業庁の「2017 年版中小企業白書・小規模企業白書要約」には，事業承継
に関して，
「Ｍ＆Ａのニーズはあるが，準備・対策は進んでいない。」
「時間のかか
る事業承継やＭ＆Ａの際の多様な課題に対し，金融機関や支援機関によるきめ細
かな支援が必要。」との指摘がある。
具体的には，後継者候補がいない小規模法人において，約 20％がＭ＆Ａを具体
的に検討又は決定している，事業を継続するためならＭ＆Ａを行っても良いと考
えている。一方で，Ｍ＆Ａに関して課題と感じる項目としては，
「Ｍ＆Ａに関する
情報や知識の不足」
（81.6％），
「諸手続に関わる法務，税務，財務等の専門知識の
不足」（74.3％）といった知識面の不安が上位１，２位を占めている。
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少子化や人手不足といった社会状況にあって，親族内及び従業員のいずれにも
適切な後継者を確保することができない中小企業は少なくない。これらの中小企
業においても，従業員の雇用確保は勿論のこと，長年培われた技術力や顧客との
信頼関係など，事業を継続する価値が高いケースは数多く存在する。
しかし，従来，小規模事業者がＭ＆Ａについて相談できる機関としては，手数
料等の負担から民間の仲介機関は利便性が高いとは言い難く，顧問税理士がたま
たまＭ＆Ａの知識を有するなどの限定的な場合に限られていた。そのために，小
規模事業者におけるＭ＆Ａのニーズが掘り出されたり，経営者の知識面での不安
が解消される機会は著しく少なかったといえる。
近時，全国に「事業引継ぎ支援センター」が開設された。もともと，実際のニ
ーズが存在していた分野であることから，地方においても同センターの知名度は
高まっているようであり，益々の活用が期待される。もっとも，実際の仲介業務
を行うことは困難であるなど，事業引継ぎ支援センターが単独で出来ることには
限りがあり，専門家，民間仲介会社，金融機関等の支援機関の連携による層の厚
い支援が今後一層求められるであろう。
②

従業員承継
中小企業庁の「2017 年版中小企業白書・小規模企業白書要約」には，「親族外
承継の場合は，親族内に比べて資産の引き継ぎ準備に遅れ。経営者は後継者選定
にあわせて計画的に準備を進めることが重要。」との指摘もある。
事業承継の問題が社会的に認知されてきているとはいえ，早めに準備を始める
経営者は必ずしも多くない。専門家，金融機関等が，事業承継施策の理解を深め，
中小企業への周知と承継準備の必要性について働きかけをしていくことが望まし
いと言える。

第２

弁護士による事業承継支援の在り方
東京都よろず支援拠点コーディネーター
弁護士・中小企業診断士

１

関

義之（東京弁護士会）

はじめに
中小企業庁は，2016 年 12 月，「事業承継ガイドライン」1（以下「事業承継ＧＬ」
という。）を策定した。2006 年に事業承継協議会が発表した「事業承継ガイドライン」
を 10 年ぶりに見直した事業承継の手引書である。その前年の 2015 年 3 月には，事業
承継のうちＭ＆Ａ等に関する手引書として，「事業引継ぎガイドライン」2（以下「事
業引継ぎＧＬ」という。）を策定している。そして，2017 年 4 月に公表した 2017 年版
「中小企業白書」 3（以下「2017 年白書」という。）や「小規模企業白書」4において，

1
2
3
4

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei.htm（中小企業庁）
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150407hikitugi.htm（中小企業庁）
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityuu.html（中小企業庁）
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujisyou.html（中小企業庁）
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「事業の承継」
（第 2 部第 2 章）として一章を設けた。これら中小企業庁の一連の動き
は，国が事業承継に本気で取り組む姿勢を表明したものと捉えられている。
ところで，事業承継ＧＬ84 頁では，事業承継のサポート機関の 1 つとして「弁護士」
を紹介し，弁護士や弁護士会にも事業承継支援の一翼を担うべく期待を寄せている。
しかし，中小企業庁のアンケート調査（2017 年白書 298 頁，312 頁）によれば，事業
承継に関する過去の相談相手として選ばれているのは（後継者決定済み企業の場合），
中規模法人で 1 位の顧問契約を締結している公認会計士・税理士 72.9％に対し，弁護
士は 12.9％，小規模法人においては 1 位の顧問契約を締結している公認会計士・税理
士 64.5％に対し，弁護士は 5.4％，個人事業者で 1 位の商工会・商工会議所 77.4％に
対し，弁護士 1.8％となっており，現状では全く期待に応えられていない。もっとも，
事業承継には資産の承継を中心に，弁護士が関わるべき法的課題も多く，積極的に取
り組みたいという熱い思いを持った弁護士も数多くいるのが現実であり，ミスマッチ
が生じている。そこで，どのような切り口で取り組めば，もっと弁護士が事業承継に
関わることができるのか，私がコーディネーターを務めている東京都よろず支援拠点5
での取り組み経験も踏まえて，考えてみたい。
なお，事業承継に関する最低限必要な実務知識やノウハウについては，前述の 2 つ
のガイドラインを読めば身につく6。特に，事業承継ＧＬは，支援機関や士業等の専門
家が事業承継支援のスタンダードとして活用することを想定して作成されたものであ
り必読である。
以下，事業承継ＧＬの説明に適宜触れながら述べていくこととする。
２

事業承継支援の概要
(1) 事業承継の類型
事業承継の類型は，
「親族内承継」，
「役員・従業員承継」，
「社外への引継ぎ（Ｍ＆
Ａ等）」という 3 つの類型に区分される（事業承継ＧＬ15 頁以下）。
親族内承継とは，「現経営者の子をはじめとした親族に承継させる方法」である。
息子や娘が典型例であるが，娘婿や兄弟姉妹が継ぐ場合もある。役員・従業員承継
とは，一般的に親族外承継とも呼ばれているが，「「親族以外」の役員・従業員に承
継する方法」である（以下「従業員承継」という。）。社外への引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）
とは，
「株式譲渡や事業譲渡等により承継を行う方法」である（以下「Ｍ＆Ａ等」と
いう。）。統計でみると，長期的には親族内承継の割合が低下している一方，親族外
承継やＭ＆Ａ等の割合が上昇しており，2012 年には親族外承継の割合が親族内承継
を上回る状況にある（2014 年版中小企業白書 253 頁）。
事業承継を考えるに当たっては，まず後継者がいるかどうかが出発点となる。息
子など親族に後継者がいる場合には親族内承継，親族内に後継者がいない場合には

5

よろず支援拠点とは，国が，中小企業・小規模事業者のために，全国都道府県に 1 か所ずつ設置する経営相
談所である。東京都よろず支援拠点には，チーフコーディネーター外，12 名のコーディネーター（中小企業
診断士，税理士，弁護士等）が在籍し，それぞれの専門知識・能力を活かして，連携して日々経営相談に当た
っている（2017 年 5 月現在）。
6
ほかに，中小企業基盤整備機構が発行している「事業承継支援マニュアル（支援者向け）」も参考になる。
http://www.smrj.go.jp/keiei/jigyoshokei/081348.html（中小企業基盤整備機構）
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従業員承継（内部昇格以外に外部から招聘する場合もある），いずれにも後継者がい
ない場合にはＭ＆Ａ等という流れで検討していくことが一般的である。
従って，事業承継の支援をするに当たっては，まずは経営者に「後継者はいます
か？」「どなたですか？」と後継者の有無を確認することから始める。また，「後継
者本人には話をしましたか？」と後継者本人の意向も確認するとよい。経営者が一
方的に後継者と思っていてもそのとおりいかないこともある。親子間のコミュニケ
ーションが上手く取れないケースもあり，弁護士が，第三者として，経営者の代わ
りに息子や役員からヒアリングしてもよい。
(2) 事業承継の構成要素
後継者に承継すべき経営資源は，「人（経営）」，「資産」，「知的資産」の 3 要素に
大別できる（事業承継ＧＬ17 頁以下）。
人（経営）の承継とは，後継者への経営権の承継であり，会社であれば代表取締
役の交代，個人事業主であれば現経営者の廃業・後継者の開業による。資産の承継
とは，事業を行うために必要な資産の承継である。自社株式を中心とし，社長個人
が保有している設備や不動産などの事業用資産や連帯保証等が対象となる。知的資
産とは，財務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源の総称であり，経営理
念，従業員の技術や技能，ノウハウ，経営者の信用，取引先との人脈，顧客情報，
知的財産権，許認可等のことである。
弁護士の専門的な知識・能力が最も必要とされるのは，
「資産」の部分である。こ
の資産の承継については各類型のポイント（後述）で触れるが，民法，会社法等の
関連法を駆使して，いかに円滑かつ安定的な承継を実現することができるかを検討
し，実践することが求められている。
また，人（経営）の部分についても，民法や会社法の専門的な知識が必要な場合
がある。例えば，取締役会設置会社において，1 人株主かつ代表取締役社長である
Ａに認知症の症状が出ており判断能力に疑義が生じている場合，どのように進める
べきか。医師の見解を聞きながら慎重に判断し，後見相当であれば，成年後見制度
を利用し，取締役の欠格事由（会社法 331 条 1 項 2 号）を理由に取締役を退任させ
ることも 1 つの方法である（ただし，この場合，株式については相続を待つほかな
い）。近年，社長の平均年齢が上昇しており，認知症が問題になるケースは増えてく
ると予想している。早めに対策を行う必要があることはいうまでもないが7，経営者
に認知症の症状が出始めているような悩ましいケースでは，将来の法的紛争を未然
に防ぐための対策が弁護士に求められている。
他方，知的資産の承継については，知的財産権は別として，一般的には弁護士が
対応することが不得意な分野と思われる。しかし，最低限の内容は理解した上で，
必要に応じて，信頼できる商工会議所等の経営指導員や中小企業診断士等の他の専
門士業につなぐことができれば，それだけでも価値のある支援となる。

7

事業承継ＧＬ68 頁では，「株主ごとの異なる取扱い」（いわゆる属人的株式）を，「認知症等により現経営
者の判断能力が低下した場合への対応策としても注目されている」と紹介している。
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(3) 事業承継に向けたステップ
事業承継ＧＬ20 頁以下では，事業承継に向けたステップとして以下の進め方を推
奨している（当職において少し加工している）。
ステップ 1

事業承継に向けた準備の

ステップ 2

経営状況・経営課題等の把握（見える化）

ステップ 3

事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）

ステップ 4

親族内・従業員承継：事業承継計画策定

ステップ 5

必要性の認識
プレ承継

Ｍ＆Ａ等：マッチング実施

事業承継の

親族内・従業員承継：事業承継の実行

計画と実行

Ｍ＆Ａ等：Ｍ＆Ａ等の実行
その後
①

ポスト事業承継（成長・発展）

ステップ 1：必要性の認識
事業承継ＧＬ，21 頁及び 80 頁以下では，相談されるのを待つという受け身の

姿勢では一向に進まない事業承継を促すために，
「事業承継診断票（相対用）」
（事
業承継ＧＬ91 頁）というツールを用意し，支援機関等が自ら 60 歳以上の経営者
を対象に「事業承継診断」を実施し，事業承継に関する対話をし，経営者に事業
承継の必要性を認識してもらうことが大切であるとしている。弁護士も，事業承
継とは全く関係ない法律相談の場面であっても，相談者（顧問先も含む。）が 60
歳以上の経営者であれば，この診断票（個々の弁護士が使いやすいようにカスタ
マイズすると良い。）を利用して，「ところで，後継者はいますか？」と一言声を
かけるくらい能動的に事業承継に取り組む姿勢が望まれる。
②

ステップ 2，3：プレ承継
ステップ 2，3 は，プレ承継と言われるもので，経営状況や事業承継の課題を
把握した上で，経営力を強化したり経営改善を行うなど，会社の磨き上げを行う
というステップである（事業承継ＧＬ24 頁以下）。
ステップ 2 の現状の把握と課題の整理は，その後の事業承継を実行する上で非
常に重要なステップとなる。課題を漏れなく確認するためのヒアリングポイント
を整理しておくと有益である。
ところで，弁護士の事業承継への取り組み方として，あくまで資産の承継を中
心としつつ，全体を見渡すコーディネーター役となるか，他のコーディネーター
役と連携して資産の承継部分のみをスポット的に解決するかが考えられる。
前者であれば，他の支援機関や他の専門士業につなぐ，後者であれば，他の支
援機関や他の専門士業に声をかけてもらうというネットワーク作りが重要である。
そのためには互いの業務内容を理解しかつこの人と一緒にやりたいという信頼関
係を構築することが重要である。東京都よろず支援拠点では，互いのコーディネ
ーターの専門分野や人となりを熟知しているため，自分の専門領域以外の経営課
題をも拾い上げ，他のコーディネーターにつなぐ横の連携がうまく機能しており，
例えば，株式の話になれば，弁護士のコーディネーターに声がかかり，相談に同
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席することが多い。
また，経営状況をヒアリングした結果，対金融機関の負債（及び経営者の連帯
保証債務）が過大であるため，これを処理しなければ円滑に事業承継を進めるこ
とができず，債務免除等の抜本的な処理が求められるケースもよくある。また，
事業再生のみならず，事業や事業用資産等を第三者に譲渡して廃業するパターン
も考えられる。この場合，日本弁護士連合会が，最高裁判所，経済産業省中小企
業庁と協議して，債務者側代理人弁護士のための手引きを策定した特定調停スキ
ーム（事業再生のみならず，廃業にも対応可能）8を活用したり，「経営者保証に
関するガイドライン」9に基づく保証債務の整理を進めたり（特定調停スキームで
も対応できる），事業再生や事業・資産の譲渡により一部でも経営資源を次世代に
承継していく取組みが必要となる。ここはまさに，法律や交渉の専門家である弁
護士がリーダーシップをとって進めていくことが求められる。
③

ステップ 4，5：事業承継の計画と実行
課題を整理した後は，親族内・従業員承継であれば，事業承継計画を策定し実

行する，Ｍ＆Ａ等であればマッチングを実施し，Ｍ＆Ａ等を実行するというステ
ップである（事業承継ＧＬ28 頁以下）。詳しくは，各類型のポイント（後述）で
触れたい。
④

ポスト事業承継
事業承継を実行した後は，後継者が新たな視点で経営に取り組み，中小企業を
成長させることが必要となる。この段階では，経営革新等に目が行きがちである
が，2 代目の役割として内部体制の構築も重要な視点である。事業を引き継いだ
後継者から，これまで取締役会や株主総会を開いたことがないと相談を受けるこ
とがあるが，定款の見直しを含め，内部体制の構築に関するアドバイスも，弁護
士が必要とされる大事な事業承継支援の 1 つと考えている（本来はステップ 3 で
行っておくべきもの）。また，株式が分散していることから，代表取締役になった
後，株主との関係について相談に来られる後継者も多い。

３

資産の承継を中心とした各類型の基本的なポイント
(1) 親族内承継
事業承継支援の方針は，円滑かつ安定的に事業を承継させることにある。資産の
承継であれば，株式や事業用資産を後継者に集中させ，連帯保証を含め金融機関と
の関係を円滑に承継することが必要となる。そのために，まずは，株式の状況（発
行済み株式総数，株主構成，シェア，名義株の存在，株券発行会社か否か，株主名
簿の存在，種類株式や属人的株式の有無等）や経営者個人で保有している事業用資
産の状況，連帯保証の状況を確認することから始める。
株式については，会社法，民法等の関連法を駆使して，解任リスクを避けるため
最低でも普通決議（会社法 309 条 1 項）が可能な過半数，できれば特別決議（同条

8
9

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2017/141226.html（日本弁護士連合会）
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/（中小企業庁）
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2 項）が可能な 3 分の 2（最も安定するのは 100％）を集中させる対策を検討する。
承継方法としては，売買，贈与，遺言等の方法があるが，遺留分の問題を避けるた
めに売買を利用することもある。法定相続は遺産分割前の準共有の問題や，遺産分
割による紛争リスクがあるため避けるべきである。また，贈与，遺言の場合に生じ
る遺留分対策（経営承継円滑化法10の遺留分に関する民法の特例の利用も含む）の
ために，非後継者に配分するための株式，事業用資産以外の資産についても確認し
ておく必要がある。
事業用資産に関しては，特に経営者所有の不動産を会社が利用していることがあ
るが，後継者に承継させるか，最低でも賃貸借契約等の契約関係を整備しておく。
連帯保証については，「経営者保証に関するガイドライン」（6．(2)「事業承継時
の対応」）を確認し，連帯保証の解消を含め，経営者から後継者に円滑に承継するこ
とができるように金融機関と調整する（事業承継ＧＬ56 頁以下）。
贈与，遺言の場合には，贈与税，相続税対策が必要となり，税理士との協働が必
要不可欠である。弁護士も暦年課税贈与，相続時精算課税贈与，事業承継税制等の
最低限の税務知識を持ち（事業承継ＧＬ41 頁以下），信頼できる税理士へつなぐこ
とが必要となる。
また，近年は，信託が認知症等の対策としても注目されているようであり，その
活用法について研鑽を積むことが期待される（事業承継ＧＬ69 頁以下）。
(2) 従業員承継
従業員承継の場合，株式や事業用資産の承継方法としては，売買が一般的である
が，売買の場合，後継者がどのように買取資金を調達するかが課題となる。融資の
場合，民間金融機関のほか，経営承継円滑化法の金融支援による日本政策金融公庫 11
からの融資も検討する。買取資金を調達できず，株式の所有と経営が分離する場合
でも，無議決権株式等の種類株式や属人的株式等の対策もあるようであり，このあ
たりはまさに弁護士の腕の見せ所といえよう。
従業員承継の場合には，後継者教育という側面においては親族内承継と同じく身
内に承継するものではあるが，資産の承継でいうと，Ｍ＆Ａ等と同じく，経営者と
従業員で利害が対立する局面でもある。従って，利益相反を避ける趣旨と，従業員
への法的保護の観点から，ケースによっては，経営者側と従業員側でそれぞれ別の
弁護士がアドバイスをすることが望ましいといえる。
なお，経営承継円滑化法が 2016 年 4 月に改正され，親族以外へ株式を贈与した場
合にも遺留分に関する民法の特例が適用されることになったことも忘れないように
したい。
(3) Ｍ＆Ａ等
Ｍ＆Ａ等の方法としては，株式譲渡が一般的である。しかし，株式が分散し 100％
集中させることができなかったり，一部の事業を譲渡したい場合には，事業譲渡（全
10

中小企業庁 中小企業経営承継円滑法の申請マニュアル・申請様式の一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2014/141217Yoshiki.htm（中小企業庁）
11
日本政策金融公庫 事業承継・集約・活性化支援資金
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou.html（日本政策金融公庫）
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部・一部）を利用することもある。その他，合併，会社分割等を含め，有効なスキ
ーム選択は，弁護士がよく受ける相談内容の 1 つである。なお，債務超過の場合に
は，事業譲渡が詐害行為にならないように注意する必要がある。
Ｍ＆Ａ等の場合，特に売上規模が小さい小規模事業者では買手探しに苦労する。
民間のＭ＆Ａ仲介業者に依頼する場合，その手数料が比較的高額のため利用できる
とは限らない。この場合でも，諦めることなく，同業の取引先や取引金融機関に当
たってもらったり，最寄りの事業引継ぎ支援センター12に相談するなどして買手探
しを試みる。同センターに行く際には，弁護士も同席し（事業引継ぎＧＬ30 頁），
経営者のフォローをするとよい。
売れる会社にするには，事業価値を高める磨き上げに取り組むことが大切である
（事業引継ぎＧＬ16 頁以下）。ガバナンス・内部統制の向上等弁護士が取り組むべ
き課題のほか，会社の強み作りや経営改善に取り組む必要がある場合もあり，他の
支援機関との連携も重要である。
経営者からはいくらの価値があるのかという質問を受けるが，あくまで目安であ
ると前置きした上で，事業引継ぎＧＬ54 頁以下を利用して，一般的に中小企業・小
規模事業者の企業評価は，
「時価純資産＋のれん代（年間利益に一定年数分を乗じた
もの）」で算定することが多いと説明している。実際に費用をかけて算定する場合に
備えて信頼できる公認会計士とのネットワークを作っておくとよい。
マッチングに成功した場合には，最終的に契約を締結するが，売手側の専門家と
して契約書（株式譲渡契約書等）の作成に関与する。経営者が求めている条件が網
羅されているか，表明保証条項で不利益を被らないか等の視点が重要となる。

第３
１

事業承継トラブル・チェックシートについて
現状での事業承継についての弁護士の関わり方

(1) 現状においても弁護士は，中小企業の事業承継について様々な場面で関わりを持
っている。例えば，中小企業の経営者が死亡したことにより相続争いが発生し，事
業を承継する相続人を巡って争いになるケース，事業を承継する相続人と承継しな
い相続人の間での遺産分割協議や遺留分減殺請求，事業承継を円滑に進めるための
遺言書の作成，中小企業のМ＆Ａを進めるに当たってのスキームの検討や株式買取
り交渉，法務デューディリジェンスなどが挙げられる。この点，前回岡山で開催さ
れた日本弁護士連合会第 19 回業務改革シンポジウムで取り上げた創業支援につい
ての弁護士の関わりに比べれば，はるかに多様な場面で，多くの弁護士が何らかの
形で事業承継の仕事を取り扱っているといえよう。
(2) ただ，個々の弁護士によっては税理士や公認会計士，コンサルタントなどと協働
して，紛争発生前の事前の事業承継対策を積極的に取り扱っているケースもあるが，
総体的に見ると，弁護士が事業承継に対して関わりを持つのは，紛争が現実に生じ
12

事業引継ぎ支援センターとは，国が，後継者不在の中小企業・小規模事業者の事業承継をＭ＆Ａ等を活用
して支援する目的で，全国都道府県に 1 か所ずつ設置する相談所である。相談対応，Ｍ＆Ａ仲介業者への橋
渡しのほかマッチングを行っている。
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た後のことが比較的多く，紛争が発生する前の段階で，円滑な事業承継に向けて積
極的に関与することは未だ少ないというのが実状と思われる。
(3) その理由としては，どうしても事業承継を事前に検討するに当たっては，贈与税
や相続税，事業再編に関連する税制等の税務問題と密接に絡むため，一般的には，
事業承継対策と言えば「税理士マター」と認識している人が多いこと，また，税理
士は月末決算や税務申告などで日常的に中小企業経営者と接点があり，その中で事
業承継についても相談がしやすいという点，一般的な弁護士に対するイメージは，
「トラブルになった後にやむを得ず相談するもの」というイメージが強く，事業承
継対策を事前に検討する対象として浮かばないことが多い点が挙げられよう。
２

弁護士が円滑な事業承継対策に積極的に関与することの意義
(1) 確かに，事業承継対策を検討するに当たって，税務上の知識・経験は必要であり，
税理士が関与することはある意味自然である。現実に，弁護士が事業承継問題に関
与するに当たって，税理士とペアを組んで仕事をするケースが多い。また，税理士
が関与していた事業承継がうまく行かず，結果的にトラブルになった後に，弁護士
が税理士から事件の紹介を受けるケースもある。
(2)

今後とも，税理士や他の士業，金融機関等を通じた事業承継対策への関わりは，

弁護士にとって重要なチャンネルとなると考えられ，個々の弁護士レベルだけでは
なく，大きな仕組みとしてもこれらのコラボを発展させていくことが必要と考えら
れるが，それに加えて，弁護士会としては，積極的に，弁護士も事業承継について
事後の紛争解決だけではなく，円滑な事業承継実現のための事前のアドバイスも十
分にできる，ということを様々な形で広めていく必要があると考える。
(3) それでは弁護士が円滑な事業承継対策に積極的に関与することの意義はどこにあ
るのだろうか。やはりそれは，弁護士は実際の紛争解決に関わる中で，数多くの事
業承継の「失敗例」
「トラブル例」を体験している，ということと思われる。弁護士
は，事業承継の対象となった会社の株の帰属を巡る問題，中小企業のオーナー経営
者が死亡したことによる相続争い等の深刻で具体的な紛争案件を通じて，どのよう
な原因で事業承継の妨げとなるトラブルが発生することが多いのかをよく知ってい
る。特に，調停，審判，訴訟等の裁判所における最終的な紛争解決手続に代理人と
して関与できる士業は弁護士だけであり，その経験の中から，事業承継にまつわる
トラブルがどのような原因で起こるのか，最終的な出口も見据えて，どのような点
に注意をしておけばトラブルを少しでも減らすことができるのか，有益なアドバイ
スができると考えられる。弁護士が円滑な事業承継対策に積極的に関与する意義は
ここにある。
３

事業承継トラブルチェックシートについて
(1) それでは，広く一般に，
「弁護士は円滑な事業承継実現のための事前のアドバイス
も十分にできる」と認識してもらうようにするにはどうすればよいであろうか。そ
の答えの１つとして，弁護士が具体的紛争案件に関与していく中で経験したトラブ
ル事例を，広く一般にも分かりやすく提示し，事業承継におけるトラブルを少しで
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も避けるための方策を示すツールを提供するということが挙げられよう。そこで，
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は，今般，
そのツールの一例として「事業承継トラブル・チェックシート」を作成した。
(2) 事業承継を検討している中小企業者のためのチェックシートは，既に世の中に多
く紹介されている。代表的なものとしては，中小企業庁の「事業承継ガイドライン」
（2016 年 12 月）の「事業承継自己診断チェックシート」がある。この「事業承継
自己診断チェックシート」では，中小企業者が，中長期的な事業計画の策定の有無，
身近に相談できる専門家の有無，後継者教育の実施の有無，事業承継に向けて役員
や従業員・取引先の理解度，事業承継に向けた準備期間の長短，後継者に承継の意
向について打診する時期，第三者に事業を引き継ぐ場合の候補先の有無など，比較
的大きな方向性や方針を自己チェックできるものとなっている。事業承継を検討し
ようと考えている中小企業者にとっては，取っ掛かりとして大変有益なものとなっ
ている。
(3) 他方，上記の「事業承継自己診断チェックシート」では，
「法務面や税務面，資金
面などについて将来の承継を見据えた対策を進めていますか」というチェック項目
はあるものの，具体的に法務面や税務面などで，どのような対策を進めておく必要
があるのかについての詳しい項目はない。そこで，弁護士が具体的紛争案件に関与
していく中で，比較的多く経験するトラブル事例を基に，チェックシートを作り提
供することは意義があると考えられる。
(4)

以上のような観点から作成したのが今回の「事業承継トラブル・チェックシート」

であるが，事業承継に向けた課題は，個々の事業によって個別具体的で千差万別な
ため，これだけチェックしていれば問題ないというものにはならない。しかしなが
ら，これまで事業承継について深く考えていなかった事業者，これから事業承継を
検討しようという事業者にとっては，
「こんなところでトラブルになってしまうこと
があるのか」という「気付き」のきっかけになると考えている。また，既に税理士
や取引金融機関と事業承継対策を考えている事業者にとっても，弁護士目線から見
るトラブル・チェックシートというのは，一定の有益な情報となり得るであろう。
４

チェックシートの項目
(1) 具体的なチェックシートの中味については，222 頁に掲載しているとおりである。
(2) 構成としては，①承継の対象となった会社運営のまずさが要因となったトラブル
が Q1～4 までで 8 つの小項目，②相続や贈与をきっかけになって起こるトラブルが
Q5～7 までで 6 つの小項目，③親族以外の第三者に事業承継するケースでのトラブ
ルが Q8～10 までで 12 の小項目，④税金のこととをよく知っていれば避けられたト
ラブルが Q11 で 1 つの小項目，⑤信託関係が Q12 で 4 つの小項目，としている。
(3) また，チェック項目だけでは具体的イメージが沸きにくいものもあるため，
CD-ROM 版には，それぞれの小項目ごとに，
【具体的ケース】を挙げ，
【トラブルの原
因】と【解説】を掲載している。また，参考となる過去の裁判例も挙げた。
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５

チェックシートの活用方法
(1) 弁護士は自分の依頼者における事業承継対策を検討するに当たってのチェック
項目として，あるいは事業承継セミナーでの講演用ツールとしての活用が期待され
る。
(2) 事業承継を検討している事業者についても，チェックシートを自己診断で使って
もらい，その上で弁護士と相談をするきっかけにしてもらえればと考えている。
(3) そのほかにも，事業承継支援を行っている金融機関や，弁護士以外の他士業の
方々も，弁護士目線でのチェックシートという違った目線でのツールとして活用し
てもらい，弁護士と協働して事業承継対策を行うきっかけとしてもらえればと考え
ている。
(4) チェックシート項目は，これで完成というものはない。実際の多くの事業承継案
件を手掛けている弁護士や，実際に事業承継を体験した事業者らからの意見をもら
い改善していければ，より良い中味となると考えられるので寄せられた意見等を基
に今後も改善していきたい。

★チェックシートをここに挿入（Ｅｘｃｅｌで入稿します。）
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事業承継トラブル・チェックシート
事業承継においては，専門的な法律知識が必要とされる場面が多くあります。これから事業承継を
行うに際して，トラブルが生じないよう，チェックシートを利用して，リスクの確認をしましょう！
承継の対象となった会社運営のまずさが要因となったトラブル
Ｑ１. 会社の株主が誰かが不明確で起こるトラブル
① 誰が株主なのか自分でよくわかっているので株主名簿なんて気にしていない
② 私が全額出資したが株主名簿上は従業員や親族名義になっている部分がある

□
□

Ｑ２. 会社の経営をルールに沿ってやっていなかった事により起こるトラブル
③ これまで取締役会や株主総会はやらずに重要なことを決めてきた
④ 従業員に残業代を支払ったことがない

□
□

Ｑ３. 相続を頭に置いたルールを決めていなかった事によって起こるトラブル
⑤ 定款上、株主の譲渡を行うにあたって取締役会決議が必要とされていない
⑥定款上、株式を相続した者に株式を売渡すことを求められる定めがない

□
□

Ｑ４. 会社の財産と個人の財産がごっちゃになっているため起こるトラブル
⑦ 会社の本社・工場の敷地や建物がオーナーの個人所有になっている
⑧ 会社の貸借対照表上、オーナーに対する多額の貸付金や負債が計上されている

□
□

相続や贈与がきっかけになって起こるトラブル
Ｑ５. 相続によって株式が分散する事によって生じるトラブル
① 私が死んだ場合の相続人は複数いるが株式を誰に承継するか決めていない
②相続人が複数いる場合、株式は法定相続分に従った数で当然に分割されると思う

□
□

Ｑ６. 財産を1人に集約し過ぎる事によるトラブル
③ 事業を承継する予定の子どもだけに生前贈与をしている（特別受益）
④ 事業を承継する予定の子どもに全て相続させる遺言を書いた（遺留分）

□
□

Ｑ７. 遺言があってもトラブルになる場合もある
⑤ 公正証書であれば公証人が作るので絶対に無効にならないと思う
⑥遺言で銀行への借金を承継する人を決めているので安心だ

□
□

親族以外の第三者に事業承継をするケースでのトラブル
Ｑ８. 事業承継を検討する段階でのトラブル
① 事業承継を検討してくれる候補者にすぐに会社の経営状態を見てもらおうと思う
② 事業承継を検討してくれる候補者が依頼している仲介業者にこちらも頼もうと思う
③ 事業承継の契約書は専門業者が作ってくれるので安心だ
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□
□
□

Ｑ９.事業承継の契約内容をよく検討せずに起こるトラブル
④ 表明保証責任という言葉を知らない
⑤ 第三者に事業譲渡したら金融機関はすぐに個人保証を抜いてくれると思う
⑥ 免責条項という言葉を知らない
⑦ 競業避止義務という言葉を知らない
⑧第三者に事業を譲渡しても従業員や取引先は絶対残ってくれると思う

□
□
□
□
□

Q10.Ｍ＆Ａ仲介・斡旋業者をめぐるトラブル
⑨ 着手金は確認したが月額報酬や中間報酬は確認していない
⑩ 成功報酬の算定方法について確認していない
⑪ 契約期間中でも第三者が紹介してくれた他の候補者と交渉できると思う
⑫ もともと知っている候補者なので自分でも自由に交渉できる

□
□
□
□

税金のことをよく知っていれば避けられたトラブル
Ｑ１1.相続や贈与の際の税金が原因で起こるトラブル
①小学生の長男に会社の株を毎年110万の範囲内で計画的に贈与している
②相続時精算課税制度について聞いたこともない
③非上場株式の相続税や贈与税の優遇税制について聞いたこともない

□
□
□

事業承継に信託を利用するケースでのトラブル
Ｑ１２.信託の活用に伴うトラブル
① 「信託」の利用を検討したことがない
② 信託を利用すれば遺留分を巡る争いが生じない
③ 会社の顧問弁護士を受託者として信託を設定することができる
④ 自分が亡くなった後，会社の経営権を弟，長男の順に確実に承継させられる方法

□
□
□
□

がない

＜チェックを終えた皆様へ＞
事業承継において必要とされる専門的な法律知識については，税理士，Ｍ＆Ａの仲介・斡旋業
者，金融機関等の中小企業の事業承継をサポートしてくれる専門家であっても，十分理解してい
ない場合もあります。
もし，自分の会社の事業承継において，関わりがありそうな項目でチェックが３つ以上あるなど，
気になることがありましたら，是非，弁護士の意見を聞いてみることをお勧めします！
事業承継は一生に一度の問題ですので，理解が不十分なまま誰かに任せてしまうより，弁護士
のアドバイスを受けながら，自ら理解をして進めていくことがトラブルを回避する秘訣です。
（ メ モ ）

日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会 ２０１７年７月作成
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第４

国の事業承継支援策について～団塊世代経営者の大量引退時代を乗り越える～
中小企業庁

１

事業環境部

財務課

我が国の事業承継の現状と課題
中小企業経営者の高齢化が進展し，今後 5 年から 10 年程度で，多くの中小企業が事
業承継のタイミングを迎えようとしている。中小企業に蓄積された技術やノウハウと
いった価値をしっかりと次世代に引き継ぎ，また，世代交代をきっかけとした事業の
活性化を実現するために，事業承継の円滑化は我が国の喫緊の課題である。
一方，個々の中小企業を見てみると，事業承継に向けた準備は必ずしも十分に進ん
でいない。そこには，「まだまだ先の話だ」といった認識や，「準備といっても何をす
ればよいのかわからない」
「誰に相談すればよいのかわからない」といった阻害要因が
ある。また，事業承継に際して，中小企業経営者は資金調達を含む税負担への対応や
株式の分散の防止，安定した経営の継続確保など，多くの課題に直面する。
このような状況を受けて，国は平成 21 年の経営承継円滑化法の施行以来，同法に基
づく諸制度の拡充を重ねてきた。また，今後 5 年程度で多くの中小企業が事業承継の
タイミングを迎えることを踏まえ，事業承継支援策の更なる強化を進めている。

２

事業承継支援施策の概要
これまで国は，経営承継円滑化法に基づく支援や事業引継ぎ支援センターの全国展
開など，いわば事業承継のタイミングにおける支援策を講じてきた。しかし，
「事業承
継ガイドライン」でも示されているとおり，円滑な事業承継の実現には早期・計画的
な準備が非常に大切である。また，事業承継を契機とした後継者による新たな取組へ
の挑戦により，中小企業が更なる発展を遂げる事例も多く見られる。
このような認識を踏まえ，今後，国としては，
「プレ承継」から事業承継を経て「ポ
スト承継」の段階まで，以下のとおり一貫した支援を強化していく。
(1) プレ承継（早期・計画的な取組に関する認識）
上記のとおり，多くの中小企業において事業承継に向けた準備は必ずしも十分に
進んでいない。そこで中小企業庁は，各都道府県単位で「事業承継ネットワーク」
を構築していくこととし（平成 29 年度当初予算），今年度は 19 の県 において事業
が実施される。
事業承継ネットワークにおいては，都道府県ごとの事業承継の状況を踏まえた支
援計画の策定や，事業承継診断の実施を通じた潜在的な事業承継ニーズの掘り起こ
し，個々の中小企業の課題に応じた他の支援機関への取り次ぎ等，地域における事
業承継支援の強化に向けた様々な取組が行われる（今年度は 19 県で実施。）。
弁護士の皆様におかれては，顧問先中小企業経営者へ事業承継に向けた準備を促
すことや，事業承継の専門家として，商工会・商工会議所や金融機関が掘り起こし
た事業承継ニーズに対する専門的支援を行うこと等を通じて，地域における事業承
継支援体制の強化に御協力いただきたい。
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(2) 経営承継円滑化法に基づく総合的支援
事業承継に伴う上記の課題に対応するため，経営承継円滑化法に基づき，以下の
3 つの支援策が設けられている。
①

遺留分に関する民法の特例
円滑な事業承継の実現の観点から，生前贈与は早期に株式の帰属を確定できる
有用な手段であるが，推定相続人が複数いる場合，後継者に自社株式を集中して
承継させようとしても，遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の
返還を求められた結果，自社株式が分散してしまうなど，後継者による安定的な
事業の継続に支障が生ずるおそれがある。
そこで，将来の紛争防止のため経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法
の特例を活用すると，後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で，
先代経営者から後継者に贈与等された非上場株式について，一定の要件を満たし
ていることを条件に，遺留分算定基礎財産からの除外（除外合意）又は遺留分算
定基礎財産に算入する価額を合意時の時価での固定（固定合意）をすることがで
きる。

②

事業承継税制
平成 21 年度税制改正により，「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納
税猶予・免除制度」
（事業承継税制）が創設された。事業承継税制は，事業承継に
伴って発生する相続税・贈与税の負担により事業継続に支障が生ずることを防止
するため，一定の要件のもと，その納税を猶予・免除する制度である。
本制度の適用を受けるためには，経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の
｢認定｣を受け，5 年間平均 8 割の雇用維持等の要件を満たす必要がある。要件を
満たせなかった場合には，猶予中の税額を納付しなければならない。
また，後継者が死亡した場合や会社が倒産した場合，後継者が次の後継者へ贈
与を行った場合等には，猶予された相続税の一部又は全部が免除される。

③

金融支援
事業承継に際しては，後継者は先代経営者からの株式取得資金や納税資金など，
多様な資金調達の必要に迫られる。事業承継時の後継者への融資については，民
間の金融機関では対応困難な場合も想定されることから，経営承継円滑化法おい
て，下記の金融支援を整備している。
○経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を前提に，日本政策金融公庫か
ら後継者個人が株式取得資金や納税資金等の融資を受けることができる。
○経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を前提に，信用保証協会におい
て，事業承継にかかる資金は通常の保証枠と別枠で信用保証を受けることがで
きる。

(3) 事業引継ぎ支援センター
昨今の深刻な後継者問題を受けて，国は後継者不在の中小企業に買い手候補企業
のマッチングサービス等を提供する「事業引継ぎ支援センター」を全国に設置して
おり，今後も更なる機能強化や民間機関との連携強化を図っていく。
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(4) 後継者による新たな取組の支援（事業承継補助金）
事業承継のタイミングは，後継者の方が新たな事業への挑戦や経営革新等を行う
ことを通じて更なる成長を図るチャンスでもある。このような，いわば「ベンチャ
ー型事業承継」ともいうべき取組を推進するため，平成 29 年度当初予算において「事
業承継補助金」を創設した。
今年度は応募受付を終了しているが，このような支援策も積極的に活用いただき，
事業承継・世代交代をきっかけとして，更なる飛躍を図っていただきたい。
３

弁護士の皆様への期待
事業承継は，個人資産の相続や会社組織の運営，資本政策，金融機関や取引先との
関係など，まさにあらゆる法律問題が凝縮された事象である。そのため，弁護士の皆
様に担っていただくべき役割は極めて大きい。
今後数年間で，多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えることが想定され，
それは皆様が顧問関係等で関与している中小企業も例外ではない。このような状況を
踏まえ，皆様にも経営者の方に対する意識喚起や専門的な知見を活かした法的支援の
提供等を通じて，中小企業における事業承継の円滑化に向けて御助力いただきたい。

第５

後継者不在における事業引継ぎの取組について
独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業事業引継ぎ支援全国本部

１

国内の後継者問題の現状について
国内の少子高齢化が進む中で，381 万者の中小企業・小規模事業者の経営者の過半
が，経営者の 60 歳を超えており，今後 10 年間で約半数の 200 万者程度の世代交代の
時期を迎えることが見込まれます。また，60 歳以上の中小企業経営者の半数が廃業を
予定しており，約 3 割が後継者不在という調査結果が出ている。
一方，少子高齢化等の影響から，中小企業経営者の年齢のピークは 66 歳に達し，直
近の経営者の平均引退年齢は，中規模企業で 67.7 歳，小規模事業者では 70.5 歳とな
っており，事業の継続を行うに際して，事業を誰に引き継ぐのか，従業員の雇用維持
のために廃業を回避するための方策など，事業承継対策は早めの準備が必要不可欠と
なっている状況である。そうした中で，中小企業庁委託「中小企業の資金調達に関す
る調査」では，直近 5 年未満で事業承継を行った経営者の中で，親族内で後継者を確
保することが困難となっており，従業員及び社外の第三者，いわゆる親族外承継が６
割を超えており，外部承継に対する潜在需要が高まっている。
経営者の高齢化により事業承継のより一層の円滑化を図ることが不可欠であり，親
族内だけでなく第三者も含めた親族外承継も促進していく対策が必要となっている。
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２

事業引継ぎ支援事業と事業引継ぎに係る成約事例
国は，後継者不在の中小企業・小規模事業者の事業引継ぎを支援するため，
「産業競
争力強化法」に基づき 2011 年から当該事業を開始しており，各地の事業引継ぎ支援セ
ンターでは，民間仲介会社等と連携して，主としてＭ＆Ａによる後継者マッチング支
援を実施している。

３

事業引継ぎ事例
その中で，以下に記載したのは，広島県事業引継ぎ支援センターで成約をした事業
引継ぎ事例である。このように，事業の引継ぎを行うことで，従業員の雇用と地域経
済の貢献に寄与するものと思料される。
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４

地域おける事業承継の取組事例
以下の地域において、ネットワーク会議体の設置、補助金の創設等、様々な取組を
実施している地域があり、今後も地方公共団体での事業承継を支援するための取組が
期待される。

５

最後に
中小企業経営者の平均年齢は，年々高くなっており，経営者年齢のボリュームゾー
ン（1947 年～1949 年生まれ，2015 年時 66 歳～68 歳の団塊世代）は，2 年後には平均
引退年齢 70 歳に達するとの調査結果が出されている。
中小企業の経営者自身が自分の置かれている状況や事業価値に気が付いていないこ
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とにより，取返しのつかない結果を招くことにもなる。
まずは，このような事実に気付いていただき，自社の現状を自己診断していただく
等して，事業引継ぎ対策の早期の取り組みを行っていただくことが重要である。
47 都道府県に事業引継ぎ支援センターを設置しているので，是非とも事業引継ぎで
お困りのことがあれば，最寄りの事業引継ぎ支援センターに御相談いただきたい。
＊１

各事業引継ぎ支援センターの問い合わせは，以下のホームページを御参照。
http://shoukei.smrj.go.jp/address.html#chugoku

＊２

事業引継ぎ支援事業の情報等については，以下のホームページをご参照。
http://shoukei.smrj.go.jp/index.html

第６

事業引継ぎ支援センターにおける弁護士の役割について
宮城県事業引継ぎ支援センター

１

統括責任者

木坂

尚文

はじめに
当職は，2012 年 3 月 23 日に宮城県事業引継ぎ支援センターが設置されるに当たり，
初代統括責任者を拝命し，現在に至るまでその職を務めている。
事業引継ぎ支援センターは，統括責任者のほか，これを補佐する統括責任者補佐か
ら構成されるが，本稿執筆時点で，弁護士が統括責任者を務めるセンターは宮城県の
み，弁護士の統括責任者補佐を置くセンターも宮城県，三重県の 2 センターにとどま
る。

２

事業引継ぎ支援業務の内容
(1) 支援の流れ
事業引継ぎ支援事業は産業競争力強化法に基づく事業であり，中小企業庁の定め
る「事業引継ぎ支援事業実施基本要領」に基づき実施される。支援内容は 1 次対応，
2 次対応，3 次対応に分かれるが，その具体的内容は以下のとおりである。
①

1 次対応
相談対応業務のことをいう。相談業務について事業者に費用負担は生じない。
1 次対応における相談内容は，会社法や民法等の法律相談にとどまらず，会計
や税務に関する相談にまで及ぶが，税務会計等に関する相談については当職の意
見はあくまで参考意見に過ぎないこと，顧問税理士等から改めてアドバイスを受
けるべきことを伝えている。

②

2 次対応
譲渡側と譲受側のマッチング業務のことをいう。
事業引継ぎ支援事業においては，マッチング業務を行う事業者について事前の

登録制を採用し，これら「登録民間支援機関」にマッチング業務をお願いしてい
る。当センターの登録民間支援機関は，ほとんどが金融機関である。
なお，すべての登録民間支援機関と事前に包括的な守秘義務契約を締結し，徹
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底した情報管理に努めている。
マッチングはノンネームベースで行われる。もっとも，地方都市においては絶
対的な企業数が少ないため，「ノンネームシートではあまりに情報が乏しい一方，
情報を盛り込むと個社名が特定されかねない」というジレンマを抱えており，買
い候補による秘密保持の手続を踏んだのち，速やかに社名を開示することがほと
んどである。
③

3 次対応
既にマッチングが完了している事業者等を対象として，センター自ら成約に向
けた支援を行うことをいう。3 次対応についても外部の専門家を利用しない限り，
事業者に費用負担は生じない。

３

宮城県事業引継ぎ支援センターの特色
(1) 他県センターでは，地元第一地銀をはじめとする金融機関ＯＢが統括責任者を務
める例が多い中，宮城県は弁護士，会計士といった士業を統括責任者，統括責任者
補佐の中心に据えている。
当センターとしては，他の自治体においてもこの「宮城モデル」を広く採用すべ
きであると考えており，実際，その採用に向けて準備を進めている自治体もある。
(2) 「宮城モデル」のメリット
宮城モデルのメリットは，何より 3 次対応の充実である。
3 次対応を実現するには，株主，従業員，親族，取引先といった多方面にわたる
ステークホルダーの利害を把握し，それを適切に調整することが不可欠であるが，
このような業務は，まさに弁護士の得意とするところであり，これこそが「宮城モ
デル」を採用する大きなメリットである。
なお，当センターは昨年度 17 件（全国 5 位）の成約を達成しているが，そのすべ
てが 3 次対応によるものである。

４

新たな活躍のフィールドとしてのＭ＆Ａ，事業承継
日々，中小企業の事業承継，Ｍ＆Ａのご相談に対応するなか，この分野で弁護士が
活躍すべき場面はまだまだ残されていると感じている。
(1) 中小企業の事業承継，Ｍ＆Ａは税理士の仕事？
これまで中小企業の事業承継支援は税理士の業務であると認識されてきた。
しかし，事業承継支援に当たって，弁護士自身が高度な税務会計の知識を有して
いる必要はない。信頼できる専門家とのネットワークがあれば足りる。
より重要となるのは，相談者の置かれている状況を正確に把握，分析し，これを
会社法，民法，時には倒産法等の各種法律に適切に当てはめ，事案を解決する能力，
すなわち，優れた弁護士としての能力である。
(2) デューディリジェンス業務のニーズは小さい
弁護士が関与するＭ＆Ａ業務といえば，法務デューディリジェンス業務を想起さ
れる方も多いであろう。
しかし，典型的な中小企業を対象とする限り，Ｍ＆Ａにかけられるコストは限ら
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れており，特殊な専門知識を要求される法務デューディリジェンス業務が発生する
ことはそう多くはない。
全般的にＭ＆Ａを支援する中で，デューディリジェンスを求められる場面はある
が，中小企業のＭ＆Ａは大企業のＭ＆Ａに比べるとスケジュールに余裕があること
も多く，マンパワーの多くない小規模法律事務所でも十分に対応可能である。
(3) マッチングの後こそ弁護士の関与が不可欠である
時に極めて高額になるＭ＆Ａ仲介業者が受け取る報酬は，マッチング業務に対す
る対価である。
しかし，中小閉鎖会社のＭ＆Ａ，事業承継においてはマッチングの後にこそ，ス
キーム検討，株主政策その他対応すべき法的問題が山積している。これらの課題を
適切に解決に導き得るのは，我々弁護士をおいてほかにない。
(4) まとめ
以上のとおり，中小企業の事業承継支援は，今後ますます弁護士にとって重要な
業務となることは明らかである。

第７

未来につなぐ事業承継支援と公認会計士の使命と役割
経済産業省中小企業政策審議会委員・公認会計士

１

河原

万千子

未来につなぐ事業承継政策
(1) 事業承継政策の動向
①

事業承継ガイドライン
中小企業に蓄積されたノウハウや技術といった価値を次世代に受け継ぎ，世代
交代による更なる活性化を実現していくために，円滑な事業承継は極めて重要な
課題であり，中小企業庁では近年の中小企業を取り巻く状況の変化を踏まえた事
業承継の在り方を議論する場として，
「 事業承継を中心とする事業活性化に関する
検討会」及び「事業承継ガイドライン改訂小委員会」を開催し，具体的検討を経
て，2016 年 12 月「事業承継ガイドライン」を公表した。

②

中小企業等経営強化法
2016 年，これからの中小企業政策の中心となるであろう「中小企業等経営強化
法」が施行され，本業支援による生産性の向上が明確とされた。更に，多くの省
庁の協力を得て事業分野別指針が公表された。この中小企業等経営強化法の「基
本方針」の中で，認定支援機関に対して追加された項目が 2 点ある。その 1 点目
が「ローカルベンチマーク」，そして 2 点目が「事業承継ガイドライン」の活用で
ある。

③

経営承継円滑化法等
2017 年「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（経営承継円滑化
法）」が改正された。これは，我が国の経済基盤を形成している中小企業における
経営の承継の円滑化を図り，中小企業者の事業活動の継続に資することを目的と
して，遺留分に関する民法の特例を定めるとともに，相続税や贈与税の納税猶予
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制度の前提となる認定や，中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援
措置を講じるものである。更に，第 5 次地方分権一括法により，2017 年 4 月 1 日
から経営承継円滑化法における事業承継税制・金融支援の認定や報告等は，これ
まで各地の経済産業局が窓口となっていたが，都道府県に変更になった。
④

下請法
2016 年に公表された「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づき，下請法が改
正された。その振興基準の中で，
「事業継続に向けた取組として，親事業者は，下
請事業者の事業承継の状況の把握に努め，サプライチェーン全体の機能維持のた
めに，必要に応じて計画的な事業承継の準備を促すなど事業継続に向けた適切な
対応を行う」とされている。

(2) 未来につなぐ中小企業支援の在り方
①

事業承継ネットワーク
国は，今後 2 年かけて都道府県に「事業承継ネットワーク」の設置を目指して
いる。そこでは「事業承継診断」の実施が予定されている。このネットワークを
中心に事業承継支援の連携を展開する上で，支援者は，企業情報を共有して，経
営者の思いを大切に，適時適切な支援をすることが求められるのではないか。こ
れには，情報漏洩を未然に回避する方策が同時に求められる。
喫緊の課題である事業承継を支援するネットワークの当初の目的は事業承継
の加速化であるが，各地域で金融機関・弁護士・公認会計士等がサポートチーム
を発足させることは，地域経済の未来を支える新たな仕組が構築されるきっかけ
となると期待する。

②

企業の健康診断と共通カルテ
2017 年 6 月，信用保証に係る法律改正案が国会にて可決された。保証協会と金
融機関とのリスクシェアが求められる中，今まで以上に地域経済を支える金融機
関の役割は大きくなると思われる。それと共に弁護士・公認会計士等の専門家と
協力できる体制を整備することが，各金融機関から求められると思う。金融機関
は，中小企業の事業性理解（金融庁の進める「事業性評価」のこと）により，中
小企業において，トラブルが起こる前から，経営が悪化する前から，早期再生支
援を進めることが可能となるのではないか。これは，医療の世界の予防と似たよ
うな考えである。このためにはローカルベンチマークを活用した「企業の健康診
断」を定期的に実施し，支援者は共通のカルテによる効率的な支援を進めること
が中小企業にとって大切なことである。高齢な経営者へ早期再生支援をすること
は，即ち，事業承継支援につながることである。上述の内容は，2015 年 12 月中
小企業庁の金融ワーキンググループにて，私が提案した意見であるが，
「企業の健
康診断と共通カルテ化」は，未来の中小企業支援に必要であることを今後も提唱
し続けていきたい。

③

ポスト事業承継支援
2017 年 5 月から 6 月にかけて，中小企業政策審議会基本問題小委員会・経営支
援分科会から中間整理が，スマートＳＭＥ研究会から中間論点整理が公表された。
この 3 つの委員会等で共通した意見の一つに，
「事業承継を契機とした経営力向上
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の支援の必要性」があった。つまり，ポスト事業承継支援である。中小企業者が
自ら事業環境の変化に対応し，生産性を向上させ，
「稼ぐ力」を強化できるよう支
援を進めることである。時期を同じくして進めているインダストリー4.0 対応と
して，クラウド導入支援準備等検討の中では，情報セキュリティーや所有するデ
ータ等についての新たなリスクに直面する中小企業者を未然に救うことが求めら
れている（技術の進化と合わせた法整備，倫理教育の問題は今後の大きな課題で
ある）。トラブルが起こる前に，経営が悪化する前に，早期経営支援がこれからの
中小企業支援の共通テーマであり，更に広がる弁護士の担う役割に期待をする。
２

公認会計士の使命と役割
(1) 公認会計士の業務
一般的には，公認会計士が上場会社の監査をする専門家と思われているようだが，
中小企業の全てのライフステージにおいて，公認会計士は役に立つ専門家である。
日本公認会計士協会では，公認会計士が提供できる業務を紹介したリーフレットを
作成しているので参考にして欲しい。
(2) 日本公認会計士協会

事業承継支援専門部会

我が国は，かつてない高齢化社会を迎え，少子化や就業価値観の変化等により，
事業承継の形態も親族内承継だけではなく，従業員や役員，更には社外の第三者へ
の承継と，その形態も多様化してきた。このような状況の中，国は事業引継ぎ支援
事業を開始し，2015 年 4 月「事業引継ぎガイドライン」を公表した。このような状
況を鑑み，私は，日本公認会計士協会中小企業施策調査会へ専門部会設置を提案し，
2015 年 8 月，事業承継支援専門部会が発足した。
事業承継支援専門部会では，①中小Ｍ＆Ａ市場の健全な発展，②債務・保証・担
保の承継問題への支援を基本方針として，プレ承継支援からポスト承継支援までの
支援メニューを含めた中期計画に基づき，事業承継ガイドライン活用会議，ツール
班－従業員承継支援グループ・廃業支援グループ（金融支援担当）等を結成し活動
している。会社を未来につなぐために中小企業に関わる多くの支援者が連携して推
進することが中小企業のためであり，地域経済そして日本経済のためである。日本
公認会計士協会中小企業施策調査会副委員長としては，日本弁護士連合会，中小企
業庁，金融庁，中小企業支援団体や金融機関団体等との連携が進むよう関係構築を
推進するための活動を今後も展開していきたい。
(3) プレ承継支援からポスト承継支援
事業承継ガイドラインを支援者連携という視点から考察する。
プレ承継である「Step2：見える化」では，ロカベンを活用等の定量的情報と中小
企業者と対話による定性的情報から，企業価値源泉について見える化を図る。ここ
で士業等専門家の連携があると，次の展開が適切な方向にスムーズに進むと思われ
るが，現状では限られた支援者の中で進むことが多い。弁護士，公認会計士，税理
士，弁理士，中小企業診断士等の士業連携が求められるべきである。事業承継の加
速化のためには，各地域で深度ある関係構築による連携の推進を図るために，この
機会を契機に，共同宣言をしてはどうか。
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「Step3：磨き上げ」では，経営体制の総点検・本業の競争力強化と，後継者が継
ぎたくなる会社とするため，金融機関をはじめ中小企業支援団体や弁護士等の多く
の支援者が中小企業者のために支援をする。状況にもよるがメインバンクがリーダ
ーシップをとって連携が進むことが多い。業績悪化の場合も同様である。
「Step4-1：事業承継計画」，「Step4-2：マッチング」では，高度な専門性が求め
られる場面であり弁護士の活躍する場でもある。他の場面より士業等専門家との連
携が進んでいるが，更に密接な情報共有が進むことが望ましい。
「Step5：ポスト事業承継」では，事業承継を契機とした経営力向上に繋げるため
に，ここまで連携してきた支援者は，チームとして今後も連携することを期待する。

第８

日税連及び税理士会における事業承継に係る取組について
日本税理士会連合会専務理事

１

瀬上

富雄

はじめに
中小企業は日本の企業数の約 99％，従業員数で言えば約 70％を占め，地域経済・社
会を支える存在，雇用の受け皿として重要な役割を担っており，中小企業の存続・発
展は税理士制度にとっても不可欠なものである。
しかしながら，1999 年に 484 万者だった中小企業数は，2014 年には 381 万者となり，
この 15 年間で約 100 万者も減少し，その後も緩やかに減少している。また，経営者の
高齢化が進み，経営者年齢のボリュームゾーンは 20 年前が 47 歳であったのに対し，
現在は 66 歳前後と，当時のボリュームゾーンがそのままスライドした状態となってい
る。それらの者の多くが 70 歳前後でのリタイアを希望するとすれば，今後数年のうち
に多くの中小企業が事業承継の時期を迎えることになる。
このような状況を考えると，中小企業の活力の維持・向上のためにも，事業承継の
円滑な実施が喫緊の課題である。

２

中小企業における事業承継の課題
(1) 後継者の決定状況等の類型とその課題
日本政策金融公庫総合研究所が 2016 年に公表した調査によれば，調査対象会社
4,000 社のうち，後継者の決定状況等について，時期尚早企業が 15.9％，既に決定
している企業が 12.4％，未定の企業が 21.8％であるのに対して，50％の企業が廃業
を予定しているとの回答をしている。
①

廃業予定企業の特徴とその課題
廃業予定企業は従業員 5 人未満の企業が 83.3％を占めている。廃業の理由をみ
ると，
「当初から自分の代でやめようと思っていた」，
「事業に将来性がない」に続
いて，
「子供に継ぐ意思がない」，
「子供がいない」，
「適当な後継者が見当たらない」
といった後継者難を挙げる経営者が約 3 割に上っている。また，同業他社より良
い成績を上げている企業が 3 割も存在し，今後 10 年間の将来性についても約 4
割の経営者が現状維持できると回答している。
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廃業予定企業であっても，後継者や事業引継等（Ｍ＆Ａを含む。）による承継
先が見つかれば事業を存続できる企業も存在し，次世代に技術やノウハウを引き
継ぐことができれば，雇用を確保し，地域経済に貢献することができるのである。
②

後継者未定企業の特徴とその課題
後継者未定企業については，法人企業の割合が高く，従業員規模では 10 人未
満が約 7 割を占めている。
企業の売却に関する意識をみると，後継者未定企業では「現在売却を検討して
いる」は 3.3％，
「事業を継続させるためなら売却しても良い」は 26.9％と，企業
の売却に積極的な企業は少なくない。しかし，一般的に企業を売却する際の仲介
手数料は最低でも 1,000 万円程度は必要であり，民間企業による社外への引継ぎ
（Ｍ＆Ａ等）は，採算面から一定規模以上の企業でないとその対象とされないと
いう問題もある。後継者の選定について，多くの場合，後継者未定企業では公的
機関による支援等がなくては従業員承継，事業引継はできないのが現状である。
円滑な従業員承継，事業引継をどのように支援するのか，という課題がある。

(2) 事業承継の支援体制と問題点
国も事業承継を重要な課題と位置付けており，既に様々な支援策を用意している。
現在，事業引継ぎ支援センターが 47 都道府県に設置されたほか，よろず支援拠点，
商工会，商工会議所等複数の窓口があり，さらに，都道府県及び市区町村にも相談
窓口が設けられている。
しかし，支援策等の周知不足もあり，経営者からすると各窓口の相違点も明確で
はなく，どこに相談に行けばよいのか分かりにくいという声がある。全ての窓口に
共通することは，経営者が自ら出向いて具体的な事業内容を説明する必要があり，
その時点でハードルが高く，敬遠する経営者も相当数存在していると思われる。結
果として多くの相談窓口が設けられているものの，真に支援を必要としている者の
救い上げが十分できていないと推測され，事業承継の支援体制が有効に機能してい
ないと思われる。
３

顧問税理士主導による事業承継
日本の中小企業が減少していけば，地域社会の衰退が進み，日本経済の悪化が懸念
される。我が国経済が持続的な発展を続けていくために，中小企業の存続・発展が不
可欠である。
顧問税理士は，日常的かつ長期間に亘って経営者と接し，日常の業務を通じ，経営
者の信頼に応え，経営者との強固な信頼関係をベースにして，企業に寄り添った形で
専門家としてのサービスを提供している。
中小企業の事業承継を進めるに当たっても，中小企業に深く携わっている税理士に
は，経営者への気付きや意識改革，相続税対策等，経営者に伴走しながら事業承継を
推進していく役割が求められている。理想としては，複数の支援機関と連携を図りな
がら，顧問税理士が主導的な役割を果たして関与先の事業承継を進める形が望ましい。
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４

日税連及び税理士会の役割
日本税理士会連合会（以下「日税連」という。）及び税理士会の役割は，会員の行う
業務の後押しを図ることである。そこで，上記で述べた「顧問税理士主導による事業
承継」を実現するための施策を検討，実施していくことが必要となる。
第一に，事業承継に関する研修等の実施・充実が挙げられる。経営者に対する事業
承継に係る気付きを与え，企業の見える化そして魅せる化をするスキームの検討，実
施に当たり留意すべき事柄など個々の会員の資質向上を図ることにより，顧問税理士
にも気付きや自覚を促し，関与先に対して事業承継に係る適切な助言，指導等を行え
るようにすることが必要である。
なお，事業承継に関する研修は，中小企業団体や士業団体も数多く実施しており，
それらの団体と連携するなどの活用法も考えられる。特に，日弁連中小企業法律支援
センターが実施する特定調停による中小企業の事業再生等及び経営者保証ガイドライ
ンの研修は一考に値する。
第二に，事業承継に関する会員同士のネットワークを構築することが挙げられる。
これは，事業引継を念頭に置いたものであるが，小企業，中企業では後継者が見つか
らないケースが増えてきていることから，全国津々浦々に存在する顧問税理士がその
特性を活かして必ずしも狭い地域に制限することなく，窓口役となって進められるこ
とが重要である。
具体的には，本年 4 月より北陸税理士会で運用を開始した事業承継サイトを参考に
し，このような情報交換の場を全国版に発展させていくことを検討している。全国版
ネットワークが機能すれば，顧問税理士主導による事業引継の実現可能性が格段に高
まることが期待される。
第三に，関係団体等と事業承継に係る連携を図ることが挙げられる。具体的には，
事業引継ぎ支援センター，弁護士会等の士業団体，金融機関等が想定される。各団体
とも事業承継の施策を積極的に進めており，これらの団体と連携することにより，個々
の会員は，他の支援機関と連携しながら，より効果的に関与先の事業承継を進めるこ
とが可能となり得る。

５

おわりに
経営者に寄り添いながら様々な相談を受け，企業の財務情報も把握している存在は，
顧問税理士以外にいない。
このため，事業承継においても顧問税理士主導により進めていくことが望ましいと
の結論に至ったが，これまで事業承継の実施については，個々の会員の意識や力量に
委ねており，日税連及び税理士会が具体的な施策を実施することはなかった。国を挙
げて事業承継を進めていくという気運の下，今後は，日税連及び税理士会が組織的に
関与し，個々の会員が関与先の事業承継を円滑に進めていくことが可能となるよう，
その後押しをしていく必要がある。
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第９

墨田区が取り組んでいる「事業承継支援事業」の概要
墨田区産業観光部経営支援課
課長

１

田村

俊彦

これまでの取組について
(1) はじめに
墨田区では，区の産業基盤である「ものづくり」を将来にわたり維持・拡充・承
継していく仕組みを構築し，区のものづくり産業の持続的発展を図ることを目的と
して，平成 25 年度以降，区内における事業承継支援に取り組んでいる。
(2) 事業実施の経緯
①

平成 25 年度
平成 25 年度に，区内製造業者約 3,000 社を対象として，経営上の課題や後継
者の有無，廃業・事業譲渡の意向，工場・設備の保有状況等の実態を把握するた
めの「産業活力再生基礎調査」を実施した結果，今後，廃業する意向を持ってい
る事業者が約 560 社いることが明らかとなった。このことから，区内の産業活力
を維持していくためには，区内における事業承継の取組が急務であることが浮き
彫りとなった。

②

平成 26 年度
産業活力再生基礎調査を受け，廃業により失われる可能性のあるものづくり資
産を，①ビジネス（事業・取引先），②技術（人材・技術），③固定資産（土地・
工場・設備）の 3 つの観点から，区内においてスムーズに事業承継を実現する仕
組みを構築した。具体的には，国・東京都・商工会議所・区内金融機関等で構成
する「事業承継協力支援機関」を立ち上げ，これらの協力支援機関と連携し，も
のづくり資産のマッチング支援をスタートさせた。

③

平成 27 年度
平成 26 年度の事業実施に伴う課題等を踏まえ，これまでのものづくり資産の
マッチング支援に加え，
「後継者探し」や他社との「業務提携」など，将来にわた
って事業を継続・拡大するための支援に向け，メニューの拡充を行った。

④

平成 28 年度
産業活力再生基礎調査のアンケート調査により，近い将来，廃業を考えている
と回答した事業者 560 社のうち未接触の 435 社について，電話連絡・個別訪問等
による追跡調査を行うとともに，2015 年 2 月実施の事業承継アンケートに基づく
意向確認候補 119 社のうち未接触の 82 社との合計 517 社に対して，本事業の概要
を案内した。その中から支援を希望する事業者に対し，支援を実施した。

２

事業のスキーム・流れについて
(1) 事業スキーム
申込事業者へのヒアリングや，ヒアリングにより作成したカルテに基づき，申込
事業者の状況・ニーズ等に最も適した支援計画を提案し，事業承継協力支援機関と
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連携して，ものづくり資産のマッチング支援（取引先や機械設備等の区内企業への
譲渡），後継者探し（第三者承継），他社との業務連携支援，事業再生支援等を行う。
(2) 支援メニュー
主な支援メニューは以下のとおりである。Ｍ＆Ａ，会社の譲渡，取引先の譲渡，
設備・機械の譲渡，空き工場・土地の譲渡，人材活用，後継者の確保・育成，他業
種との業務提携による業務拡大支援，同業者との連携支援，廃業・事業承継に関す
る相談等。
(3) 事業の流れ
①

カルテ，支援計画作成
本事業への申込みを行った事業者を個別に訪問し，各社の状況を詳細に聴取し
た上で，企業ごとにカルテの作成を行う。そのカルテに基づき当該事業者の状況・
ニーズに応じた最適な支援計画を作成し，事業者に提案を行う。

②

支援実施
ア

ものづくり資産のマッチング支援
廃業等により失われるものづくり資産（取引先，人材，機械設備等）の譲渡
希望事業者と，譲受け意向のある区内事業者とのマッチングを図る。

イ

事業の再生・拡大支援
協力支援機関と連携し，事業再生計画の作成等を行うほか，同業種や他業種
と連携を図りたい区内事業者とのマッチングを図る。

ウ

事業の継続支援
後継者探し（第三者承継等）に関する支援を行う。

③

支援終了
マッチングの成立又は不成立をもって区の支援終了とする（ただし，不成立の
場合は，事業者の希望により延長の申込み可）。また，協力支援機関へ移管する案
件については，各協力支援機関への引継ぎを行った時点で支援終了とする。なお，
移管後も協力支援機関と連絡を取りながら進捗状況を確認し，場合により再度，
区において支援を実施することとする。

３

これからの取組について
従来の事業承継支援は，主に廃業を予定している現社長を対象とした廃業支援的な
取組になりがちであった。しかし，企業にとっては廃業期に至る前に何らかの対策を
講じておくことが重要であるとの観点から，平成 29 年度以降は，主な支援対象を成熟
期にある企業の後継者候補とし，現社長とともに将来の廃業リスク（後継者不在，事
業の先行き不安定等）に対する「気づき」を与え，円滑に事業承継を行う上での対話
の促進を図る取組を実施していくこととした。以上のような方向性の下，現在，「（仮
称）未来の社長応援団」事業として，後継者候補に対する未来図（事業計画案）作成
支援のほか，後継者候補から現社長に対する未来図の報告会の開催を検討していると
ころである。（2017 年 6 月 6 日現在）

－ 238 －

第 10

大垣共立銀行における事業承継支援
株式会社大垣共立銀行

支店部情報渉外課
調査役

猪野

嘉明

（役職は 2017 年 4 月時点）
１

当行の事業承継支援に対する取組
(1) 支援体制
①

事業承継サポートデスクの設置
2008 年 7 月，本部内に「事業承継サポートデスク」を開設し，現在 5 名の専担

者が親族内・親族外承継，Ｍ＆Ａ支援に従事している。
税理士法人やコンサルティング会社，事業引継ぎ支援センター等の専門機関と
連携し，お客さまの相談窓口から対策実行に至るまでのワンストップサポートを
実践している。また，事業承継セミナー・個別相談会を定期的に開催し，情報提
供やニーズ喚起を継続して行っている。
②

相談内容
事業承継サポートデスクへの新規相談件数は，年々増加しており近年は少子高

齢化を背景に，親族外承継（役員・従業員）及びＭ＆Ａの占める割合が年々高く
なっている。
親族内承継については依然高い水準を維持しているが，単に親から子への株式
の承継だけでなく，分散している株式の集約に関する相談が増加している。
形

態

平成 24 年度

平成 28 年度

増

減

親族内承継

97 件（86.6%）

117 件（74.0%）

20 件（▲12.6%）

親族外承継

5 件（4.5%）

17 件（10.8%）

12 件（＋6.3%）

10 件（8.9%）

24 件（15.2%）

14 件（＋6.3%）

Ｍ＆Ａ

*Ｍ＆Ａについては買収ニーズの相談を除く
③

当行の役割
金融機関として，株式を取得するための資金支援はもちろんであるが，その前段と
して，事業性評価を適正に行うことにより，お客さまと課題を共有し，その課題の解
決に向けたスキームの提案をしている。なお，Ｍ＆Ａであれば相談企業の株式の承継
という観点だけでなく，事業の拡張が期待できる相手ということを考慮してマッチン
グ先の探索を行っている。スキームの実行に際しては，法・税的リスクの検証が必要
であること，Ｍ＆Ａであれば譲渡側・買収側の価格調整などの利益相反事象への対応
や企業が抱える潜在的なリスクを未然に把握する必要もあることから，専門家・専門
機関との連携は不可欠であると考える。

④

成功事例（Ｍ＆Ａ）
□譲渡企業Ａ社
業

□買収企業Ｂ社

種：機械販売修理業

譲渡理由：後継者不在

業

種：機械販売業

買収理由：機械整備・修理の内製化

・本件は，後継者問題に悩むＡ社と，事業の内製化を目指すＢ社（いずれも当行
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取引先）をマッチングした事例である。
・当初のＡ社からの相談内容は，Ａ社の取引先への譲渡を検討することに対する
サポート依頼であった。しかし，Ａ社の取引先は，いずれも取引先同士が競合
する先であり，そのどれかの取引先の子会社となった場合には他取引先との取
引継続に懸念がある旨を説明した。それらを考慮し，Ａ社と利害関係がなく業
務関連性のある会社を買収企業として探索することを提案した。
・その結果，当行と当行から紹介した専門機関と共同にて買収企業の探索を行い，
Ｂ社を紹介するに至った。
・Ａ社は後継者問題が解決し，Ｂ社は，それまで外注に依存していた機械修理の
内製化を実現することが出来た。
・当行はＡ社株主からの株式譲渡代金の取込みと，Ｂ社への買収資金を支援する
ことが出来た。
２

事業承継における弁護士への期待
事業承継の局面では，弁護士の役割は今後益々重要になると考える。
特にＭ＆Ａ案件については，
①

ファイナンシャルアドバイザー

②

デューディリジェンス

③

ドキュメンテーション

等，多面的な関与に加えて，法律面での課題の抽出，スキーム構築，利害関係人との
調整等の支援を期待する。既に仲介アドバイザーがいる場合においても，セカンドオ
ピニオンとして助言を行うケースが想定され，組織再編行為，事業再生を伴うＭ＆Ａ
スキームを用いる場合には，特に検証が重要となる。中小企業同士のＭ＆Ａにおいて
は，同業同士のマッチングが多いことから，買収企業の経営者は，財務・税務デュー
ディリジェンスを重視するケースが多いが，対外契約の内容や，労務管理の検証等，
法務デューディリジェンスの重要性を鑑み，弁護士による積極的な取組・連携強化を
期待するものである。

第 11

金融機関における事業承継に係る取組の重要性と金融庁の取組
金融庁監督局総務課監督調査室
監督調整官

１

金ヶ崎

郁弘

金融機関における事業承継の重要性
近年，中小企業の事業承継の円滑化の重要性が高まっている。日本再興戦略 2016（平
成 28 年 6 月 2 日閣議決定）においては，人口減少が顕在化し，事業者自身の高齢化が
ますます進展するなど，地域の経済社会の存立そのものが脅かされつつある中で，政
府として，事業承継の円滑化等を推進することにより，経済の好循環を全国の中小企
業・小規模事業者に拡大しなければならないとされている。
事業承継の円滑化は金融機関にとっても重要な課題となっている。金融庁が「平成
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27 事務年度金融レポート」(2016 年 9 月公表)で明らかにしたように，とりわけ地域金
融機関は，市場金利の低下が継続する中で，単純な貸出残高の積上げによる収益の拡
大という従来型のビジネスモデルでは中長期的に成立しない可能性があることから，
今後の有力な選択肢の一つとして，金融機関が顧客本位のサービス提供による取引先
企業の生産性向上等を支援し，金融機関自身も安定した顧客基盤と収益を確保すると
いう，顧客との「共通価値の創造」の構築に向けた取組みがあげられる。
こうした中，中小企業の事業承継の問題の解決は，金融機関にとっても顧客基盤の
安定にも繋がるなど，地域金融機関の持続的なビジネスモデルの構築において重要な
要素となっている。
この事業承継に当たっての大きな問題は，後継者の確保であり，具体的には，①子
供等の後継者がいない場合の適切な後継者の確保，②後継者候補がいても，何らかの
要因により事業承継に難色を示している場合にどのように対応するか，ということで
ある。特に，②に関しては，個人保証の存在がネックとなり，事業を引き受けること
に難色を示すことが多いとの指摘がある。
２

事業承継の促進に向けた金融庁の取組
金融機関は，日頃より顧客である中小企業との関わりを持っていることから，事業
承継の円滑化に当たって金融機関が果たす役割に，大きな期待が寄せられている。こ
のため，金融庁としても，以下のような取組を行っている。
(1) 「事業引継ぎ支援事業」における金融機関との連携促進
まず第１は，事業引継ぎ支援事業における金融機関と「事業引継ぎ支援センター」
（以下「支援センター」という。）等との連携である。
「事業引継ぎ支援事業」とは，上記①のような，後継者不在の中小企業等に対し
てＭ＆Ａによる後継者マッチングを行う事業として，中小企業庁が 2011 年から実施
している。マッチングの仲介支援機関として，支援センターや「事業引継ぎ相談窓
口」を設置し，支援センター等が後継者を見つけ，そのマッチングを行うものであ
る。
事業承継の後継者マッチングを図る上では，取引先企業の状況をよく知る金融機
関において，そのニーズを捉え，支援センターに繋ぐことが期待されている。
既に，一部の地域では，支援センターのプロジェクトマネージャー等として金融
機関ＯＢが登用され，あるいは，支援センターと協力してマッチングを担う「登録
民間金融機関」に地域金融機関が登録されるなどにより，支援センターと金融機関
との連携が進んでいる。金融庁としても，中小企業庁と連携して，支援センターと
金融機関とが連携したＭ＆Ａ等の取組みに係る優良事例の共有を図ることなどによ
り，こうした金融機関の取組みを促していきたい。
(2) 事業承継ネットワークへの参画
第 2 として，事業承継ネットワーク事業における中小企業庁との連携である。
事業承継ネットワーク事業は，各都道府県に拠点を置く支援機関等が，地方自治
体等と連携し，地域における事業承継支援を行うためのネットワークを構築するこ
とにより，地域全体が連携した事業承継支援体制の整備や事業承継診断の実施等を
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行い，早期・計画的な事業承継準備の促進や事業承継ニーズの掘り起こしを図るも
のである。
金融機関も支援機関の一員として，ネットワークに参画するとともに，事業承継
診断の実施等を通じ，事業承継ニーズの掘り起こし等に貢献することが期待されて
いる。
また，金融機関の監督当局として，各財務（支）局もネットワークに参画し，必
要に応じて，金融庁の施策情報の提供を行うなど，その一翼を担うことが期待され
ている。
(3) 「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進
第 3 は，「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進である。
同ガイドラインは，日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とする研究会におい
て，民間の自主的自律的な準則として策定されたものであり，法人と経営者の明確
な区分･分離などの一定の経営状況が認められる場合，金融機関は，経営者保証を求
めない可能性等を検討すべきものとされている。特に，経営者保証が円滑な事業承
継の妨げとなっていることから，事業承継時においては，
・金融機関は，前経営者の保証債務について，後継者に当然に引き継がせるので
はなく，必要な情報開示を得た上で，保証契約の必要性等を改めて検討する，
・金融機関は，前経営者から保証契約の解除を求められた場合には，前経営者の
経営権・支配権の状況，法人の借入返済能力等を勘案の上，適切に判断する
など，
特段の対応が明記されている。
こうした金融機関による事業承継時の保証契約の見直し等の取組みを促す観点か
ら，金融機関等により広く実践されることが望ましいガイドラインの取組事例を取
りまとめた事例集について，事業承継に関する事例も複数盛り込んでいるほか，関
係機関と連携し，ガイドラインの活用を促進している。更に，本年 6 月に公表した
ガイドラインの活用実績より，代表者の交代時におけるガイドラインの活用状況に
ついても，報告項目に追加し，公表している。
３

最後に
金融庁としては，今後とも，金融機関が顧客本位の良質なサービスを提供し，顧客
企業の事業承継に当たっても，金融機関による円滑な対応がより一層図られるよう，
取り組んでまいりたい。

第 12
１

まとめと今後の取組
まとめ
中小企業では，経営者の交代が円滑に進んでおらず，経営者の平均年齢が年々上昇

している。2020 年頃には，数十万人に及ぶ団塊世代の経営者が，中小企業における平
均の引退年齢に差し掛かり，多くの中小企業で事業承継の実行が課題となる。2014 年
までの 15 年間で中小企業者数が約 20％減少している中，これ以上の産業の空洞化や
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雇用の喪失を阻止するためにも，地域経済の担い手である中小企業の事業承継を円滑
に進めていくことは喫緊の課題である。
事業承継を円滑に進めるためには，経営者が早期に事業承継の準備を開始し，事業
承継に伴う問題点を適切に処理することが必要である。
事業承継に伴う問題点を処理するには，相続，会社法の遵守・活用，Ｍ＆Ａ（事業
譲渡・会社分割等）といった高度な法律知識や金融機関交渉等の複雑な利害関係の調
整が必要であり，弁護士がその知見を活かすことができる。一方で，中小企業の経営
者の約 20％は，事業承継が自社の法的な課題であるとも認識しているにもかかわらず，
これまで弁護士に相談して事業承継を進めた事例は，比較的少数にとどまっている。
もっとも，この問題点の処理は，必ずしも弁護士のみで行えるものばかりではない。
税理士・公認会計士を初めとする他士業専門家等の専門的かつ高度な知見を必要とす
る問題点も多く含まれており，事案に応じて協働して進めることが期待されている。
また，事業承継対応が法的な課題であると認識していながら対応していない中小企
業の経営者の割合は，他の法的課題と比較しても高いという調査結果が出ている。事
業承継を実施するには，特に親族内承継の場合，相応の時間が必要である。弁護士は，
経営者が高齢となった顧問会社等に対して，積極的に事業承継の準備を促すとともに，
他士業専門家や，経営者の身近な存在である中小企業関連団体や金融機関等と協力し，
中小企業の経営者に事業承継の準備の必要性について，気付きを与えて，事業承継を
推し進めていくことが重要であると考える。
２

今後の取組
上記１のような状況を踏まえて，当分科会では，日本弁護士連合会（以下「日弁連」
という。）及び各弁護士会に対し，以下の施策を推進することを提言したい。
(1) 日弁連が取り組むべき課題と施策
上述のとおり，事業承継の円滑な促進のためには，事業承継案件を拾い上げ，弁
護士及びその他の士業専門家が，それぞれの知見を活かして，適切に案件を処理す
ることが求められている。そのためには，日弁連が中心となって，事業承継に関し
て，他士業団体並びに中小企業支援団体及び金融機関等と連携し，積極的に支援す
る姿勢を打ち出して行くことが必要であることから，これを行う組織（以下「日弁
連組織」という。）を日弁連内に整備することを提言する。
日弁連組織は，主として以下の役割を担うものとする。
①

中小企業庁及び金融庁と定期的に協議し，国の施策や各団体の情報を収集する
とともに，国の施策に反映するため，事業承継の現場におけるニーズを積極的に
伝える。同協議で得られた有意な情報を各弁護士会に対して発信する。

②

事業承継に関する全国キャラバンを順次実施し，各地における弁護士会と各団
体との間の連携の土壌づくりを行う。また，各団体から連携に関する意見や事業
承継支援の問題点を聴取し，その解決策を検討し，各弁護士会に対して発信する。

③

中小企業庁の「事業承継ネットワーク」構築事業への参画や，中小企業支援団
体を通じた各士業専門家との連携の実例等，各地における具体的な事業承継の取
組例の情報を収集する。これらの取組例を検証し，各弁護士会に対し，具体的な
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取組方法案を複数提示し，事業承継の積極的な支援の推進を図る。
(2) 全国の弁護士会が取り組むべき課題と施策
①

研修プログラムの実施
事業承継業務に対応できる弁護士を育成し，その裾野を拡げるために，各種法
令や「事業承継ガイドライン」，「事業引継ぎガイドライン」及び「経営者保証に
関するガイドライン」等，事業承継支援に必要な知識や実務の習得に関する研修
プログラムを実施する。

②

中小企業経営者に対する相談窓口の開設
各地の状況に応じて，「ひまわりほっとダイヤル」のような既存のツール，又
は新たに独自のツールを用い，中小企業経営者に対する事業承継の相談窓口を開
設し，その周知を図る。中小企業の経営者が弁護士に容易にアクセスできるよう，
弁護士会として相談窓口を明確にする。

③

中小企業支援団体等との連携の整備・強化
各弁護士会は，日弁連組織から提供される情報や他の地域での取組例を基に，
各地の実情を踏まえた上で，各士業専門家や各中小企業支援団体と協議し，
「事業
承継ネットワーク」構築事業への参画や，各団体とのネットワーク体制の構築等
を通じて，中小企業の経営者に対して，地域の実情に応じた相談体制を各団体と
協働して構築するなど具体的な取組を整備し，一層強化することが必要である。
以
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遺言関連分野における弁護士の現状と課題
遺言作成件数の増加
私たち弁護士にはあまり実感がないかもしれないが，2014 年（平成 26 年）に行わ

れた相続税法改正あたりから，遺言の作成件数が増加している旨の報道がある。税理
士や司法書士等の他士業から，最近，遺言作成に関わることが多い等の話も多い。こ
の点，日本公証人連合会からは，遺言公正証書の作成は 2014 年（平成 26 年）に初め
て 10 万件を超えた後，3 年連続で 10 万件を超えていることが公表され，一般社団法
人信託協会からも，信託銀行による遺言信託（遺言保管，遺言執行）も 2015 年（平成
27 年）に 10 万件を超え，2016 年度（平成 28 年度）も 9 月時点にもかかわらず前年度
を超える取扱い件数となっていることが公表されている。司法統計からも，自筆証書
遺言の遺言検認件数が毎年 1 万 6000 件以上となっていることや遺言執行者の選任件数
が増えていることが分かり，報道や他士業の話のとおり，遺言作成や遺言関連事件が
増加傾向であることは間違いないようである。

（最高裁判所，日本公証人連合会，信託協会調べ）
２

遺言作成，遺言関連事件増加のバックグラウンド
(1) 遺言作成件数等が増加している理由として一般に言われていることは，
「 超高齢社
会の到来による 65 歳以上人口の増加」，「核家族化，単身・夫婦世帯の増加，未婚，
子どもがいない等により財産承継のあり方が多様化している」，「終身雇用システム
の崩壊により，子が親からの財産承継をあてにするケースが増加している」，「中小
企業のオーナーが団塊世代となり事業承継の必要がある」等であるが，前述のとお
り 2014 年の相続税法改正により課税対象が広がり，課税されないよう，あるいは相
続税減額の目的で，遺言を作成するケースも増えているようである。さらに，最近，
預金債権について当然分割とならない（遺産分割の対象となる）旨の最高裁の判断
（最大決平成 28 年 12 月 19 日）もあり，遺言作成は，今後，ますます増加すること
が予測される。
(2) このように，遺言作成，遺言関連事件は増加傾向であることは疑いないが，遺言
をすることにより大きなメリットを得ることができるにもかかわらず，様々な理由
により，遺言作成に至らないケースもある。例えば，①家族がいなかったり，相続
人が不存在であるケースでは，自分の死後はどうなってしまっても構わないと考え
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るからなのか，遺言を作成しないまま亡くなることも多い。また，②障がいを有す
る人については，そもそも遺言を作成するという考えを持つことが難しかったり，
作成しても遺言能力等の問題が残るため，作成に踏み切れないことがある。さらに，
③知的，精神障がいのある子を持つ親は，いわゆる「親亡き後」問題に関心が高い
にもかかわらず，遺言作成にまで至らないケースも見られる。また，④事業承継の
分野（親族内承継）においても，必ずしも遺言が活用されているわけではない。
３

弁護士による遺言作成・遺言関連事件の関与
(1) 弁護士が遺言作成に関与することが少ない？
先日，某公証人から「1 年間に 100 件を超える公正証書遺言を作成するが，一番
多いのは信託銀行，その次は，税理士，司法書士，行政書士などで，弁護士は数件
ではないか」という指摘をいただいた。確かに，周りの弁護士に聞いてみても「こ
こ数年，作成していない」，「1 年に 1 件程度」などの回答が多い。これまで，遺言
関連業務は，漠然と弁護士の業務だと考えていたが，いつのまにか，遺言作成に関
与する機会が少なくなっているというのが実態ではないだろうか。
(2) 弁護士が遺言作成・遺言関連事件に関与することの意義
このように，いつのまにか遺言関連業務については，信託銀行や他士業に置いて
いかれた感のある弁護士業界であるが，遺言作成を弁護士に依頼することは，遺言
作成を希望する者に対し，以下のようなメリットがあり,「弁護士だから出来る」こ
とも多いのである。近年，超高齢社会等を踏まえ，高齢者や障がい者の分野に，様々
な弁護士が関与するようになっているが，日頃から，高齢者や障がい者の権利擁護
に対応している弁護士こそ，遺言作成，遺言関連事件の分野に積極的に関与してく
べきではないだろうか。
①

弁護士法による制限（トラブルケースの取扱禁止）
弁護士法により，紛争案件については，弁護士以外の者が業として受任するこ
とが禁止されている（法 72 条）。この点について，日本弁護士連合会は，一般社
団法人信託協会との間で，1994 年 2 月 22 日付合意書において「信託銀行は，顧
客の財産に関して本人と推定相続人その他の者との間で現に法的紛争があり，ま
たは法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる場合には，相談に応じな
い。」，遺言執行事務については,「信託銀行は，財産に関する遺言の執行業務を行
なう。同一の遺言書に財産に関する事項と身分行為に関する事項とが併記されて
いる事案の場合においては，信託銀行は，両者を分離して処理できることとなっ
た時点で，財産に関する事項を執行する。」，
「財産に関する遺言書であっても，遺
言執行者就任前にすでに法的紛争が生じており，遺言執行業務を遂行することが
著しく困難と認められる場合には，遺言執行者に就任しない。」ことを確認してい
るが，法 72 条の趣旨からすれば，信託銀行以外の他士業も同様の取扱いと考えら
れる。信託銀行等が遺言執行者に就任した案件において，相続人間でトラブルが
生じ，遺言執行者を簡単に辞任してしまうケースはいくつも報告されている。遺
言者の意思を，責任をもって最後まで実現できるのは，弁護士をおいて他にいな
いこと，弁護士が遺言作成，遺言執行業務に関与すべき大きなメリットがあるこ
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とを，私たち弁護士は改めて認識すべきである。
②

弁護士は，トラブル解決のプロフェッショナルであること
遺言を作成するケースの多くは，法定相続を回避することを目的としており，
特定の相続人に有利もしくは不利に財産承継させたり，させなかったりする。そ
のため，遺言者もしくはその相続人等との間で生前に何らかのトラブルがあった
り，遺言者死亡後に相続人間で紛争の発生が予想されるケースが多い。弁護士は，
言うまでもなく，各種法律や制度に精通し，このようなトラブル，紛争に関する
プロフェッショナルであるから，トラブル，紛争の発生を踏まえて遺言内容を作
成したり，遺言者死亡後に発生したトラブルについて遺言執行者として対応した
りする等，トラブル，紛争を恐れず，遺言者の希望に可能な限り対応することが
可能である。信託銀行等に遺言作成，遺言執行者を依頼する場合，前記①の理由
から，紛争になることを避けるあまり，遺言者の希望に沿わない遺言作成がされ
たり，紛争・トラブルが生じたことにより遺言執行者を辞任することがあるよう
であるが，弁護士が受任する場合には，そのようなことを心配する必要がなく，
遺言者の希望に従い，その最善の利益を図る遺言の作成，遺言執行が可能となる。

③

弁護士は，ホームロイヤー，成年後見制度等を活用し，生前からの継続した支
援が可能であること
弁護士は，その人が亡くなった後の財産承継の問題である遺言の作成や遺言執
行に留まらず，ホームロイヤーや成年後見人等として，生前の財産管理や契約の
支援，虐待や消費者被害への対応，葬儀等の死後の事務についても対応が可能で
ある。弁護士であれば，その人の老後から亡くなった後まで，継続して，様々な
問題にトータルに対応し，その者を支援できる。生前から支援することにより，
本人に対する理解も深まり，財産承継に関する本人の希望を正確に把握すること
が可能となり，また，必要に応じ，遺言内容を見直したりすることも容易となる。
生前からの継続した支援が可能である点も弁護士が，遺言作成，遺言執行に関わ
る強みのひとつであると言うことができるはずである。

４

弁護士として，特に遺言活用を拡げていくべき分野
このように，遺言者の希望を確実に実現できるのは弁護士だけである,という大き
なメリットを踏まえ，弁護士は，もっと積極的に遺言作成，遺言関連業務に関与して
いくべきである。特に，高齢者，障がい者の権利擁護の観点から，以下の分野に積極
的に関与していくべきである。
(1) 家族がいない高齢者の支援
未婚である，離婚した，死別した等の理由により，兄弟姉妹以外の家族（推定相
続人）がいない者が増えている。特に，平均余命等の問題もあって，女性が多い（「お
一人様」と呼ばれることもある）。仕事をしていた，夫の財産を離婚・相続等により
承継した等の理由により，不動産を含めそれなりの資産を有していることが多い。
自分の老後を心配し，兄弟姉妹には，世話になりたくない，迷惑をかけたくない，
財産を承継させたくないと考え，自分の財産を自分の老後のために使い，残された
財産は，相続人である兄弟姉妹以外の者に承継させたいという意向をもっているこ
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とも多い。このような家族がいない高齢者のニーズに応える（意思を実現するため）
には，ホームロイヤーや成年後見制度等の生前の支援とともに遺言の作成が有効で
あるが，実際に，ホームロイヤーや成年後見制度等の活用や遺言の作成まで踏み切
る者はまだ少ないのが現状ではないだろうか。家族のいない高齢者に遺言をもっと
活用してもらえれば，より良い安心した老後を送ることが可能になるのであって，
弁護士としては，これら家族がいない高齢者の支援として，遺言作成や遺言執行，
ホームロイヤー等の生前支援にもっと積極的に関わっていくべきである。
(2) 障がい者の支援
障がい者の支援としての遺言作成，遺言執行も弁護士が積極的に関与していくべ
き分野の一つである。
①

遺言を作成したいが，障がいにより，遺言能力や要式充足に問題が生じる可能
性があり作成を躊躇するケースがある。例えば，成年後見制度を利用している者
や，視覚,聴覚,発語などコミュニケーションに障がいを抱える者の遺言作成であ
る。老後や死後の財産承継に関する希望は，当然であるが，障がいがあっても変
わらない。遺言作成を希望するのであれば，このような問題を抱える場合にも，
可能な限り作成する方向で検討し，紛争，トラブルにならないよう工夫し，仮に，
亡くなった後に紛争，トラブルになったとしても，最後まで遺言者の意思が実現
されるよう対応することが求められる。言うまでもないが，こういったリスクの
高い遺言作成に適切に関わることができるのは，法，制度に精通し，紛争やトラ
ブル対応に長けている弁護士だけである。後述する遺言能力の担保方法などの各
種の方法等を検討，活用し，私たち弁護士は，障がいのある者の遺言作成にも積
極的に関与していくべきではないだろうか1。

②

また，知的，精神障がいを有する子を持つ親がする遺言，遺言執行（いわゆる
「親亡き後の問題」）についても，弁護士が積極的に関与していくべき分野である。
障がいを有する子の親は，誰もが，遺言を活用することにより，自分が亡くなっ
た後も子が安心して暮らせるようにしたいと考えている。しかしながら，遺言を
活用するにしても，どのような内容・方法が適切なのか，遺言による承継でなく
信託による承継の方がよいのか，遺言で承継した財産を障がいを有する本人が適
切に使用するためには成年後見制度を併用すべきなのか等悩んだまま，結局，何
も出来ないままになっているケースや，不十分な検討のまま，遺言等の作成に及
んでいるケースが多い。残された障がいのある子をトータルに支援する観点から，
どのような遺言を作成すべきかについては，やはり法，制度等に精通し，紛争や
トラブル解決に長けている弁護士が，両親や障がいのある子に寄り添って対応す
ることが，それらの者の希望の実現，権利の擁護に資するというべきである。後

1

コミュニケーションに障がいがある場合,公正証書遺言の「口授」及び「読み聞かせ」の方
式充足が問題となる。この点,公証人の質問に対し,遺言者が単に肯定または否定の挙動を示し
たにすぎないときには,口授があったものとはいえないと判示されているが（最判昭和51年1月
16日等参照）,聴覚・言語機能に障がいのある者については,方式の特則が置かれており（民962
条の2参照），積極的な活用が期待される。特則に言う「通訳」の意味等については,佐藤勝「公
正証書遺言の動向と当面する二，三の問題について」公証法学35号参照。
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述する各種の方法を検討，活用し，私たち弁護士は，障がいのある子を持つ親の
遺言作成にも積極的に関与していくべきではないだろうか。
(3) 事業の承継
いわゆる事業承継の分野においても遺言の活用が唱えられている。次世代に会社
の承継をスムーズに行いつつ，オーナーである本人が不利益を被らないよう配慮す
る必要があり，遺留分や個人保証の取扱いも含め，困難な対応が必要になることが
多い。事業承継分野に関する遺言については様々なところで各種の検討がされてい
るため本報告書では，これ以上，深く立ち入ることはしないが，弁護士がまさにそ
の専門性を発揮できる分野であり，より積極的な関与が望まれる。
５

弁護士が関与する場合の課題（弱い点）と解決の方向性
弁護士に上記のような強みがある一方で，信託銀行等と比較し，以下のとおり,遺
言作成や遺言執行に関し，弁護士には弱い点があり，遺言分野に積極的に関与してい
くにあたっては，これを克服していかなければならない。もっとも，これら弱い点の
いくつかについては，既に対応方法なども検討されているので，併せて紹介する。
(1) 弁護士は遺言作成後の継続的な対応に欠ける
弁護士の苦手なこととして「遺言作成後の継続的な対応に欠ける」ことが挙げら
れることがある。例えば，
「遺言を作成しっ放しで時機に応じた見直しにまでは手が
回らない」，「遺言作成者と継続的な関係を築くことが難しく継続的な連絡等ができ
ない，それゆえ遺言作成者が亡くなったことについてもなかなか把握できない」等
の指摘である。信託銀行等では，遺言信託の受託に加え，預金取引などが継続する
ため，その機会を捉えて，遺言の見直しなどを行いやすい。また，信託銀行では，
遺言信託についても毎年保管料を徴収することによって遺言者と継続的な関係を維
持するとともに，遺言者とは別に「死亡通知人」を設定する仕組みを採用しており，
遺言者が亡くなった場合には死亡通知人からすぐに信託銀行に連絡がいく仕組みと
なっている。これらの指摘に対しては，後述するとおり，弁護士も遺言作成に加え，
遺言作成者と継続的な関係を維持できる工夫をすればよく，例えば，ホームロイヤ
ーや成年後見制度を利用してもらうことにより，遺言内容の定期的な見直しや，遺
言作成者が亡くなったことの把握が可能となる。
(2) 組織的な対応ができない（対応しづらい）
また，弁護士は個人で対応することが通常であるため，「受任弁護士が死亡して
しまうことによる継続性に問題がある（遺言執行者を欠く）」，
「遺言を保管してもら
いたいが預かってもらえない」，「遺言者死亡の確認が難しい」等の指摘を受けるこ
ともある。この点は，後述するとおり，ＮＰＯ法人遺言・相続リーガルネットワー
クを活用することにより，受任弁護士が死亡した場合の後任遺言執行者の指定が可
能である。遺言の保管問題や遺言作成者が亡くなったことの把握についても同法人
で検討がされており，組織的な対応ができない（対応しづらい）という問題につい
ては，同法人の活用に期待したいところである。
(3) 報酬が高額，不明瞭
また，弁護士は，報酬が高額，不明瞭であるとの指摘を受けることもある。しか
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しながら，信託銀行による遺言信託の報酬は，申込時に 30 万円程度の手数料，毎年
遺言保管料として 5000 円程度の手数料，遺言執行の報酬については遺産の 2％程度
（最低執行報酬は 100〜150 万円程度）とするケースが多く，決して安価なものでは
ない（弁護士の方が安価なケースも多い。なお，後述するとおり，ＮＰＯ法人遺言・
相続リーガルネットワークでは，信託銀行のおよそ 2/3 の報酬で対応している）。弁
護士報酬については，各弁護士の報酬規程もあり，不明瞭ということでもなくイメ
ージが先行してしまっている。同ＮＰＯ法人と連携しながら，弁護士が遺言問題に
関わっていること，遺言問題に関する身近な相談先であることを広く周知していく
ことにより，弁護士の報酬が高いというイメージを払拭してく必要がある。

第２
１

遺言能力について
遺言能力についての民法の規定

(1) 民法で，遺言をする時，遺言者が意思能力を有しなければならない（民 963 条）
と定められている。その遺言の内容や結果である法的効果を理解することができる
能力，すなわち，遺言能力があることが，遺言の作成時に必要であり，遺言能力が
ない場合には遺言は無効となる。未成年者でも，15 歳以上であれば単独で遺言を作
成できる（民 961 条）。
(2) 成年被後見人であっても，判断能力が回復し遺言能力を有する場合には，単独で
遺言をすることができる（民 962 条）。そして，方式の特則として，医師 2 名が立ち
会い，判断能力喪失の状況になかった旨を遺言書に付記して署名押印することが必
要とされる（民 973 条 1 項 2 項）。被保佐人や被補助人も，15 歳以上で意思能力が
あれば，単独で遺言を作成することができる。知的障がいや精神障がいがある人も
また，15 歳以上で，作成時に意思能力を備えていれば，単独で遺言を作成すること
ができる。
(3) 判断能力の低下している高齢者，障がい者による遺言作成については，遺言能力
の有無をめぐり遺言の効力が争われることが多い。しかしながら，自らの財産承継
について大きな関心と希望を有することは，判断能力の低下した者にあっても，あ
るいは障がいを有する者にあっても何ら変わるところはない。可能な限りその希望
を実現することは，法制度に精通し，紛争の予防・解決能力に長けた弁護士に期待
される大きな役割であり，有効な遺言の作成に向けさまざまな方策を検討し実践す
ることが求められる。
そこで，以下では，各裁判例が遺言能力についての判断について，諸要素をどの
ように関連させて遺言能力の存否を判断しているか概観するとともに，後日，遺言
能力が争われるリスクを担保する方法等について検討したので，実務に役立ててい
ただきたい。なお，判断能力がかなり低下していて，遺言能力がないと主張される
場合には，公正証書遺言が真意に基づくことを担保するための方式である「口授」
（民 969 条 2 号）を満たしていないという主張としても遺言の有効性を争われる場
合もあるので注意が必要である。
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２

遺言能力の有無に関する裁判例
(1) 総論
判例では，①作成時における遺言者の精神状態・判断能力の程度，それを推測さ
せる作成時の状況・作成前の遺言者の生活状況や，②遺言内容の複雑さの程度，③
遺言作成の動機・遺言内容の合理性といった諸要素を元に，遺言能力の有無が判断
されている。
(2) 判断能力の低下が認められ，遺言能力はないとされたケース
ア

意識レベルが著しく低下し，うめくような発声が一度あったのみで，公証人の
読み聞かせに対して，手を握り返したに過ぎないことから，遺言能力・口授とも
に否定された（東京地判平 20．11.13 判時 2032.87）。

イ

失語の状況がそのまま理解能力に比例するとは考えられないが，眼鏡や鉛筆等
を並べて「どれが眼鏡か」と聞いても答えられず，医師が「手をあげるように」
と指示を出したのに対して反応できなかったとして，ウェルニッケ失語症と診断
された遺言者の遺言能力が否定された（東京地判平 5.2．25 判時 1476.134）。
なお，名前を書けたという事実があったが，症状が相当程度進行しても自分の
名前を書く能力は維持されるとして，重視されなかった。

(3) 遺言内容が複雑であり，判断能力の低下した状態では遺言能力はないとされたケ
ース
ア

長谷川式スケールで 30 点中 9 点であり，自分の子どもの人数を間違える状態に
あり，中程度ないし高度のアルツハイマー型認知症と診断されている遺言者につ
いて，多数の財産を複数の者に相続させ，その一部の財産は共同して相続させ，
遺言執行者の指定についても項目ごとに 2 名に分けて指定するなど複雑な内容の
遺言書について，遺言能力が否定された（横浜地判平 18．9.15 判タ 1236.301）。

イ

デイホーム施設内で生肉を食べたり，失禁といった重度の痴呆症状が認められ，
遺言作成から約１か月後長谷川式スケールで 30 点中 4 点であった遺言者について，
本文 14 ページ，物件目録 12 ページ，図面 1 枚という大部で，その内容も複雑か
つ多岐にわたり，法律実務家が一読しても直ちに理解できない遺言について，遺
言能力が否定された（東京高判平 12.3．16。判時 1715.34）。

(4) 判断力は低いが，内容が単純で，内容の合理性があり，有効と認められたケース
ア

健忘など痴呆症状が確認されるようになったが程度はそれ程ひどくなく，公証
人の人定質問などの受け答えもしっかりしていた遺言者について，同一内容の遺
言が以前にも存在すること，関係者の生活状況，遺言者の日頃の言動などを考慮
して，遺言内容が遺言者の真意に合致したものと認められるとして，遺言能力を
認めた（和歌山地判平 6．1.21。判タ 860.259）。

イ

脳出血により右片麻痺，失語症などを発症した遺言者について，入院中看護師
とコミュニケーションをとったり，退院後にすし店の手伝いをするなどしていた
こと，遺言の内容が妻に全財産を相続させるという単純なものであったことから
遺言能力を肯定した（東京地判平 20.8.26。判タ 1301.273．）。

(5) 遺言内容は単純だが，内容に合理性がなく無効とされたケース
三女に財産全てを相続させるという単純な遺言内容であったが，2 年程前から認
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知症の症状が現れ症状が悪化してきて，作成時には，記憶障害や失見当識，徘徊な
どが顕著に認められ，長谷川式スケールで 2 点であったこと，それ以前に妻と長男
と三女に財産を分けるとした先行遺言との齟齬に不合理があることなどから，遺言
能力を有していたとは認められないとされた（東京地判平 18.7.25。判時 1958.109）。
(6) 症状の種類が遺言能力の有無の判断に影響したケース
ア

脳梗塞急性期における見当識障害は，1991 年 1 月中に消失し，2 月以降は，異
常な言動が夜間又は早朝に限っていたことから，脳梗塞急性期と夜間譫妄の 2 つ
の病態を基にして見当識障害が出現して，脳梗塞急性期における見当識障害は，
１月中に消失しているとして，5 月に日中に作成された遺言について，遺言者の
精神状態に異常な点がなく遺言能力があるとされた（東京高判平 10.2018．判タ
980.230）。

イ

長期にわたり入退院をくりかえしてきたものの，人格障害の程度が高度に至ら
ず幻覚や妄想などの症状が認められない「単純型」の中程度の精神分裂病にり患
している遺言者について，入院前一時就労していたこと，入院後も病識を有し，
遺言時も異常な挙動がみられなかったことや，遺言作成の前後に解放病棟で室内
作業に従事していたり，自らの計算で本などを購入したり，1 人で交通機関を乗
り継いで通院していたことと，遺言内容が単純でかつ遺贈する相手との関係から
みて合理性があることから，意思能力に欠けるとは認められないとした（大阪高
判平 2.6.26．判時 1368.72）。

３

遺言能力の存否に関する資料
(1) 公証実務では，本人の最後の意思を可能な限り尊重すべきこと，遺言能力の最終
判断権者は裁判所であることを踏まえ，遺言能力に問題を抱えるケースについても，
できるだけ遺言作成をする方向の運用がされている（佐藤勝「公正証書遺言の動向
と当面する二，三の問題について」公証法学 35 号 30 頁など多数）。この点，遺言能
力限界者の公正証書遺言作成については，平成 12 年（2000 年）3 月 13 日付法務省
民事局長通達が「本人の事理を弁識する能力に疑義があるときは，遺言の有効性が
訴訟や遺産分割審判で争われた場合の証拠の保全のために，診断書等の提出を求め
て証書を原本とともに保存し，又は本人の状況等の要領を録取した書面を証書の原
本とともに保存するものとする」としており，遺言能力に問題を抱える高齢者及び
障がい者の遺言を作成する場合には，方式として公正証書遺言を選択するとともに，
この通知にしたがった取扱い（公証人法 41 条）を公証人に求めた。関与する弁護士
としても，以下に述べるとおり，可能な限りの遺言能力の存在を裏付ける客観的な
証拠を収集しておくべきである。
(2) 遺言書を作成するときの遺言能力の存在を裏付ける客観的な証拠としては，診断
書，診察記録，看護記録，介護認定の資料などがある。入院中や入居施設内で遺言
書を作成した場合，遺言能力の存否を裏付ける資料を収集しやすいといえる。資料
の入手方法や保存期間などにも注意を払うべきである。また，関与した医師の証言
や，公証人の証言なども重要な証拠となりうるので，記録に残す方法を検討すべき
である。専門医に立ち会ってもらい，診断過程を客観的に記録するという方法もあ
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る。加えて，遺言作成時などの状況をビデオ撮影や録音を残すという方法も有効で
ある。その際には，遺言作成時点のみ撮影・録音するのではなく，口授をしている
場面など遺言作成前後についても撮影・録音しておくことが有効と考えられる。も
ちろん，撮影日・録音日もきちんと残しておかなければならない。
客観的な資料がないケースでも，遺言書を作成した前後の症状や言動，生活状況
などで，遺言能力が認定される場合もあるので，記録を残しておくべきである。
(3) 改訂長谷川式簡易知能評価スケール（ＨＤＳ－Ｒ）
・ミニメンタルステオート（Ｍ
ＭＳＥ）検査といった知能テストも判断能力をはかる客観的な資料となる。したが
って，遺言作成時に近接する時期にこうしたテストの成績を残すという方法も，有
効といえる。
(4) 遺言者がその内容の遺言を作成する合理性がある場合，遺言能力を認められやす
い。遺言の動機を遺言書の付言事項として記載したり，遺言者の生活状況を記録す
るなどして，作成した遺言の内容の相当性・合理性を裏付けるという方法もある。
(5) 関与する弁護士や公証人が遺言者の症状についての基本的な医学知識を備えてい
ることが，遺言内容を決める際や保存すべき遺言能力を裏付ける資料（ビデオの撮
影内容等）の取捨選択の判断にあたり重要である場合も多い。例えば，前述の２(6)
アの判例では，脳梗塞急性期の見当識障害の特徴と，譫妄（意識混濁に幻覚・精神
的運動興奮・不安などが加わった意識障害）が 1 日の内で症状の変動が大きいこと
といった医学的知識が，判断の基礎となりうる。２(2)イの判例では，なめらかに話
せなくなるが理解障害が少ないブローカ失語症ではなく，流暢だが内容に誤りが多
く強い理解障害を生じるウェルニッケ失語症であったことから，遺言能力が否定さ
れた。したがって，ブローカ失語症の場合，遺言作成をあきらめないですむケース
もありうることになる。

第３
１

特定非営利活動法人遺言・相続リーガルネットワークの活動について
設立の経緯・趣旨
信託銀行と比較して組織的な対応ができない・しづらいという遺言分野における弁

護士の課題を克服するため，また遺言書作成等に関する市民の法的ニーズに応えつつ，
激増する弁護士の業務基盤を拡大することを目的として，2006 年に日弁連の弁護士業
務総合推進センター（その後に法的サービス企画推進センターに改組）内に遺言信託
ＰＴが設置された。遺言信託ＰＴ内において検討を重ねた結果，より機動的に社会の
ニーズに応えるために，遺言信託ＰＴとは別組織を設立することが必要であるとの結
論に至り，2008 年 5 月に，ＮＰＯ法人遺言・相続リーガルネットワーク（以下「ＮＰ
Ｏ」という。）が設立され，現在は，日弁連高齢者・障害者権利支援センター（第４部
会（新規事業部会））と連携して活動をしている。
２

ＮＰＯの組織構成及び活動
ＮＰＯは，東京三会，神奈川県弁護士会を中心とした弁護士が，2017 年 6 月現在，
理事（4 名），監事（1 名），社員（14 名），サポーター（430 名）という形で参加して
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おり，主な事業内容は，以下のとおりである。
(1) ＮＰＯの組織としてのサービス，信託銀行等との差別化
遺言書において弁護士が遺言執行者として指定された場合に，その弁護士が遺言
者より先に死亡してしまうと，遺言執行者が不在となり，法人である信託銀行と比
較して弱点となっていた。そこで，ＮＰＯでは，遺言執行者として指定された弁護
士が死亡した場合に備えて次順位の遺言執行者の指定をＮＰＯに委託する遺言条項
がある場合，後任の遺言執行者として弁護士を指定する仕組みを作っている。ＮＰ
Ｏが組織として個々の弁護士の弱点を補完することにより，円滑な遺言執行を目指
したものである。その他にも，遺言書の保管サービスを検討し，遺言者と継続的な
関係を維持しながら遺言者の生存確認もできるような制度なども打ち出している。
また，信託銀行等との差別化のため，例えば遺言書作成は原則 10 万円，遺言執行
は信託銀行などの平均報酬額の 4 分の 3 程度とする報酬体系とする等，弁護士が遺
言分野での業務範囲を充実させるための様々なメニューを実施，検討している（詳
しくはＮＰＯのＨＰ http://yuigonsozoku.org を参照。）。
(2) 弁護士会や外部団体との提携
ＮＰＯは，組織としての強みを活かし，2017 年 6 月現在，下記の弁護士会や全国
に広がる外部団体と提携し，例えば，兵庫県内や群馬県内の信用金庫からの遺言相
続セミナー依頼について，当該信金と兵庫県弁護士会あるいは群馬県弁護士会を引
き合わせてセミナーを担当していただくなど，提携する外部団体と弁護士会の間を
取り持つ活動を行っている。
ア

弁護士会との提携について（合計 27 弁護士会）
東京弁護士会

第一東京弁護士会

埼玉弁護士会

千葉県弁護士会

静岡県弁護士会

山梨県弁護士会

兵庫県弁護士会

奈良弁護士会

福井弁護士会
島根県弁護士会
岩手弁護士会
イ

金沢弁護士会

第二東京弁護士会
茨城県弁護士会

群馬弁護士会

大阪弁護士会

京都弁護士会

滋賀弁護士会
富山県弁護士会

長崎県弁護士会
香川県弁護士会

神奈川県弁護士会

愛知県弁護士会
広島弁護士会

大分県弁護士会

鹿児島県弁護士会

秋田弁護士会

外部団体との提携について（合計 16 団体）
信金中央金庫

多摩信用金庫

宮古信用金庫

山梨信用金庫

城南信用金庫

川﨑信用金庫

川口信用金庫

尼崎信用金庫

昭和信用金庫

桐生信用金庫

館林信用金庫

二本松信用金庫

ソニー生命保険株式会社

一般社団法人全国労働金庫協会

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

長谷川介護サービス株式会社
(3) 信金中央金庫，日弁連との共催による遺言・相続全国一斉相談会の実施
一昨年，昨年と，ＮＰＯと信金中央金庫，日弁連が共催して，
「遺言・相続全国一
斉相談会」を実施した。面談相談の件数は，信用金庫による効果的な広報がされた
こともあり，第 1 回（2015 年 11 月 16 日実施）は 670 件を，第 2 回（2016 年 11 月
15 日実施）では 740 件を超え，弁護士会と金融機関の連携が，遺言作成や相続に関
する市民のニーズを各地域の弁護士へと橋渡しをする重要な機会の一つになること
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が，改めて明らかとなった。ＮＰＯとしては，遺言相続に関する研修を行い，当該
研修の履修を同相談会での担当要件として，相談担当者の質の確保を図っている。
本年 11 月 15 日にも同相談会を実施することを企画している。
(4) 遺言相続セミナーと法律相談会
ＮＰＯでは，市民の方々に遺言相続の問題を分かりやすく理解していただき，か
つ遺言の重要性を感じていただくため，ＮＰＯがシナリオを作成し，映像会社に発
注をして，俳優を使った下記の本格的な遺言相続に関わるショートムービーを制作
した。これを使用して，各地の信用金庫や民間会社から依頼（有料）を受け，サポ
ーター弁護士による遺言相続セミナーや法律相談会を多数行い好評を博している。
ア

第１作：「サヨナラから始まる物語」
予期せぬ祖父の急死に始まり，家族が直面する相続問題（遺言
書がないケース）を，実際に起こりうる具体的なケースで紹介。
（右のＱＲコードから第１作の予告編を視聴可能。）

イ

第２作：「ラストメッセージ〜家族に残す最期の言葉〜」
元モーニング娘。の小川真琴さんを主人公にして，公正証書遺言を作成してお
くことで争族を防止できるという実益を紹介。日本公証人連合会に撮影場所の提
供やシナリオの監修を依頼。

(5) 多摩信用金庫との取組
ＮＰＯでは，多摩信用金庫と契約を締結し，(4)遺言相続セミナーに加え，同金庫
の職員向け研修や，同金庫内の遺言相続アドバイザー制度への支援を行っている。
また，定期的に法律相談会を開催しており弁護士の派遣をしている。
(6) その他
法律相談電話ガイダンスや，弁護士紹介業務，遺言や相続に関する様々な書籍の
出版等を行い（「第 2 版

願いを想いをかたちにする

遺言の書き方・相続のしかた

～安心・納得の遺言書作成レシピ～」（2012 年），「改訂版

実務解説

遺言執行」

（2012 年），「お墓にまつわる法律実務」（2016 年），「改訂

遺言条項例 300＆ケー

ス別文例集」
（2017 年）等多数。いずれも日本加除出版），市民への啓発活動を積極
的に行っている。
３

ＮＰＯの今後の課題等
ＮＰＯは，①組織として活動することにより，個々の弁護士が遺言分野において活

動する上での弱点を補完し，また様々な他の団体と提携できるという点で強みがある。
また，②サポーター弁護士の協力による，ショートムービーや書籍，あるいは信用金
庫職員向け研修資料など，コンテンツを充実させている。
今後は，①組織としての強みを活かし，例えば，日弁連と信金中央金庫という全国
規模の組織を引き合わせて行った遺言・相続全国一斉相談会などを通じて，弁護士会と，
ＮＰＯ が提携している各地の団体の橋渡しをしていくことや，②様々なコンテンツを提供
することで， 弁護士会 が 市民向けの企画を行いやすくなり，市民からのニーズを掘り

起こすことができるのではないかと考えており，遺言分野における弁護士，弁護士会
の活動の一助となれるよう，一層の活動拡充を目指している。
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第４
１

家族がいない高齢者を支援するための遺言活用
家族がいない高齢者と遺言
平成 28 年（2016 年）版高齢社会白書（内閣府）によれば，2014 年現在，65 歳以上

の高齢者のいる世帯は，全世帯（50,431 千世帯）の半分近く（23,572 千世帯，46.7％）
を占めている。65 歳以上の高齢者のいる世帯の世帯構造を見てみると，夫婦のみの世
帯が一番多く約 3 割を占め（7,242 千世帯，30.7％），単独世帯（5,959 千世帯，25.3％）
と合わせると半数を超える状況である。1980 年には，世帯構造の中で三世代世帯の割
合が一番多くを占めていた（約 5 割）のと比較して，著しい変化である。
このように夫婦のみの世帯や単独世帯が増えるに伴って，これらの世帯の高齢者，
すなわち家族がいない高齢者の心配事や不安もクローズアップされるようになった。
具体的には，①自らが判断能力を低下・喪失した際の財産管理の問題，②自らが亡く
なった場合の葬儀等死後事務の問題，③自らの財産承継のあり方の問題，④残された
配偶者に対する法的支援の問題，⑤残されたペットの飼育の問題等である。
それぞれの大まかな対応方法であるが，①自らの判断能力が低下・喪失した際の財
産管理の在り方への問題の対応としては，ホームロイヤー契約や任意後見契約の締結
といった方法が，②葬儀等の死後事務の問題の対応としては，死後事務の依頼を内容
とする（準）委任契約の締結，といった方法が，③財産承継のあり方の問題への対応
としては，高齢者の希望に沿った遺言の作成といった方法が，④配偶者に対する法的
支援の問題への対応としては，配偶者の保護に資する形での遺言の作成や信託の設定，
配偶者との間でホームロイヤー契約や任意後見契約の締結といった方法が，⑤ペット
の飼育については，ペットの飼育を内容とする負担付遺贈の作成や信託の設定といっ
た方法が考えられる。
このように家族がいない高齢者の心配事や不安を解消するためには，ホームロイヤ
ーや成年後見制度等の活用といった生前の支援から，遺言の作成といった死後の備え
に対する支援まで，トータルかつ継続的な支援が必要である。このようなトータルか
つ継続的な支援を実践している弁護士はまだまだ少数と思われるが，高齢者の権利擁
護を十全なものとすべく，弁護士は，高齢者に対するトータルな支援に積極的に関わ
っていくべきである。
２

具体的事例に即して
＜事案説明＞
a

相談者は 74 歳男性で，72 歳の妻がいる。子どもはいない。相談者には甥姪（死
亡した姉の子）がいるが，疎遠である。相談者の財産は，単独名義の自宅土地建物
（一戸建て）を所有するとともに，4000 万円の預貯金を有している。妻に多少物忘
れの兆候が見られるようになってきていることから，自分が亡くなった後の妻のこ
とを心配している。万一妻が先に亡くなった場合は，遺産を甥姪に承継させるので
はなく，社会に役立つよう有益に使って貰いたいと思っている。以上の点を相談す
べく事務所に来所した。
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b

相談者は 68 歳女性である。10 年以上前に夫と死別。子どももいない。相談者に
は妹がいるが，疎遠である。そのため自らの老後や葬式のことを心配している。ペ
ットの猫を溺愛しており，自分が亡くなった後の猫のことを心配している。相談者
の財産は，マンションを所有するとともに，5000 万円の預貯金を有している。相談
者は，自分が亡くなった後，これらの財産を，全て公益団体に寄付したいと思って
いる。以上の点を相談すべく事務所に来所した。

(1) 事案 a について
①

残された妻を守るための法的支援
ア

妻への全財産の承継（遺言作成の必要性）
相談者は，自らが妻より年上であることから，自分が妻より先に亡くなるで
あろうと考えている。また，妻に認知症の兆候が認められることから，自分が
亡くなった後の妻の行く末を案じている。
相談者が亡くなった場合，遺産の承継を法定相続に委ねれば，自宅土地建物
も含め相談者の遺産は，妻と甥姪との共有となる（3:1）。
兄弟姉妹には遺留分が無く（民法 1028 条）遺留分侵害の問題も生じないか
ら，相談者の全財産を妻に，いわゆる「相続させる」旨の遺言をすることが考
えられる（最判平成 3 年 4 月 19 日参照）。
「相続させる」旨の遺言については，
原則として遺言執行が不要となると解されているが（後述第５参照），相続人
の協力を求めなければならない場面を回避し，遺言のスムーズな実現を図るた
め，相談を受けた弁護士を遺言執行者として指定しておくことも検討されるべ
きである。
財産の承継方法としては，「相続させる」遺言のほか，遺言により信託を設
定するといった方法も考えられる。遺言により，信託銀行を受託者とし，妻を
受益者として信託を設定し，相談者死亡後，遺言に従って妻に定期的に生活費
を交付する方法である。
なお，遺言作成の方式において，作成費用等を理由に自筆証書遺言を希望す
る相談者もいる。しかし，自筆証書遺言は，方式の不備，遺言内容の法への抵
触(共同遺言等)などから無効とされたり，文言の不明確さなどから解釈に疑義
が生じるおそれがある。また遺言書の紛失・破棄・改ざんの危険や，遺言書が
発見されないといった可能性もある。弁護士としてはかかる事情を十分に説明
し，公正証書遣言の検討を勧めることが必要であろう。なお相談者が自筆証書
遺言の作成を希望する場合には，有効な自筆証書遺言の作成実現に向けて相談
者を継続的に支援することが望ましい。

イ

妻の生活の支援
妻に全財産を承継させたとしても，妻の判断能力が低下した場合には，承継
した財産を適切に管理できない可能性が高い。消費者被害に会うなどして財産
が散逸する危険性もある。そのため，承継した遺産を妻が活用できる体制も検
討しておくことが望ましく，例えば，予め妻において，任意後見契約等を締結
しておくことが推奨される。
一方，相談者である夫についても，今後，高齢により身体能力や判断能力が
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低下することから，後述するとおり，自らの財産管理や生活の支援について，
見守り，財産管理，任意後見を内容とするホームロイヤー契約等の締結を勧め
たい。相談者が元気なときからこのような契約を締結しておけば，遺言者の安
否確認もでき，確実な遺言執行に結びつくことにもなる。
相談を受けた弁護士としては，この場合，双方の任意後見人に就任する方法
も考えられるが，利益相反の問題等を考慮すると（特に，相談者である夫の遺
言の遺言執行者にも就任する場合には），妻の任意後見人には別の者に就任し
てもらうことが望ましい。
②

予備的遺言
相談者は自分が妻より先に亡くなることを想定しているが，本件妻のように同

世代に対する財産承継を遺言する場合には，承継予定者が先に亡くなることを想
定し，予備的（補充）遺言を準備すべきである。そうでないと，承継予定者が亡
くなった時点で，再度の遺言作成が必要となるが，手間暇がかかるのみならず，
病気や事故等により相談者の再度の遺言作成も困難となる可能性も高いからであ
る。本件ケースの場合，第一次的には，相談者から妻へ相続させる旨の遺言書を
作成するが，本件相談者は，遺産を社会に役立つよう有益に使って貰うことを希
望しており，同遺言書の中に，予備的に妻が相談者より先に亡くなった場合の規
定として，例えば，清算型遺贈の遺言の作成が考えられる2。清算型遺贈について
は，(2)①も参照のこと。
(2) 事案 b について
①

清算型遺贈
相談者は，自分が亡くなった後，財産を，全て公益事業に寄付したいと思って
いる。しかし，寄付を受け付ける公益団体等の多くは，金銭の寄付のみを受け付
けていることが一般的である。そのため，本件相談者が所有するマンションも含
めて寄付するということであれば，マンションを含む全ての遺産を全て換価し，
相続債務，執行費用，死後事務費用等を清算し，残った金銭を公益事業に遺贈す
る（清算型遺贈）内容の遺言を作成することになろう。
ア

清算型遺贈と不動産登記手続
清算型遺贈を内容とする遺言を作成するにあたっては，必ず遺言執行者を選
任しておく必要がある。最終的な寄付の実現まで，遺産の換価，相続債務等の
弁済，寄付の実行等々多くの手続が必要となり，相続人の協力は期待できない
から執行者の選任が必要不可欠である。また，その権限内容も適切に定めなけ
ればならない。例えば，不動産を換価すべく売却するにあたり，遺言執行者は，
相続人の名義で売却し，相続人全員の相続登記をした上，遺言執行者と買受人
との共同申請で買受人への移転登記を行う（昭和 45．10．5 民事甲 4160０民事
局長，昭和 52．2．5 民三 733 民事局第三課長回答）。そのため遺言書で，遺言

2

文言の一例：「万一，遺言者より前，又は同時に妻○○が死亡した場合は，遺言者は，前○
条を除く，別紙遺産目録記載の遺産を含む全ての遺産を換価し，その換価代金をもって，遺
言者の全債務及び本遺言を執行するに必要な一切の費用を弁済した後の残金を●●●●に遺
贈する。」
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執行者を指定するとともに，遺言執行者に対し，不動産の売却処分及び登記手
続に関する権限を与える旨記載しておくことが必要であろう。
イ

清算型遺贈と相続人に対する課税への配慮
また，清算型遺贈に基づき執行する場合には，税金の問題に対する配慮も必
要となる。例えば，不動産を換価する場合には，譲渡所得税の問題が生じる。
譲渡所得税は相続人に課税されるため，遺産の取得がない相続人からクレーム
が出ないよう，遺産で清算する費用の中に，相続人が負担すべき譲渡所得税も
盛り込んでおく必要がある。更に無用なクレームを避けるためにも，遺言執行
者は事前に管轄税務署とも相談して，売却代金の管理，譲渡所得税の支払等は
遺言執行者が責任を持って行うので，相続人に課税のための案内文等が送付さ
れないよう要請しておく方法も検討に値しよう。
さらに，当然のことながら，寄付先の団体等に，遺贈を受け付けてくれるか
生前に確認しておく必要がある。仮に遺贈を受け付けてくれるとしても，遺言
作成後ある程度の期間が経過したことにより，団体自体が消滅してしまうこと
もある。この点に備えて，前述した予備的遺言や寄付先（遺贈先）の選定を遺
言執行者に一任する旨の条項も検討余地がある3。

②

死後事務
ア

葬儀，埋葬等の問題
相談者は自らの葬儀や埋葬のことを心配している。この点の対応策として，
作成する遺言の中で，葬儀埋葬方法の希望を付言事項として残しておくという
方法が考えられる。もっとも付言事項に法的効果はなく，遺言者の希望として
扱われるに過ぎない。希望が尊重されることは多いものの，必ずしも遺言者の
希望どおりの葬儀や埋葬が行われるとは限らない。加えて，遺言の開封が葬儀
後に行われることも多いことを考えると，遺言とは別に葬儀や埋葬の実現を目
的とした死後事務委任契約を締結しておくことが望ましいであろう。民法上，
委任者の死亡は委任の終了事由であるが（民法111条1項，653条1項），任意規
定であることから（最判平成4年9月22日金法1358号55頁），これらの規定を排
除する旨の特約を定めることで，委任者が死亡しても目的が達成されるように
している（なお，祭祀承継者による死後事務委任契約の無理由解除権の行使を
否定した事例として東京高判平成21年12月21日判時2073号32頁参照）。

イ

ペットの飼育
相談者は自分が亡くなった後のペットの飼育も心配している。自分が亡くな
った後の猫の飼育を実現する方法としては，まず「負担付遺贈」
（民法 1002 条，
1003 条）を内容とする遺言の作成が考えられる。負担付遺贈であるが，受遺者
に一定の給付義務を負担させる遺贈であり，受遺者は，受ける利益の限度内に
おいて負担させられた義務を履行する責任がある。ただし，負担は反対給付や
対価ではなく，遺贈の条件でもないため，遺贈の効力が負担の履行，不履行に

3

寄付先（遺贈先）の選定を遺言執行者に一任する旨の遺言の有効性につき，最判平成 5 年 1
月 19 日民集 47 巻 1 号 1 頁参照。
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は左右されず，負担の不履行により当該遺言が当然効力を失うものではない。
そのため負担の履行を担保する方法が重要となり，遺贈の取消（民法 1027 条）
の制度が設けられており，負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行し
ないとき，相続人，遺言執行者は，相当の期間を定めてその履行を催告するこ
とができ，期間内に履行がないときは，その負担付遺贈に係る遺言の取消しを
家庭裁判所に請求することができる。もっとも，負担の内容が抽象的であると，
負担を履行したか否かが判然としないため，注意が必要である。
又，自分が亡くなった後の猫の飼育を実現する方法として「信託」を利用す
る方法も考えられる。例えば，遺言によりペットの猫を相談者の友人に遺贈す
る内容の遺言を作成した上で，相談者死亡時，ペットの飼育を信託目的，当該
友人を受益者として，飼育に必要な費用を受託者から受け取るという内容（ケ
ースによっては，ペット死亡後の帰属権利者として当該友人を指定）の信託を
設定する。本件に即した場合，そもそもペットの飼育を任せられる友人がいる
か，誰を受託者とするか等といった問題もあるが，負担を履行せず遺贈の利益
のみ享受するといった負担付遺贈の不利益を回避する方法として検討に値する。
③

相談者の老後の問題
家族のいない相談者は自らの老後のことも心配している。相談のきっかけは遺
言や死後事務にかかわるものが多いが，それらの相談を通じて，相談者の生前の
支援の問題も出てくることが通常である。相談を受けた弁護士としては，相談者
の権利擁護を図り，遺言の執行を確実なものとするためにも，それら生前の支援
について積極的な解決に乗り出すべきである。老後の心配といっても，相談者の
日常的財産管理から介護・医療・生活支援サービスの手配まで多種多様な問題に
及ぶ。これらの多種多様な問題に対応し，高齢者のトータルな支援を可能とする
ためには，状況に応じた適切な支援体制を組む必要がある。概括的に言えば，高
齢ではあるものの，未だ元気なときは「見守り契約」を，体力が衰え日常生活に
手伝いが必要になったときには「財産管理契約」を，それぞれ締結する。さらに，
判断能力が低下したとき備えて，これら契約から移行できる「任意後見契約」を
締結しておくことが望ましい（このように，弁護士が，ご本人の生前の支援から
遺言執行までトータルかつ継続に関わる方法は，近年，
「ホームロイヤー」と呼ば
れる）。

第５
１

障がい者及び家族を支援するための遺言活用
いわゆる「親亡き後問題」とはなにか
「親亡き後問題」とは，知的障がい者・精神障がい者を子に持つ親が，現在は子の

身上監護や財産管理を行っているが，親の死後，子に対する支援をどのように構築す
るか，という問題といえるだろう。具体的には，①障がいを持つ子に確実に財産が引
き継がれるのかという課題，②障がいを持つ子の財産をどのように保全するかという
課題，③障がいを持つ子の身上を誰がどのように監護していくのかという課題，④障
がいを持つ子の財産保全や身上の監護を誰がどのように監督するかという課題などが
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ある。これらの親亡き後問題に応えるために，我々弁護士にはどのような方策がある
だろうか。
２

成年後見制度の活用
障がい者の親たちは，自分の生存中に成年後見制度を利用し，裁判所の監督の下，
成年後見人等に子どもたちの監護を託すことが可能となる。成年後見制度を活用すれ
ば，先ほど述べた障がいを持つ子の財産保全の問題（②）や身上監護の問題（③），更
には監督者の問題（④）をクリヤーできる。成年後見人等には包括的な代理権や同意
権などが付与されているので長期的状況変化や第三者との財産上のトラブルを避けら
れるし，裁判所が公的な監督機関としてその背後に控えているので後見人等の保護者
たちの不履行，不祥事という状況にも対応できるのである。
具体的には，障がいを持つ子らの財産が侵害を受けた時には，成年後見人等に子ら
の財産の包括的な管理権が付与されるので防御的に財産保全が可能となるし，成年後
見人等が同意権や取消権，代理権を行使することで事後復旧的に財産を保全すること
が可能になる。さらには，家庭裁判所が成年後見人等を監督するので不祥事などは防
止できる建前になっている。
また，成年後見人等が法定代理人として福祉行政との間の社会保障給付請求などを
代行するので，経済面での監護に関する心配はなくなるであろうし，成年後見人等が
第三者との間で監護・介護契約等を締結することで事実行為としての身上監護も実現
できるであろう。さらには，自治体によっては公費で後見人報酬等を負担してもらえ
るので，経済的に豊かでない家庭でも障がいある子の福祉を実現できる可能性が高い。
半面，不都合な点として，近年では後見人等の横領などの不祥事が顕在化している
ことが挙げられる。この点については，後見等監督人を付す等の家裁による監督の強
化等が実施されているが，2012 年 2 月から，新たに後見制度支援信託制度の運用が開
始されている。後見制度支援信託制度とは，一定額以上の流動資産を有する被後見人
のケースなどにおいて，裁判所の指示の下に流動資産などを信託銀行に信託譲渡して
財産をフィックスし，原則毎月一定額の定期金以外は出金できないようにする。これ
によって横領などの不祥事を防止するという，運用上の制度である（もっとも，障が
いを持つ子の親は，この後見制度支援信託制度の適用を嫌がり，かえって成年後見制
度の活用を控える現象が生じてしまっている現状があるようである）。
我々弁護士としては，障がいを持つ子どもたちの将来を心配する親の相談を受けた

時，選択肢のひとつとして，まずこれら成年後見制度の利用を考えてみるとよい。
ただ，成年後見制度は「障がい者たちの法的な能力を包括的に奪ってしまう」とい
う大きな不都合があることも我々は忘れるべきではない。日本は 2014 年に障害者権利
条約を批准したが，この条約の第 12 条第 2 項では，「締約国は，障害者が生活のあら
ゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」と
高らかに謳われている。日本の成年後見制度が果たしてこの条約の精神に適合してい
るのか，今一度深く考察してみる必要があるだろう。日弁連は障害者権利条約を受け
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て，代行決定から意思決定支援へという流れに方向転換しようとしている4が，本当に
国際的な評価に耐えうるものか，我々の今後の実践にかかっているだろう。
３

生前贈与による対応
障がいを持つ子に確実に財産が引き継がれるのかという課題（①）については，親

の生前に，障がいのある子に財産を帰属させておく方法として，生前贈与は選択肢の
一つである。障がいある子への生前贈与は特別受益と評価されるであろうから， 特別
受益の持ち戻し免除の意思表示をしておくことも考えるべきだろう。この持ち戻し免
除の意思表示は，遺言でもすることができるし，黙示でもよく，相続人側に相続分以
上の財産を必要とするような特別の事情がある場合，例えば，身体的，精神的障害が
あるために経済的に恵まれない相続人に対し，将来の扶養の意味も含め贈与等がなさ
れた場合などが該当すると解されている。もっとも，親による持ち戻し免除意思も，
遺留分に関する規定には違反することができない（民法 903 条 3 項）ので注意が必要
である。事前に家庭裁判所の遺留分放棄の許可（民法 1043 条）を受けておくことなど
も検討される。司法統計によると，平成 26 年度（2014 年度）は 1135 件，平成 27 年
度（2015 年度）は 1076 件の遺留分放棄許可があり，障がいのある子の兄弟が事情を
理解し，放棄に協力してくれるケースも多いのではないかと考えられる。
税制面で考えると，生前贈与には受贈者に高額な贈与税が課税されるため，生前贈
与のメリットはあまりない。また，贈与者が連帯納付義務を負うこともある。そのた
め，これを回避するために相続時精算課税制度や後述する特定贈与信託（５（4））を
利用することなどが考えられるが，このように事前に税の専門家に相談することは必
須と考えられる。
障がいある子に直接財産を取得させることだけでなく，兄弟などの第三者に生前贈
与しておいて，親の死後に障がいある子の監護をする負担を課しておく方法もある（負
担付贈与では，負担分は贈与税の課税価格から控除される）。ただ，負担付贈与による
方法を取ったとしても，受贈者が長期的に誠実に監護を実行してくれる保証はない。
４

遺言による対応
障がいを持つ子に確実に財産が引き継がれるのかという課題（①）について，遺言
による方法は，主要な選択肢となる。障がいのある子を持つ親としては，障がいのあ
る子に多くの財産を帰属させることもできるし，兄弟や親族，第三者に遺産を帰属さ
せて，それと引き換えに障がいのある子の監護などを委託することもできる。
(1) 障がいのある子に多くの遺産を帰属させる場合
遺言によって障がいのある子らの福祉を図ろうとする場合，例えば，特定財産を
障がいある子に特定遺贈する遺言，障がいある子に多くの遺産を相続させる遺言，
障がいある子に多くの相続分指定をする遺言などが考えられる。
具体的には，親Ｘには子Ｙと子Ａの二人の子がいるが，子Ｙに知的な障がいがあ
るのでこちらに多くの遺産を相続させたいというような場合が考えられる。場合に

4

2015 年 10 月 2 日人権擁護大会「総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言」
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よっては，子Ａの相続分をゼロにしたいというケースもあるだろう。ただ，遺言に
は遺留分の制約があるのでこの場合に必ずしも親の意思が全面的に実現するという
わけではない。遺留分を侵害しないようにするか，先に述べた遺留分放棄の制度な
どを活用する必要がある。また，障がいある子のために生前贈与などをしていた場
合には，既に述べたところの特別受益分の持ち戻し免除の意思表示をしておく必要
もあるかもしれない。例えば，
「前条の指定相続分については，民法第 903 条による
生前贈与等の持ち戻し計算をしないものとする。」という文言を遺言に記載する。
さらには，遺言の実現を確実にするため，遺言執行者を選任しておく必要もある
だろう。
(2) 障がいある子の兄弟や親族，第三者などに監護を委託する場合
また一方で，障がいある子の兄弟や第三者などに多く遺産を帰属させて障がいあ
る子の監護の負担を課す負担付遺贈（民法 1002 条）の方法も考えられる。具体的に
は，障がいのある子の兄弟に多くの遺産を相続させる遺言や，多くの特定財産を遺
贈する遺言，多くの相続分の指定をする遺言をすることなどである。第三者の場合
には，遺贈によってこのような意思を実現することになるが，例えば，グループホ
ーム等を建設して社会福祉法人等に遺贈し，障がいのある子を終身住まわせる（福
祉サービスを提供する）ことを負担とするような活用も考えられる（この場合，受
遺者に放棄（民法 986 条）されないよう，生前に十分な話し合いをする必要がある。
ケースによっては，後述する福祉型信託を活用する方法も併せて検討すべきである）。
なお，これらの場合にも遺留分の制約に服することになる点，注意が必要である。
負担付遺贈，負担付相続させる遺言等の場合には，負担の内容が特定しているこ
とが必要になる。遺言を作成する場合には，
「上記財産を相続させる負担として」と
いうような文言を明確に入れるべきである。例えば，親Ｘには子Ｙと子Ａの二人の
子がいるが，子Ｙに知的な障がいがあるので子Ａに多くの遺産を相続させ，その代
わり，ＡにＹの面倒を見てもらいたいというような場合に，
「Ａに●●の財産を相続
させる。この財産を相続させる負担として，ＡはＹが死亡するまで，月○○円をＹ
に支給し，週一回Ｙ宅を訪問して介護する。」，あるいは「Ａに●●の財産を相続さ
せる。この財産を相続させる負担として，ＡはＹが死亡するまで同人と同居し，生
活費，医療費を負担し，身辺の介護をすること。」などと特定された負担を記載する。
負担の履行の確保の方法として，負担付遺贈にかかる遺言の取消や負担付相続さ
せる遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる（民法 1027 条）。遺言執行者
も請求権者と解されるため（民法 1012 条），障がいある子のために遺言執行者を必
ず選任しておくべきである。また，先に述べた成年後見制度と組み合わせることで，
成年後見人等による長期的な負担履行の監視も可能になる。この場合には負担の不
履行を発見した後見人等が遺言執行者に知らせることで遺言の取消請求を促すこと
が可能となる。
(3) 付言事項の活用
遺言には，法定の遺言事項以外でも，例えば「相続人同士仲良くしてほしい。」，
などの希望を付言事項として記載することもできる。この付言事項を活用すること
によって，
「Ａは遺産を多く取得させたのだから，障がいのあるＢをしっかり面倒見
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てほしい。」などと記載し，遺言の趣旨をより明確にしておくことで後の紛争を防止
し，確実に障がいある子の身上監護が図れるようにしておく方法もあるだろう。
５

信託制度の利用
障がいを持つ子に確実に財産が引き継がれるのかという課題（①）については，遺
言による方法のほか，信託の仕組みを活用する方法もある。
(1) 信託スキーム
ア

信託制度の概要等については，後述の「第７ 信託の活用について」を参照。

イ

例えば，親の財産を信託
財産，親を委託者，信頼で
きる親族又は信託会社を受
託者として信託契約を締結
し，親が存命中は親自身が
受益者となり，親が亡くな
った後は障がいのある子が
第二次受益者とする信託を
設定する方法が考えられる。
このような仕組みを作るこ
とにより，親の死後，受託
者である親族又は信託会社が，障がいのある子のために，信託法及び信託契約に
従い確実に財産を管理することが可能となる。なお，障がいのある子の受益権の
行使をサポートするため，子のために受益者代理人（信託法 138 条以下）を選任
することが望ましい。

(2) 身上監護について－後見制度との相互補完
信託は財産管理及び財産承継のための制度であり，受託者が身上監護を行うこと
は想定されていない。身上監護（承継した財産を障がいのある子の生活のためにど
のように活用するか）については，後見制度を利用することが必要になる。信託制
度と後見制度は互いに排斥する関係にあるのではなく，併用することが可能であり，
それぞれのメリットを組み合わせることが望ましい。例えば，信託制度では多額の
金員の運用や不動産の管理を行い，後見制度においては身上監護と日常生活に利用
する金員の管理を行うという組み合わせが考えられる。
(3) 子の代で残った財産の承継先
障がいのある子自身が遺言を残すことができず，かつ，子に法定相続人がいない
ようなケースも考えられる。このようなケースで，親が多額の財産を子に残したと
しても，子の代で使い切れない場合には，子が亡くなる際に残っていた財産は国庫
に帰属することになってしまう（民法 959 条）。しかし，親としては，子のために
残した財産が国庫に帰属することは避けたいと望むことが多い。そのような親の希
望をかなえるため，民事信託によって，第二次受益者の子が亡くなった後に，帰属
権利者として子が世話になった社会福祉法人又は親族を指定し，それらの者に残っ
た財産を渡すこともできる。
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ただし，受託者と帰属権利者を同一人とすると（例えば，同じ親族），受託者は
信託期間中に信託財産を遣わない方が，信託終了時に帰属権利者として多くの財産
を手に入れることができるという利益相反の関係が生じる。そこで，このような利
益相反の関係が生じないように，信託を設定することが望ましい。
(4) 特定贈与信託
なお，金銭信託に限定されるが，障がいのある子が特定障がい者に該当する場合
には，3000 万円又は 6000 万円を限度に贈与税が非課税となる「特定贈与信託」と
いう贈与税の特例がある（相続税法 21 条の 4）。特定贈与信託を利用するには，受
託者は信託会社や信託銀行としなければならないなど，適用条件が限定されている
ので注意を要する（詳しくは，信託協会 HP

http://www.shintaku-kyokai.or.jp

/data/pdf/data04_01leaftokuzou.pdf 参照）。

第６
１

遺言執行を見据えた遺言作成
はじめに
将来の紛争の防止に備え，あるいは自身の希望をかなえるために遺言は作成される。

しかし，作成された遺言が遺言者の意図どおりに実現されるためには対処すべき点が
多数存在するから，遺言作成の時点において，遺言内容の実現の過程を意識すること
が必要である。特に，身寄りがない高齢者，親族以外に財産を譲りたいと考えている
高齢者，障がいのある子をもつ親などが作成する遺言は，遺言内容を実現する相続人
がいない，あるいは相続人による遺言内容の実現が期待できないなどの事情があるこ
とが多く，遺言執行者の役割は重要である。
遺言内容の実現，遺言の執行を見据えた遺言の作成は，弁護士の紛争予防・解決能
力の発揮が期待される場面である。
２

遺言の執行に支障が生じないようにする準備
(1) 公正証書による遺言の作成
自筆証書遺言（民法 968 条）は，簡易迅速に作成できる利点があるが，要件が厳
格であるため遺言が無効とされる危険があり，その他遺言書の紛失・破棄・改ざん
の危険や，遺言書が発見されないといった可能性もある。
公正証書遺言は形式において瑕疵が生じる可能性は低く，また遺言書が公証役場
に保管されるため遺言書の紛失・破棄・改ざんといった事態も防ぐことができる。
(2) 不明瞭な遺言条項作成の防止
遺言の文言が不明瞭であれば解釈に疑義が生じ，結果執行に支障が生じる。
遺言者の財産を「公共に寄与する」との文言が，公共目的を達成する団体等に遺
贈する趣旨とされた事例（最判平成 5 年 1 月 19 日），その財産を「自由に裁量処分
することを相続人に委任する」との文言が，遺言者の財産を相続人に相続させる趣
旨であるとされた事例（東高判平成 9 年 11 月 12 日），遺言者の不動産のうち「土地
の特定部分についてはＡに，それ以外のすべての不動産などはＢに譲る」との文言
が，特定の土地以外の部分をＢに包括遺贈する趣旨であるとされた事例（東地判平
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成 10 年 6 月 26 日）などがあるが，不明瞭な文言から紛争が生じたものであり，予
め明確な記載をしておくことによって紛争を防止することが必要である。
(3) 不動産登記実務との関係
実務において多く用いられるいわゆる「相続させる」遺言により不動産を相続さ
せる場合，受益相続人において「相続」を原因とする所有権移転登記を単独申請す
ることができる。
登記官は登記に関し形式的審査権しかなく，遺言の解釈は文言や全記載から客観
的に判断されざるを得ない。遺言者がその財産を「相続させる」と記載したが，遺
産目録に記載されていなかった不動産が発見され，それについてその相続登記を申
請したが却下された事例がある（岡山地判昭和 60 年 9 月 3 日，仙台高判平成 10 年
1 月 22 日も同趣旨）。遺言者の死亡時所有の財産は確実に把握できないから，
「その
他一切の不動産」といった包括条項の利用が検討されるべきである。
(4) 遺言執行者として弁護士の指定
①

遺言執行者の指定
遺言執行者によらなければ執行することができない法定遺言事項は必ずしも多
くはない。前述したいわゆる「相続させる」遺言の場合，遺言執行者による執行
の余地がない場面も多い。しかしながら，遺言執行者が存在することによって遺
言内容の実現がスムースに行われることは実務において経験するところである。
また「遺言執行者がある場合には，相続人は，相続財産の処分その他遺言の執行
を妨げるべき行為をすることができない」（民 1013 条）から，受益相続人や受遺
者に対する権利侵害への対応も期待できる。特に身寄りがない高齢者，親族以外
に財産を譲りたいと考えている高齢者，障がいのある子をもつ親らの遺言におい
ては，遺言内容を実現する相続人がいない，あるいは相続人による遺言内容の実
現が期待できないことが多く，遺言執行者の果たす役割は大きいことは既に述べ
たとおりである。
したがって，遺言において遺言執行者を指定しておくことが望ましいというこ
とができよう。

②

遺言執行者として弁護士の指定
遺言の執行においては利害関係者間の調整が難しく，紛争予防・解決能力を有
する弁護士が遺言執行者となることのメリットは大きい。弁護士法 72 条(非弁護
士の法律事務の取扱い等の禁止)との関係で，非弁護士が紛争案件を取り扱うこと
は問題が生じるおそれがあり，日弁連と信託協会との間において，信託銀行は法
的紛争があったりその蓋然性が高い案件は取り扱わないことが合意されている。
一方で，弁護士という個人が遺言執行者となる場合，遺言者よりも先に死亡す
るなどの事故がある可能性がある。信託銀行等法人が遺言執行者となる場合と比
較していわば弱点と言ってよく，こうした事態に対処しておくことは重要である。
例えば年配弁護士 1 名と若年弁護士 1 名の計 2 名の弁護士を遺言執行者と指定
し，各人が独立して権限行使できるよう定めておく，第 1 順位の遺言執行者に事
故があった場合の第 2 順位の遺言執行者を指定しておく，指定した遺言執行者が
死亡したときは第三者に遺言執行者の指定を委託する条項を定めておくなどの方
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法が行われている。第 3 項において紹介されているＮＰＯ法人遺言・相続リーガ
ルネットワークは，遺言執行者指定の受託を業務の一つとしているので，積極的
に利用されたい。
(5) 遺言執行者の報酬の定め
遺言執行者として指定された場合には，後日の紛争予防のため報酬を遺言書で規
定しておくことが必要である。法律事務所の報酬規程による方法，旧弁護士会規程
による方法，一定額を定める方法などがある。法律事務所の報酬規程による場合は，
その内容が客観的に明らかになるように，報酬に関する合意書を別途作成し，遺言
条項としては，
「遺言執行者の報酬は，遺言者が＊＊＊＊（遺言執行者の氏名）に提
出した報酬に関する合意書に記載した報酬基準により算定した額と定める。」とする
などの工夫がされている。
(6) 遺言執行者の権限の明確化
「遺言執行者は，相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権
利義務を有する。」
（民 1012 条）とされるが，実際の執行の場面において，権限の有
無につき疑義が生じることが少なくない。遺言書において，遺言執行者の権限を広
範かつ明確に規定しておくことが適切である。貸金庫の開扉・解約の権限などが典
型である。清算型の遺言の場合，不動産その他の売却，保険の解約，諸費用の支払
い等広範な行為が必要となるため注意が必要である。
「 その他遺言執行に必要な一切
の権限」という包括的な権限を定めておくことは必須である。
(7) 受遺者・受遺相続人が遺言者よりも先に死亡する事態への手立て
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合，当該遺贈は効力を生じない（民法 994
条）。この理は，いわゆる「相続させる遺言」において受遺相続人が先に死亡してい
た場合も特段の事情がない限り同様と解されている（最判平成 23 年 2 月 22 日）。か
かる場合に備えて次順位の受遺者・受遺相続人の指定を検討しておくことが必要で
ある（予備的遺言）。
(8) 遺留分に配慮した遺言
遺留分を侵害する遺言は後日の紛争をもたらすおそれがある。遺言作成において
は，常に遺留分に配慮し，遺留分を侵害した場合に想定される問題点などを十分に
説明して遺言者の真意を確認していくことが大切である。遺留分を侵害する可能性
の高い遺言を作成するにおいては，生命保険・信託の利用等による価額弁償金の手
当，遺留分の事前放棄，付言事項の活用など，遺留分にまつわる紛争予防のための
手立てを講じておくことが必要である。
(9) 特別受益持ち戻し免除の意思表示
特別受益の持ち戻し免除の意思表示（民 903 条 3 項）は黙示の意思表示で足りる
と解されているが，遺言に記載しておくことが可能である。特に，障がいのある子
をもつ親が子に生前贈与した場合，遺言において持ち戻し免除の意思表示を明記し
ておくことで，遺留分を侵害しない限りではあるが，特別受益の持ち戻しを回避す
ることができるため活用を検討すべきである。
３

その他，執行段階での注意
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(1) 利益相反
「遺言執行者は，相続人の代理人とみなす。」
（民 1015 条）とされているため，遺
言執行者就任にあたっては，関係者との間の利益相反に注意が必要である。
①

遺言執行者が遺留分減殺請求を受けた相続人の代理人に就任することの可否
遺言執行者が遺留分減殺請求を受けた相続人の代理人に就任することは弁護
士倫理 26 条 2 号に違反するとしてされた懲戒処分につき，その取消請求を棄却し
た裁判例がある（東高平成 15 年 4 月 24 日）。
日本弁護士連合会懲戒委員会 2010 年（平成 22 年）5 月 10 日議決5では，遺言
の内容からして遺言執行者に裁量の余地がない場合には，遺言執行者と各相続人
との間には実質的な利益相反にはあたらないとされた事例もあるが，慎重である
べきであろう。

②

生前の財産管理者等が遺言執行者に就任することの可否
財産管理の受任者が委任者の遺言により遺言執行者に指定されていた場合や，
障がい者の成年後見人等が親の遺言で遺言執行者に指定されていた場合なども，
遺言者の死亡により遺言執行者に就任してよいか同様に問題になる。ケースによ
っては遺言執行者への就職辞退を検討すべき場合もあろう。

(2) 遺言者との連絡の継続
遺言を作成しても，それで関係を終了とするのではなく，遺言者と定期的に連絡
を取り，遺言者の安否を確認したり，その後の事情の変化に対応して新たな遺言の
作成の要否を検討するなどして，遺言者の意思の実現へ向けて遺言者との関与を持
ち続けることも重要である。

第７
１

信託の活用について
はじめに
最近，
「民事信託」や「家族信託」
（以下「民事信託」という用語を使用する。）とい

う言葉を良く耳にするようになっている。信託は，後見制度や遺言の代わりに利用す
ることが可能な制度であることから，
「民事信託」には関心はあるが，実際には，何か
ら手を付けて良いか分からないという弁護士が大多数と思われる。
そこで，本項では信託制度の概要及び信託の活用例などを紹介したい。
２

信託を巡る最近の動向
(1) 信託制度の概要
ア

財産管理・財産承継
信託制度は，簡単にいうと，財産管理及び財産承継のための制度である。
財産管理に関しては，後見制度との比較や使い分けが問題になる。また，財産
承継に関しては，遺言との比較や信託制度独自の効果が問題となる。

イ
5

形式的権利帰属者と実質的利益享受者の分化

日本弁護士連合会「弁護士懲戒事件議決例集（第 13 集・平成 22 年度）」（2011 年）
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信託の当事者は，財産権を有
し，信託を設定する「委託者」，
信託の設定により信託財産の権
利者となる「受託者」，信託の設
定により利益を受ける「受益者」
の三者である。
信託の特徴は，
「受託者」とい
う形式的な権利帰属者と「受益者」という実質的な利益享受者が分化している点
である。二当事者対立構造で考えると，権利の帰属者と利益の享受者が同一人で
あることが一般的である。それに対し，信託の場合は，当初から三当事者が登場
し，そのうち，形式的な権利帰属者（受託者）と実質的利益享受者（受益者）が
分化しているところに最大の特徴がある6。
ウ

信託の機能
このように，形式的権利帰属者と実質的利益享受者を分化させているところか
ら，信託は，財産ないし財産権者の状況を，財産権者の目的追求に応じた形に転
換することが可能となる7。
信託の転換機能には，①権利者の属性の転換，②権利者の数の転換，③財産権
享受の時間的転換，④財産権の性状の転換があるとされている8。

(2) 信託の設定方法
ア

信託契約
信託の設定方法の第１は信託契約である。
信託契約は，委託者と受託者の間で，受託
者に対し財産を処分すること及び受託者が
信託目的に従い財産の管理又は処分を行う
こと等を定めた契約を締結することによっ
て行う（信託法 3 条 1 号）。

イ

遺言による信託
遺言による信託は，委託者が，受託者に対
し財産を処分すること及び受託者が信託目的
に従い財産の管理又は処分を行うこと等を内
容とする遺言をすることによって行う（同条
2 号）。

ウ

自己信託
自己信託は，委託者が信託目的に従い財
産の管理又は処分を行うこと等を自らが行
うべき旨の意思表示（信託宣言）を公正証

6
7
8

四宮和夫「信託法［新版］」14 頁（有斐閣，1989 年）
前掲注 5）14 頁
前掲注 5）28 頁
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書等に記載することによって行う（同条 3 号）。
エ

信託の実務
「遺言による信託」は，委託者の死後，指定された受託者予定者が信託の引受
けを拒絶することも考えられるため（同法 5 条参照），信託行為としては不安定で
ある。そのため，信託の実務においては，信託を利用する場合には「信託契約」
を締結することが一般的である9。
そこで，本項では「信託契約」を前提に検討を行う。

(3) 近時の動向
ア

市民
市民の信託に関する関心は高まっており，信託に関するセミナーには多くの者
が参加している。特に，障がいを持つ子どもの親らにとっては，後見制度とは別
のもう一つの選択肢として，信託に対する関心が高まっている。

イ

金融機関
市民の信託に対する関心の高まりに比例し，金融機関も信託への関心を高めて
いる。従前より商事信託を扱ってきた信託銀行は民事信託の分野にも進出し始め，
民事信託に関するセミナーを開催などしている。また，信用金庫は，後見制度に
おける後見制度支援信託による預金の流失に危機感を募らせ，後見制度に代わる
選択肢として民事信託を活用しようとしている。

ウ

弁護士その他士業
民事信託の分野には，司法書士がいち早く進出していた。司法書士会は，2012
年に民事信託推進センターを設立するなど，積極的に民事信託へ関与する意思を
明確にしていた。さらに，民事信託士協会を設立し，2015 年から民事信託士の検
定試験などを始めている。
税理士は，節税の手段として信託の活用を検討している状況である。公証役場
に，信託契約書を公正証書にするために持ち込むのは，税理士が一番多いと言わ
れている。
弁護士の民事信託の分野への進出は遅れている。ここ数年，ようやく民事信託
を活用し始めたが，まだ民事信託を日常業務としている弁護士は少数である。今
後，多くの弁護士が民事信託の分野に進出することが期待されている。

9

伊庭潔編著「信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例」39 頁（日本加除出版，2017
年）
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３

信託のメリットとデメリット
(1) 信託のメリット
ア

遺言と同じ効果を実現できる－遺言代用信託
信託を利用しても，遺
言と同様な効果を実現す
ることができる。例えば，
委託者Ａが受託者をＢと
し，かつ，受益者をＡ自
身とした信託契約を締結
する（この委託者と受益
者が同一人物である信託
を「自益信託」という。）。
この場合，委託者兼受益
者Ａの死亡により，Ａが保有していた受益権をＣが取得する内容の信託では，Ａ
からＣへ遺贈があったのと同様の効果を実現することができる。このように，遺
言の代わりに信託を利用することを「遺言代用信託」という。

イ

遺言ではできないことを実現できる－後継ぎ遺贈型受益者連続信託
さらに，信託は，民法で
はできないことを実現でき
る。例えば，委託者Ａが受
託者をＢとし，かつ受益者
をＡ自身とした信託契約を
締結する（自益信託）。委託
者兼受益者Ａの死亡により
Ｃが受益権を取得し，さら
に，第二次受益者Ｃの死亡
によりＤが受益権を取得す
るという内容の信託を設定
することもできる。この場
合，ＤはＣの法定相続人で
はなくとも，Ａの意思に基
づき，Ｃの死亡によりＤが受益権を取得すると定めることができる（例えば，Ｃ
はＡの後妻で，ＤはＡの前妻との間の実子である場合など）。このような後継ぎ遺
贈は，民法上は否定説が有力であるが，信託では，後継ぎ遺贈と同様の効果を実
現することができるのである（信託法 90 条参照）。

ウ

制度設計の自由度が高い
上記イのとおり，信託は後継ぎ遺贈と同様な効果を実現できるほか，受益者に
対して財産を一括給付することも，分割給付することもできる。また，信託財産
となっている財産権の使用利益，収益，交換価値のいずれをも対象に受益権を設
定することもできる。例えば，不動産に居住する利益，不動産の賃料を受け取る
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こと，さらに，不動産の売買代金を取得することのいずれも受益権の内容とする
ことが可能である。
このように，信託の受益権は内容を自由に設計することができる点も大きなメ
リットとなっている。
(2) 信託のデメリット
ア

受託者規制
しかし，信託もメリットばかりではなく，デメリットも存在する。まず，信託
の引受けを業として行うには，内閣総理大臣の免許又は登録が必要である（信託
業法 3 条，7 条）。
したがって，弁護士は業として信託の受託者にはなれないと解されている。そ
のため，委託者の家族等に受託者として適任の者がいない場合には，信託の設定
自体を諦めざるを得ない場合もある。

イ

信託税制
信託税制はとても複雑である上，信託を利用し節税ができないように大きく網
を掛けられているため，信託の設定の仕方を誤ると多額の税金が掛かってくる危
険性がある。また，信託税制は，網羅的に規定されているものではないため，如
何なる税金が掛かってくるかについて予測可能性が高くない。

ウ

遺留分の規定の適用
信託行為に関しても民法の遺留分の規定の適用はある。しかし，遺留分減殺請
求の対象が信託財産そのものなのか（信託財産説），又は，受益権なのか（受益権
説）については，学説上争いがあり，現時点では裁判例がない。そのため，遺留
分減殺請求権を行使された場合の効果は不明確である。

エ

不祥事への懸念
信託では，受託者が信託財産の名義人になり，自己の名によって，信託財産を
管理又は処分する。受託者は，信託財産を自己の財産と同様に管理又は処分する
ことができるため，成年後見人と比較しても，容易に横領等の不祥事を起こすこ
とができる。

４

後見制度や遺言と信託との関係
(1) 遺言と信託の比較
ア

財産の承継方法
遺言の場合には，遺言の対象となった財産は一括して受遺者に渡されることに
なる。他方，信託の場合は，信託財産を一括して受益者に渡すことも，分割して
長期間に亘り受益者に渡すこともできる。

イ

財産の承継が生じるタイミング
遺言の場合は，遺言者の死亡時に遺言の効果が生じる。他方，信託の場合，委
託者の生前であっても（生前贈与と同様），委託者の死亡時でも（遺言代用信託），
遺言者の死亡後においても（後継ぎ遺贈型受益者連続信託），信託財産の承継を行
うことができる。

(2) 後見制度と信託の比較

28
－ 274 －

ア

制度目的
後見制度は，身上監護と財産管理のための制度である。他方，信託制度は，前
述のとおり，財産管理と財産承継のための制度であり，身上監護は目的となって
いない。

イ

対象となる財産
後見制度の場合，被後見人の全ての財産が管理の対象となる。他方，信託制度
では，委託者が選択した財産のみが管理又は承継の対象となる。

ウ

裁判所の関与の度合い
後見制度の場合，裁判所による監督があり，裁判所の関与の度合いが強い。他
方，信託制度では，裁判所の関与はほぼない。

エ

後見制度との相互補完
以上のとおり，後見制度と信託制度は，制度目的，対象となる財産及び裁判所
の関与の度合いなどに差異があるが，お互いを排斥するものではない。
信託制度では受託者は身上監護を行うことが想定されていないため，身上監護
が必要な場合には後見制度を利用せざるを得ない。他方，後見制度では，財産の
管理は出来ても，財産を運用することまでは認められないため，財産を運用する
には信託制度の利用が欠かせない。そこで，後見制度と信託制度の利点を組み合
わせることが相当と考えられる。
具体的には，任意後見契約と信託契約を並行して締結し，身上監護と日常生活
に利用する金員の管理は任意後見によって行い，他方，運用するための多額の金
員や不動産は信託によって管理するなどの方法が考えられる。

５

信託の活用事例
(1) 高齢者の財産保護
ア

事例
独り暮らしの高齢者Ｘがオレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害に遭わないよう
するために，自分の財産の管理を子どもＡに任せたい。高齢者Ｘの意思能力は問
題がなく，後見制度を利用する必
要はない。

イ

信託スキーム
このような事例では，高齢者Ｘ
の資産を信託財産，高齢者Ｘが委
託者，子どもＡを受託者として信
託契約を締結し，高齢者Ｘ自身が
受益者となる信託を設定すること
が考えられる。

ウ

留意点
このような信託の場合，委託者兼受益者である高齢者Ｘが亡くなった際には，
信託を終了させることが一般的である。そして，信託終了時の財産の帰属につい
て，信託契約で定めておけば，遺言と同様な効果を実現することができる（遺言

29
－ 275 －

代用信託）。
(2) 後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用
ア

事例
相談者Ｘには既に亡くなった前妻との間に子どもＡがいる。相談者Ｘは，現在，
後妻Ｂと暮らしている。相談者Ｘとしては，後妻Ｂが生きている間は，自宅は後
妻Ｂに利用させたいが，後妻Ｂが亡くなった後は，自宅を子どもＡに引き継がせ
たいため，自分の死後，自宅を後妻Ｂに相続させたくない。

イ

信託スキーム
このような事例では，相談者Ｘの自宅を信託財産，相談者Ｘを委託者，信託会
社等を受託者として信託契約を締結し，相談者Ｘが存命中は相談者Ｘが受益者と
なり，相談者Ｘが亡くなった後は後妻Ｂが
第二次受益者，後妻Ｂが亡くなった後には
子どもＡを帰属権利者とする信託を設定す
ることが考えられる。

ウ

留意点
前述のとおり，後継ぎ遺贈については民
法上，否定説が有力である。しかし，上記
の信託を設定すると後継ぎ遺贈と同様の効
果を実現することができる。この場合，受
託者を子どもＡとすることも考えられるが，
後妻Ｂと子どもＡとの間が不仲であるケー
スもあるため，このスキームでは受託者を信託会社等としている。

(3) 親亡き後の問題
「第５

障がい者及び家族を支援するための遺言活用，５

信託制度の利用」に

おいて詳述。
６

民事信託活用の課題
(1) デメリットの克服
民事信託を利用しやすくするには，受託者規制を緩和し受託者の選択肢を拡げる
こと，また，信託税制を分かり易く明確な内容にするとともに，担税力に対して適
正な課税がなされるように信託業法や相続税法の改正が望まれる。遺留分に関して
は，予測可能性を高めるために，裁判所の判断が待たれる。
そして，民事信託を適切に発展させるためには，民事信託に関し不祥事を起こさ
ないことが何よりも重要である。
(2) 信託を活用する環境の整備
民事信託において預金を分別管理するには，信託財産の専用口座（信託口座）を
開設することが必要である。しかし，多くの金融機関では，信託口座の開設に消極
的であるのが現状である。
民事信託の普及には，信託口座の開設が一般的になるなどの社会環境が整えるこ
とも重要である。
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(3) 専門家の養成
そして何よりも，民事信託の普及には，民事信託を業務の一つとする専門家の存
在が重要となる。信託の仕組みは複雑であり，かつ，基本法である民法の理解も欠
かせない。また，信託は未解明な点も多く，信託設定後に紛争が起こる可能性も否
定できない。そのため，民事信託を発展させるためには，民法を始めとする法律に
詳しく，紛争解決の経験が豊富な我々弁護士が民事信託に積極的に関わることが望
まれる。
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〈セミナー〉
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第１
１

国連責任投資原則（ＰＲＩ）とは
2015 年，年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が，そして，2016 年には，

企業年金連合会（ＰＦＡ）が，国連責任投資原則（ＰＲＩ）に署名した。
この国連の責任投資原則とは，2006 年，当時の国連事務総長であるコフィー・アナ
ンの呼びかけで始まった，国連グローバル・コンパクトと国連環境計画・金融イニシ
アティブ（ＵＮＥＰ

ＦＩ）の共同による宣言である。

その内容は，金融業界に対して提唱したイニシアティブ機関投資家の意思決定プロ
セスにＥＳＧ課題（Ｅ：環境（Environment），Ｓ：社会（Social），Ｇ：企業統治
（Governance））を受託者責任の範囲内で反映させるというものである。
２

2015 年，国連本部において，国連「持続可能な開発サミット」が，各国首脳が参加
して開催された。その成果文書として「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
が採択された。この「アジェンダ」に掲げられた目標が，17 の目標と 169 のターゲッ
トからなる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」（以下「Ｓ
ＤＧｓ」という。）である。
このＳＤＧｓは，2000 年に国連本部で開催された国連「ミレニアム・サミット」で
採択された「国連ミレニアム宣言」を基にまとめられた「ミレニアム開発目標（ＭＤ
Ｇｓ）（Millennium Development Goals）」が 2015 年に達成期限を迎えることを受
け，2015 年以降の目標として引き継がれたものである。
この結果，国連に加盟する全ての国は，全会一致で採択したアジェンダに基づき，
2015 年から 2030 年までに，貧困や飢餓，エネルギー，気候変動，平和的社会など，
持続可能な開発のための諸目標を達成すべく力を尽くすことが目標とされた。

３

我が国においては，安倍晋三首相が，このＳＤＧｓを採択した国連「持続可能な開
発サミット」において発言し，日本がアジェンダ実施に最大限努力していく旨を述べ，
その具体的な貢献策として，年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の国連責
任投資原則（ＰＲＩ）の署名についても言及した。
その結果が，上記の年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）と企業年金連合
会（ＰＦＡ）の，国連の責任投資原則（ＰＲＩ）への署名とつながった。

第２
１

ＳＤＧｓとミレニアム開発目標(ＭＤＧｓ)と国連グローバル・コンパクト
ＳＤＧｓの基となる「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）がまとめられた国連「ミレ

ニアム・サミット」が開催された 2000 年に，上記の国連責任投資原則（ＰＲＩ）を
共同してまとめた「国連グローバル・コンパクト（ＵＮＧＣ）」が国連本部で正式に
発足した。
２

「国連グローバル・コンパクト（ＵＮＧＣ）」は，各企業・団体が責任ある創造的
なリーダーシップを発揮することを目的として，グローバル・コンパクトにより提唱
された，「人権」・「労働」・「環境」・「腐敗防止」の 4 分野・10 原則に賛同，支
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持表明の署名をすることによって，社会の良き一員として行動し，持続可能な成長を
実現するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な取り組みである。2015 年 7 月
現在で，世界約 160 カ国で 1 万 3000 を超える団体（そのうち企業が約 8,300）が署名
をしている。
３

このように，ＳＤＧｓの基となる「ミレニアム開発目標」と「国連グローバル・コ
ンパクト」の動きとは，持続可能な開発を目標とする，国連における動きの出発点で
あり，相互に関連している。

第３
１

ビジネスと人権に関する指導原則
ＳＤＧｓという，17 の目標と 169 のターゲットからなる持続可能な開発目標は，国

連の責任投資原則におけるＥＳＧ課題において目指すべき目標ともなるものである。
この「持続可能な開発目標」という地球課題の解決を目指す動きの中でも，ＥＳＧ
課題のうち，とりわけ「Ｓ：社会（Social）」課題の重要性が，「ビジネスと人権」
の課題として，国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」か
ら発せられるものとして，国際的な新たな大きな流れになっている。
２ 「ビジネスと人権」という課題は，2015 年にドイツのエルマウでＧ７サミットが開
催され，そのサミット首脳宣言において，「国連ビジネスと人権に関する指導原則を
強く支持し，実質的な国別行動計画を策定する努力を歓迎する。我々は，国連の指導
原則に沿って，民間部門が人権に関するデュー・ディリジェンスを履行することを要
請する。我々は，透明性の向上，リスクの特定と予防の促進及び苦情処理メカニズム
の強化によってより良い労働条件を促進するために行動する。我々は，持続可能なサ
プライ・チェーンを促進し，ベスト・プラクティスを奨励する，政府及び企業の共同
責任を認識する。」と言及された。
３

日本政府においても，2016 年 5 月の閣議決定で，内閣総理大臣を本部長とし全閣僚
を構成員とする「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が設置された。同推進
本部がまとめた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」においても，「５

推

進に向けた体制」の中の「(3)ステークホルダーとの連携」の項の「民間企業」に，
「中でも，ビジネスと人権の観点に基づく取組やＥＳＧ投資，社会貢献債等の民間セ
クターにおける持続可能性に配慮した取組は，環境，社会，ガバナンス，人権といっ
た分野での公的課題の解決に民間セクターが積極的に関与する上で重要であるのみ
ならず，こうした分野での取組を重視しつつあるグローバルな投資家の評価基準に対
し，日本企業が遅れをとらずに国際的な市場における地位を維持するためにも極めて
重要である。このための環境づくりに向けた政府の施策を進めるとともに，民間企業
の取組を後押しする。」と記載されている。
４

また，「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を達成するための具体的施策（付表）」
の「ビジネスと人権」の項には，「ビジネスと人権に関する国別行動計画の策定」と
して，「人権理事会決議 17/4 及び本決議に基づき設立された作業部会による提言等
に基づき，『ビジネスと人権に関する国別行動計画』を策定する」と記載され，また，
ターゲットは 8 項（包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産
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的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する），指
標は「ビジネスと人権に関する国別行動計画の策定の進捗状況」とされている。
５

この「ビジネスと人権」，すなわち「国連ビジネスと人権に関する指導原則」（以
下「指導原則」という。）とは，2011 年 6 月 16 日，国際連合人権理事会において
全会一致で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則：国際連合「保護，尊重及
び救済」枠組実施のために」（決議 A/HRC/17/31, 2011 年 3 月 21 日）のことである。
この指導原則は，2011 年国連人権理事会がコンセンサス（全会一致）で，endorse(adopt
ではない）という最も強い肯定の表現で承認されたものである。
国連人権理事会とは，世界の人権課題への国際社会の対応を協議するために設置さ
れている国連内の政府間組織であり，指導原則は，国連人権理事会が承認した文書の
中で「企業に対し，人権を尊重する責任」が初めて明記された文書である。

第４
１

指導原則とは
指導原則の一般原則は，次の３つから構成されている。

(1) 第一に，「人権及び基本的自由を尊重，保護及び実現する国家の既存の義務」で
ある。(Protect)
企業に対しては，人権の尊重する責任を求めているが，その前提として，まずは
国家に対して，人権を擁護する法的義務を確認している。そのため国には，上記の
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を達成するための具体的施策（付表）欄に記載さ
れた国別行動計画（National Action Plans）の策定が求められている。
(2) 第二に，「特定の機能を果たす特定の社会組織として，適用されるすべての法令
を遵守し人権を尊重するよう求められる企業の責任」である。(Respect)
企業は，人権尊重責任を果たすため，人権への影響を特定し，防止し，軽減し，
どのように対処するかの，人権デュー・ディリジェンス・プロセス（Human Rights
Due Diligences）を実行することが求められている。
(3) 第三に，「権利及び義務が侵されるときに，それ相応の適切で実行的な救済をす
る必要性（効果的救済にアクセスする被害者の権利）」である。(Remedy)
これは，国家と企業の双方に求められている。
国家に対しては，司法へのアクセスとともに，非司法的苦情処理メカニズムとし
て，国内人権機関（Human Rights Institute）が特に重要な役割を果たすとしてい
る。企業に対しても，苦情処理メカニズムとしての非司法的苦情処理メカニズムを
求めている。
２

これまで「企業の社会的責任」という概念は，社会貢献やコンプライアンスを超え
るものなどと言われてきた。しかし，指導原則で，重大な人権侵害を引き起こす又は
助長することのリスクが，法令遵守の問題(legal compliance issue)として扱うべき
ものとされたことからも，法令遵守の課題から，企業の事業活動そのものの課題へと
パラダイムの転換がおきているのではないかと思われる。

３

「デュー・ディリジェンス」の本来の意味は，負の影響を回避・軽減するために，
その立場に相当な注意を払う行為又は努力をいう。指導原則は，「企業の役職員がそ
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の立場に相当な注意を払うための意思決定や管理の仕組みやプログラム」であって，
その本質は，経営責任の有無の判断基準を提供することにある，としている。これは
取締役の善管注意義務の内容ともなり得るのであって，「人権リスクに関する内部統
制」とも言えるものである。
４

この指導原則により，全ての企業は，グローバルな事業を展開する際は人権を尊重
しなければならず，その際の基準は，国際的な人権が基準となる。国によっては，そ
の法制度が国際的な人権基準に達していないところも少なくないが，グローバルな事
業を展開するときに，企業が尊重しなければならない基準は，国際的な人権が基準と
なる。

５

この指導原則の根幹をなすのは，「指導原則 23」である。「指導原則 23」は，次の
ように規定している。 1
a （企業は）どこで事業をおこなうにしても（国内のみならず国外でも），適用さ
れるべき法をすべて遵守(comply)し，国際的に認められた人権を尊重(respect)
する。
b （企業は）相反する要求に直面した場合（つまり，その国の制度が国際人権基準
に達していない場合でも），国際的に認められた人権の原則を尊重(honor)する方
法を追求する。
c （企業は）どこで事業をおこなうにしても，重大な人権侵害を引き起こす又は助
長することのリスクを法令遵守の問題(legal compliance issue)としてあつかう。

６

デュー・ディリジェンスの導入方法
(1) 指導原則に即せば，①人権の方針（方針によるコミットメント）を策定し，そし
てデュー・ディリジェンス・プロセスとして，②自社事業への引き比べ，実際又は
潜在的な負の影響を特定・評価し，③具体的対応フェーズとして，影響評価の結果
を関連する全社内部門及びプロセスに組み入れ，適切な措置をとり，④実行状況の
追跡・報告（公表）として対応の実効性のモニタリング，追跡評価・対外的開示を
実施し，そして，⑤改善措置をとるというシステムを構築することが求められる。
(2) 企業に求められる事項として，指導原則 13 では，二つの基本事項を挙げている。
a

自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり，助長することを回避し，
そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。

b

たとえその影響を助長していない場合であっても，取引関係によって企業の事
業，製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止ま
たは軽減するように努める。

(3) この際，企業は，自社の人権に対するインパクトの洗い出しをすることになるわ
けだが，ここで注意しなければならないのは，このリスク評価の基準である。
それは会社に対するリスクではなく，まずはそれ自体が持っているリスクを基準
とする必要があるのである。優先順位の基準は，影響の度合いの深刻度と発生可能
性を掛け合わせたところとなる。つまり，マテリアリティ(重要課題)の特定を行う
のである。
1

指導原則は，財団法人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）の翻訳に基づく。
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企業の人権に対するインパクト可能性(Impact)が，企業の責任の度合
（Responsibility)を決めるのである。ここにおいて，リスクベース（ド）・アプ
ローチの手法（リスクを特定，評価，理解し，当該リスクの効果的な削減を企図し
て，リスクの評価及び資源配分が適切に調整されるような権限やメカニズムを設計
する。このような評価があって初めて，リスクベース・アプロ－チを適用すること
が可能となり，対応策が特定したリスクに応じて適用され，リスクを削減すること
になる。高リスクとされた領域には適切な規制がとられるべきであり，低リスクと
された領域については，より簡略化された対応の可能性がありうる。)が検討され
る。
(4) この人権侵害と企業との関係は，指導原則では三種類に分類されている。
①

直接的に人権侵害を引き起こしている場合

②

人権侵害を助長させている場合（加担と評価されるもの)

③

人権侵害を引き起こしている企業と取引関係を有している場合（加担と評価さ
れうるもの）

(5) これらのリスク評価をした後はそれに対する対応が問題となる。
指導原則 17 では，企業活動を通じて引き起こしたもの（Cause)，助長したもの
（Contribute），企業の事業，商品又はサービスに直接関係するもの（Directly Link）
など，人権侵害と企業活動との関連性に応じた対応が求められている。これらの企
業の有する影響力（Leverage）に応じて対応策（Action）が決まるのである。ここ
で初めて製品・サービスが直接関与している人権侵害か，一次サプライヤーか否か
等の視点が問題となる。
(6) これを企業活動へ統合するためには，影響評価と関連する全会社内部門やプロセ
スに組み入れて適切な措置をとる必要がある。
(7) つまり，企業の人権に対するインパクト可能性（Impact）が企業の責任の度合
（Responsibility）を決め，企業の有する影響力（Leverage）が対応策（Action）
を決めるのである。

第５
１

国際的人権基準とは
指導原則により，企業がグローバルな企業活動を行うに当たって求められる国際的

な人権基準とは，どのようなものか。
日本では，「人権問題」というと差別問題がまず挙げられる。それ以外ではセクシ
ャルハラスメントやパワーハラスメント等も挙げられるが，「国際人権の課題」とは
なかなか想像もつかないのが実情ではないだろうか。
２

国際的な人権とは何かについて，指導原則では，世界人権宣言と，「経済的・社会
的及び文化的権利に関する国際規約」（社会権規約）及び「市民的及び政治的権利に
関する国際規約」（自由権規約）を挙げている。それ以外にも人種差別撤廃条約，女
性差別撤廃条約，子どもの権利条約，障害者権利条約なども挙げられている。また，
労働基準としては，ＩＬＯの国際労働基準が挙げられている。

３

しかし，人権はもちろんこれだけではない。指導原則 12 の解説は，この国際的な
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人権基準について，「企業は，国際的に認められた人権全般に実際上影響を与える可
能性があるので，その尊重責任はそのような権利すべてに適用される。」「人権の中
には，他のものに比べ，特定の産業や状況のなかでより大きいリスクにさらされる可
能性のあるものがあり，そのために特に注意が向けられる対象となる。しかしながら，
状況は変化することがあり，あらゆる人権が定期的なレビューの対象とされるべき」
と指摘している。
４

さらに指導原則 12 の解説は，「状況に応じて，企業は追加的基準を考える必要」
があると指摘している。例えばとして，「特別な配慮を必要とする特定の集団や民
族に属する個人の人権に負の影響を与える可能性がある場合」として，「先住民族，
女性，民族的または種族的，宗教的，言語的少数者，子ども，障がい者，及び移住
労働者とその家族の権利を一層明確にしている。さらに，武力紛争状況では，企業
は国際人道法の基準を尊重すべき」としている。

５

このビジネスと人権に関して，子どもの問題についてグローバル・コンパクトとユ
ニセフなどの国際団体がつくった「子どもの権利とビジネス原則」がある。この内
容は，国際人権という課題がどのような内容となるかをわかりやすく示している。
「子どもの権利とビジネス原則」
すべての企業が取り組むべきこと。
１

子どもの権利を尊重する責任を果たし，子どもの権利の推進にコミットす
る
２ すべての企業活動および取引関係において児童労働の撤廃に寄与する
３ 若年労働者，子どもの親や世話をする人々に働きがいのある人間らしい仕
事を提供する
４ すべての企業活動および施設等において，子どもの保護と安全を確保する
５ 製品とサービスの安全性を確保し，それらを通じて子どもの権利を推進す
るよう努める
６ 子どもの権利を尊重し，推進するようなマーケティングや広告活動を行う
７ 環境との関係および土地の取得・利用において，子どもの権利を尊重し，
推進する
８ 安全対策において，子どもの権利を尊重し，推進する
９ 緊急事態により影響を受けた子どもの保護を支援する
10 子どもの権利の保護と実現に向けた地域社会や政府の取り組みを補強する
第６
１

日本の人権基準と国際的な人権基準とのギャップ
日本においては，国際的な人権基準に達していない状況が多々ある。また，人権の
捉え方にも諸外国と大きなギャップがある。

２

国際的な人権基準のトップに挙げられるのが国際労働機関（以下「ＩＬＯ」という。）
のＩＬＯ条約である。しかし「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」に
は 4 つの分野に渡る 8 条約が中核的労働基準となっているが，この基準の中にも日本
が未批准の条約がある。また，日本は，これまでにＩＬＯで採択された 189 条約のう
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ち約 4 分の 1 の 49 の条約しか批准していない（2014 年 3 月現在）。
労働時間に関するＩＬＯ条約においては，第１号労働時間（工業）条約（1919 年制
定）という約 100 年前に制定された条約でさえ，日本ではいまだに批准されていない。
労働時間に関する条約は，この他に，第 47 号 40 時間制条約（1935 年制定），第 116
号労働時間短縮勧告(1962 年制定)，第 14 号週休（工業）条約（1921 年制定），第 106
号週休（商業及び事務所）条約(1957 年制定)，第 132 号有給休暇（改正）条約（1970
年制定），第 171 号夜業条約（1990 年制定），第 175 号パートタイム労働条約（1994
年制定）があるが，これらは一切批准されていない。ここに過労死の遠因があると思
わざるを得ないのである。
３

強制労働・人身取引の問題は，英国の現代奴隷法にみられるように，国際的な人権
基準の中でも最重要の課題である。しかしながら，日本では，ＩＬＯの基本条約と言
われる第 105 号強制労働の廃止条約（1957 年制定）すら批准しておらず，国内の法制
度にも，あらゆる形態の性的搾取の児童の取引，労働搾取を目的とする人身取引，性
的搾取の人身取引に該当する処罰条項がない。日本は，人身取引議定書を締結してい
ない唯一のＧ７参加国となっている。
米国国務省の人身取引報告書（2016 年度版）では，「日本は，強制労働および性的
搾取の人身取引の被害者である男女，および性的搾取の人身取引の被害者である児童
が送られる国であり，被害者の供給・通過国である。」とされている。同報告書では，
さらに「（日本は）主にアジアからの移住労働者は男女共に，政府の技能実習制度(Ｔ
ＩＴＰ)（Technical Intern Training Program）を通じた一部の事案も含め，強制労
働の状態に置かれる。」「強制労働の事案は，政府が運営するＴＩＴＰにおいて発生
している。」とされている。

４

差別の面でも，日本は，ＩＬＯの基本条約と言われる第 111 号差別待遇（雇用及び
職業）（1958 年制定）を批准していない。
また国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）では，2013 年 7 月の「反人種差別・差別に関す
る戦い」の決議でガイドラインを提示し，差別に関連した違反行為のための法的枠組
みが定められた。一方，日本では，2014 年 3 月，Ｊリーグの試合において，浦和レッ
ズのサポーターによって，席へ入るゲートに「JAPANESE ONLY」と書かれた横断幕が
掲げられた。このような差別行為を行ったのがサポーターであっても，この掲示を放
置したことにより，Ｊリーグは浦和レッズに対して「無観客試合」という処分を行っ
た。
日本サッカー協会の懲罰規定が規定する「差別」の定義は，「人種，肌の色，性別，
言語，宗教，又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言又は行為により，個人
あるいは団体の尊厳を害」する行為としている。日本には差別禁止法がないが，国際
的な人権基準では，差別に対して非常に厳しい対処がなされているのである。
また，2017 年３月，全日本柔道連盟は，女子選手の「白線入り黒帯」の廃止を議決
した。しかし，国際柔道連盟は既に 1999 年に「差別的」として，女子選手の「白線
入り黒帯」の使用を禁じていた。一方，日本で廃止されたのは，実に 18 年もたった
後になってからであった。
日本では 2020 年にオリンピックが開催されるが，2014 年 9 月，国際オリンピック
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委員会（ＩＯＣ）は，今後の五輪開催都市との契約に差別禁止義務を含めると発表し
ている。日本の人権基準が，いよいよ国際的に問われる事態が迫ってきている。

第７
１

これから何をしなければならないか
日本の会社はますますグローバル化の傾向にある。これからは，企業の事業活動と

国際人権の問題が密接に関連し，人権という課題はビジネスにおいても必要な課題と
なってきている。
２

一方，人権課題の捉え方に諸外国とギャップがある日本において，国際人権の課題
を感覚として身に付けるにはどのようにすればいいのか。

３

ある大学の教養課程で，いろいろな学部の学生に対して，本テーマでの講演を行い，
国際人権の課題を感覚として身に付けるにはどのようにすればよいかと問いかけた
ところ，次のような回答があった。
「実践的な国際人権の課題を身に付ける場所はその人権が問題となっている場所に
自ら飛び込み，その中で自分のできる範囲で行動しながら学ぶことである。」
「行動力さえあれば人権意識を養うことは十分に可能である。行動力をもって，能
動的かつ積極的に人権問題と関わることが国際人権の課題を感覚として身につ
ける上で重要である。」
「身近な問題と国際人権の課題は規模が違うだけで本質的には同じものだと思われ
る。いじめも奴隷問題も相手を人間とは考えず，強者が弱者を支配し第三者は自
分に被害が及ぶことを恐れて何もできずに見ているだけという点では同じでは
ないか。本質が同じならば，身近な問題に関わり考えることで国際人権の課題を
感覚として身に付けるはずだ。一人一人が身近な問題に関心や危機意識を持つこ
とから始め，やがて世界の問題へと目を向けることで目標は達せられる。」
「知る，意識する，考えるという流れを通すことで人権問題を身近な問題として認
識することができるようになる。その結果，人権に対する認識を向上することが
できるようになる。」
「情報が広く開示されるようになった現在直接的に人権侵害を引き起こしている企
業には社会は厳しくなっていると感じるが，それはあくまでも企業が加害者であ
るという前提の上で成り立っており，そのような企業を許容していた責任の一端
は私たち社会であるという加担の意識が大変希薄であると感じている。この意識
を変えないことには国際人権の課題が生活に根ざすことはないと思う。」
本日のセミナーに参加した方々においては，どのように考えるか。
以
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尾辻 克敏（沖
縄） 林
朋寛（札
幌） 古川慎一郎（香 川 県）
矢田 茂明（徳
島）
【第９分科会】○中根 秀樹（東
京）
冨永 忠祐（東
京） 手打 寛規（東
京） 小野 智史（東
京）
伊庭
潔（東
京） 鵜澤亜紀子（東
京） 藤本 正保（第一東京）
関口 康晴（第一東京） 小倉 保志（第一東京） 八杖 友一（第二東京）
畔柳 秀勝（神奈川県） 佐々木信夫（神奈川県） 山本 宏子（千 葉 県）
南川麻由子（千 葉 県）
【セミナー】○齊藤
誠（東
京）
中野 竹司（東
京） 高橋 大祐（第一東京） 金
昌浩（第二東京）
＜オブザーバー＞
(1) 研究者 佐藤 安信（東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授）
(2) 弁護士 早川
健（第一東京）
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