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　弁護士の活動は、年々国際化しています。国内的課題に取り組むに当たっても国際的視点や基準の活
用が不可欠な場面があると同時に、国際的課題に取り組む会員も増えています。日弁連の本制度は、公
益的な活動（法の支配、司法アクセス、人権擁護、国際協力及び国際貢献に係る活動を含みます。）に取
り組む会員の皆様に海外留学の機会を提供するものです。
　対象校及びステータス（客員研究員・LL.M.の別）・研究テーマ・専攻は、以下のとおりです。

アメリカ イギリス

　ニューヨーク大学、カリフォルニア大学バー
クレー校、イリノイ大学アーバナ・シャンペー
ン校の３校が対象です。
　ニューヨーク大学は国際機関や国際NGOへ
のアクセスに恵まれ、カリフォルニア大学バー
クレー校は充実したクリニックが、イリノイ
大学アーバナ・シャンペーン校はコミュニ
ティーに根ざした研究環境が特徴です。
　アメリカの各校では、客員研究員として、
単位にとらわれることなく、自分の研究課題
に関連する授業を受けたり、図書館等の大学
の施設を利用したり、法曹実務家やNGOにイ
ンタビューしたりと、多角的に調査研究を深
めることができます。
　研究テーマは、主に、子ども・高齢者・障
がい者の権利、男女共同参画、消費者問題、
環境問題といった社会の諸課題や、刑事司法
改革、国際人権、国際司法支援等の国際協力
にかかわる課題等、弁護士会が取り組んでい
る幅広い活動を含みます。

　対象校のエセックス大学は、国際人権法・
人道法分野において世界的に名高い大学です。
　人権センターの客員研究員として、アメリ
カの各校と同様に幅広い研究テーマについて
調査研究を行うことができるほか、日弁連の
推薦を受けてロースクールのLL.M.コース（国
際人権法・国際人道法・社会権の各専攻）に
出願することもできます。LL.M.コースの場合、
自らの研究の傍ら、法学修士号を取得するこ
とができます。

シンガポール

　対象校のシンガポール国立大学は、アジア
で最も評価が高い大学の一つです。
　日弁連の推薦を受けてロースクールの様々
な専攻のLL.M.コースに出願することができ、国
際ビジネス法のほか、中小企業の海外進出支
援や国際司法支援に関連するアジア法、仲裁・
調停といった紛争解決等についてアジアとい
う地域性を意識した研究が可能です。修了に
より法学修士号を取得することができます。

日弁連から「情報発信型」「成果還元型」の留学を！
　この留学制度では、留学先ロースクールの教授・学生と交流し、日本の法的諸課題や弁護士の役割の
紹介をする機会や、自分の研究テーマについて発表する機会を得ることが可能であり、積極的に情報発
信することが期待されています。日弁連や所属弁護士会での会務の経験を生かした、「情報発信型」留
学であることが、この制度の大きな特色です。また、帰国後には、「自由と正義」等への掲載のため研
究成果をまとめた論文の提出が求められることに加え、留学制度の維持発展に向けた協力や、委員会活
動等を通じた日弁連・弁護士会への継続的な留学成果の還元が期待されています。

日弁連から100万円の支援費！
　留学に伴う会員の経済的負担を軽減するため、留学期間中に会員資格を失わず、帰国後に報告書を提
出し、「自由と正義」等で研究成果を発表することを条件として、日弁連から留学生に対して、原則と
して100万円の活動支援費を帰国後に支給します。
　シンガポール国立大学への留学の場合には、これに加えて、留学期間中及び帰国後一定期間日弁連の
委員会又はワーキンググループに所属すること等を通じて、日弁連からの要請に応じた協力を行い、留
学成果を日弁連の活動に還元することが活動支援費の支給条件となります。

LL.M.

LL.M.客員客員

日弁連海外ロースクール推薦留学制度
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募　集　概　要募　集　概　要　
１．応募資格
・日弁連会員であること（年齢不問）。但し、応募時に２年以上の実務経験を有することが望ましい。
・公益的な活動に取り組み、それに関連した研究テーマを有していること。
・留学者が自分の研究テーマに関する知識、経験を深めるのみならず、これまで日本の弁護士とし
て経験した公益的な活動について留学先で紹介し、交流を深める意欲があること。
・客員研究員については、研究開始までに研究に足る英語力を準備すること。エセックス大学ロー
スクールLL.M.コースの場合、学期開始までに大学側が指定する点数を超えるIELTS等の成績証
明書を提出する必要があります。また、シンガポール国立大学の場合には、LL.M.コースへの応
募締切時点までに、原則としてTOEFL（iBT）100以上を備えている必要があります（92～99
でも出願可能な場合あり。）。

2．応募方法
・詳細及び応募書類の雛型は、日弁連会員専用ホームページ掲載の最新の募集要項をご確認ください。

ニューヨーク大学（NYU）
○留学期間　毎年８月の秋学期から原則として１年間。
○費用　NYUの客員研究員費用（年間5,000ドル※）、滞在費・渡航費は自己負担。
○待遇　NYUロースクールの“US-Asia Law Institute”に在籍し、必要な講義・セミナーの聴講可（単位

やLL.M.等資格の取得は不可）。学内施設利用可。
○募集人数　原則として１名

カリフォルニア大学バークレー校（UCB）
○留学期間　毎年８月の秋学期から原則として１年間。
○費用　UCBの客員研究員費用（年間9,600ドル※）、滞在費・渡航費は自己負担。
○待遇　UCBロースクールの“Sho Sato Program in Japanese and US Law”に在籍し、必要な講義・

セミナーの受講可（単位やLL.M.等資格の取得は不可）。学内施設利用可。
○募集人数　１～２名

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校（UIUC）
○留学期間　毎年８月の秋学期から原則として１年間。
○費用　UIUCの客員研究員費用（年間10,000ドル※）、滞在費・渡航費は自己負担。
○待遇　UIUCロースクールの“Graduate and International Programs”に在籍し、必要な講義・セミナー

の聴講可（単位やLL.M.等資格の取得は不可）。学内施設利用可。
○募集人数　原則として１名

エセックス大学人権センター・ロースクール
○留学期間　毎年10月の秋学期から原則として１年間

（ただし、人権センター客員研究員の場合には、６月下旬～７月上旬から渡英できることが望ましい。）
○費用　人権センター客員研究員の場合：客員研究員費用（年間8,110ポンド※）、滞在費・渡航費は自己負担。

ロースクールLL.M.コースの場合：授業料（年間16,225ポンド※）、滞在費・渡航費は自己負担。
○待遇　人権センター客員研究員の場合：エセックス大学人権センターに在籍し、必要な講義・セミナーの聴

講可（単位やLL.M.等の取得は不可）。学内施設利用可。
ロースクールLL.M.コースの場合：エセックス大学ロースクール（国際人権法コース、国際人道法コー
ス、社会権コースのいずれか）に在籍し、必要な単位を取得し、LL.M.を取得することが可能。学内
施設利用可。

○募集人数　人権センター客員研究員：１名
　　　　　　ロースクールLL.M.コース：１名

シンガポール国立大学（ＮＵＳ）
○留学期間　原則として毎年８月の１学期から１年間
○費用　国際ビジネス法専攻の場合：授業料（年間22,000シンガポールドル※）、滞在費・渡航費は自己負担。
　　　　それ以外の場合：授業料（年間35,050シンガポールドル※）、滞在費・渡航費は自己負担。
○待遇　シンガポール国立大学（国際ビジネス法専攻、アジア法専攻、会社法及び金融法専攻、知的財産法及

びテクノロジー法専攻、国際仲裁及び紛争解決専攻、国際法及び比較法専攻、海事法専攻又は一般の
LL.M.コースのいずれか）に在籍し、必要な単位を取得し、LL.M.を取得することが可能。学内施設利
用可。

○募集人数　原則として１名
※2018年3月現在。変更の可能性がありますので、ご留意ください。
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law.
2016年度派遣　
加藤丈晴さん

はじめに
　私は、2016年９月（渡米は６月）より、セクシュアル
マイノリティ（LGBT）の権利擁護に関わる研究のため、
ニューヨーク大学ロースクールに留学していました。日弁
連からの客員研究員は、US-Asia Law Institute（USALI）
というアジア法の研究機関に所属することになります。こ
のセンターのディレクターは、Jerome Cohen教授とい
う中国法の権威で、アメリカの対中政策に強い影響力を与
えてきた大物です。
　USALIには、当時Cohen教授のほか、エグゼクティブ・
ディレクターで刑事法が専門のIra Belkin教授、５人の常
勤スタッフと14人の客員研究員が所属していました。客
員研究員は、中国人が８人、日本人が４人、台湾人・韓国
人が各１人で、留学していた時期は刑事系の研究者が多い
印象でした。日本人は例年１人か２人なのですが、この時
期は特に多かったそうです。

研究生活
　USALIのオフィスに、パーテーションで区切られた机が
与えられ、デスクトップのPCも貸していただけました。
毎日まじめにオフィスに来る日本人には、優先的に机が割
り振られているようで、独占的に使っていました。オフィ
スにある複合機は、本来常勤スタッフ専用らしいのですが、
事実上自由に使うことができました。
　授業は、聴講してもしなくても自由で、聴講数に制限も
ありません。私は、秋セメスター前のLL.M.生向け導入講
義を、秋セメスターは、NYUのスター教授の一人で、同
性婚訴訟に大きな影響を与え、ご自身もゲイであることを
オープンにされているKenji Yoshino教授の憲法の講義
と、私の研究テーマを正面から扱
う「セクシュアリティ、ジェンダー
と法」セミナー、USALIが提供す
る中国法のセミナーを聴講しまし
た。春セメスターは、Yoshino教授
の セ ミ ナ ー の み 聴 講 し ま し た。
Yoshino教授の憲法の講義はとて
も人気が高く、学生が履修しよう
とすると競争率が高いのですが、
客員研究員である私はメール１本
で聴講許可が出ました。
　授業以外には、USALI主催で週１回開催される主に中国
法に関するランチセミナーと、研究テーマとは直接関係な
いのですが、お誘いを受けた刑事法の研究者向けランチセ
ミナーや、その他学生団体や学内研究機関の主催で、毎日
様々なテーマでの勉強会やイベントが開催されており、そ
の中で興味のあるものに積極的に参加していました。
ニューヨークという土地柄もあるのか、著名人が講演に来
られることも多く、潘基文国連事務総長（当時）やソトマ
イヨール連邦最高裁判事、馬英九台湾元総統などが講演に
来られました。
　LGBTという研究テーマに関して、ニューヨークという
土地、さらに歴史的な大統領選の前後というタイミングは、
最高のめぐりあわせだったと思います。
　ニューヨークは、サンフランシスコなど西海岸の都市と
並んで、LGBTフレンドリーな街で、街中で同性カップル
を当たり前のように見かけます。NYUにも、LGBTの学
生を支援するセンターがありますし、ロースクールには

OutlawというLGBTの学生団体があります。これらを通
して、LGBTの学生やOBと仲良くなることができました。
また、ACLUやLambda Legal、TLDEFといったLGBT
の法律問題に取り組むNGOの本部も集中しており、この
分野をリードする著名な弁護士に、直接お会いしてお話を
うかがう機会にも恵まれました。さらにロースクールや研
究機関も多数あるので、Facebookなどで情報を集めては、
コロンビア大学やフォーダム大学、ニューヨーク市立大学
などに出かけて行って、講演会やフォーラムに参加したり
していました。ニューヨークは人が集まる場所なので、研
究テーマを同じくする各国の実務家や研究者と知り合う機
会も多く、特に中国の弁護士や研究者とネットワークを作
ることができました。ほかにも、地元のNGOやコミュニ
ティーセンターが主催するLGBT当事者向けのセミナーに
参加したり、アジア系のLGBTを支援する市民団体の活動
に関わって、６月のプライドパレードや２月のチャイナタ
ウンの旧正月パレードに参加したりしました。
　大統領選では、LGBTの権利擁護も争点の一つとなり、
これに否定的な立場をとるキリスト教右派の支持を受けた
トランプ大統領が誕生すると、各地でデモが相次ぎました。
私も、ニューヨークだけ
で40万 人 が 参 加 し た
Women’s marchや、
Gay rights movement
発 祥 の 地 で あ る
Stonewall Inn前での抗
議行動などに参加し、ア
メリカという国が抱える
矛盾を肌で感じました。

研究生活以外について
　私は単身でニューヨークに来たので、本来はニューヨー
ク生活を満喫できたはずなのですが、研究生活で忙しく、
せいぜい錦織圭を見にマディソンスクエアガーデンに行っ
たり、バレエやオペラ、ニューヨークフィルの演奏会に
行ったり、イーストリバーをカヤックで遡ったり、ブルッ
クリンブリッジで新年のカウントダウンをしたり、客員研
究員の皆さんを誘ってハイキングに行ったり、USALIの皆
さんを招いて鍋パーティーをしたり、LL.M.の日本人学生
と一緒に各国の学生を招いて日本酒パーティーをしたり、
忍者の仮装をしてハロウィンパーティーに参加したりした
くらいで…結構満喫しているかもしれません（笑）。
　さらに年末には、念願だった南米パタゴニアで、トレッ
キング三昧の毎日を送ることもできました。

終わりに
　客員研究員としての留学は、LL.M.留学と異なり、試験
を受ける必要はありませんし、授業も興味のあるものだけ
を聴講すればよいので、
圧倒的に自由です。学費
もLL.M.留 学 とは０（ ゼ
ロ）一つ違いますし、そ
れでいて、ロースクールの
イベントにはすべて参加
できます。一粒で三度も
四度もおいしい、客員研
究員としての留学をぜひ
おすすめします !!
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law.

2017年度派遣　具良鈺さん

はじめに
　私は、2009年京都の朝鮮学校に対してヘイトデモを行われた事件についての弁護団活動を通じて、日本の差別事
案における法制度の不備を痛感し、アメリカにおけるヘイトクライム、ヘイトスピーチの法実務を学びたく、本制度
を利用した留学を希望しました。
　ニューヨーク大学（NYU）を希望した理由は、裁判の中で引用した「ヘイトスピーチの危害」の著者である教授が
おられたこと、ニューヨークが多様な人種構成からなる国際都市であることに加え、人権委員会や各種NGOをはじめ
とする多様かつ独自の差別対処実務があり、そのような社会全体の中でのヘイト法制度の運用を学びたいと思ったか
らです。
研究生活
１　NYUでの研究生活

　日弁連からの客員研究員は、US-Asia Law InstituteというNYUロース
クール内のアジア法研究機関に所属することとなります。同研究機関は中国法
の権威であるJerome A. Cohen教授をはじめ、教授やスタッフがみなフレン
ドリーでアットホームな雰囲気です。また、キュービック型のデスクが与えら
れ、非常に恵まれた研究環境です。
　私は、１週間に２コマの授業を聴講しています。
　秋学期（前期）は、アメリカにおけるヘイトスピーチと表現の自由の議論に
おいて常に言及される民主主義（その根底価値の議論）について学ぶため、
Democratic Theory Seminarを、また、ヘイトや人種差別等が問題となっ
ている個別事件について学ぶためACLU（アメリカ自由人権協会）弁護士によ
るCurrent Issues in Civil Liberties Seminarという20人程度のセミナー授
業を受講しました。ヘイト法制度とそれを支えるバックグラウンドについて本当に学ぶことの多い授業で、授業前
日には興奮して夜眠れないほどでした。
　春学期（後期）は、Critical Race Theory Seminarというまさにアメリカの人種差別の歴史とその対処につい
て学び、法制度のバックグラウンドについての理解を深めています。
　いずれの授業も、論文、判例、ニュース記事等、60から100ページを超える予習が求められます。ソクラテス
メソッドを意識した双方向授業が行われ、活発な議論が行われます。
　図書館にも想像を超えるほどの膨大な資料とデータがあり、いくら時間があっても足りないくらいです。
　アメリカで人種差別をめぐる法制度が発達してきた歴史的背景には、数多くの名も無き被害者、個別事案があっ
たのであり、つぎはぎ的な制度の中に彼らの生き様を見るようです。法律を学ぶことは心理学、社会学、歴史、人
間そのものに肉薄する経験であると改めて感じています。

２　その他の研究生活
　ヘイトや差別に対処する法制度のみならず、これらが実際にアメリカ法実務においてどのように生かされ、運用
されているのかを学ぶことに私の研究の主眼があります。
　そのため私は、ACLUのニューヨークオフィス、ニューヨーク市人権委員会、EEOC（雇用機会均等委員会）、各

種NGO（Legal Aid Society、Center for Constitutional Rightsなど）を訪問したり、
Asian American Bar Associationの行事でアジア系アメリカ人弁護士らと出会い、アメ
リカのマイノリティの状況について聞き取り等を行うなど、非常に有益な情報を得ることが
できました。
　また、ここでは情報発信ということも求められます。サンフランシスコにあるUCヘイス
ティングで行われた、日本のヘイトスピーチ対処法についてのシンポジウムに参加し、そこ
で出会った教授からの依頼を受け、UCサンタクルーズ校において、私が担当したヘイト京
都事件および日本のマイノリティの状況について講演をすることとなりました。また、
NYUのLaw ＆ Society In Japanという授業で、ヘイト京都事件および在日コリアンの状
況について講義（２時間）を担当することとなりました。アメリカからの日本の見え方、着
眼点が興味深いです。
　このように、NYUキャンパス内外において、経験、理論、実践が有機的に連携した非常
に刺激的な研究生活を送っています。

さいごに
　私は、2017年７月、当時２歳の娘と渡米しました。渡米当初、なにもかもがわからない産まれたての子どものよう
な恐怖感を味わい、生活のセットアップには本当に苦労しましたし、あらゆる段取りに手間取り、そのたび心が折れそ
うになりました。しかしその都度、留学諸先輩方、日弁連国際室はじめたくさんの方々にお力添えをいただいたおかげ
で、実に貴重な経験をできていることに、感謝と感激の気持ちでいっぱいです。
　ニューヨークの大きな魅力のひとつは、街自体が活気と変化に富み、歩くだけでも楽しいということです。また、非
常に高い水準の芸術、音楽を比較的安価で楽しめます。週末には、ブロードウェイ
ミュージカル、オペラ、メトロポリタン美術館、アメリカ自然史博物館、ニューヨー
クフィルハーモニー、また、NBAなどのスポーツ観戦も楽しめます。
　週末には、アメリカ独立宣言がなされた土地であるフィラデルフィアに出かける
など、ニューヨーク近郊でアメリカ建国の歴史について学ぶこともできます。
　留学の醍醐味は、他国について学ぶことを通じて、日本についてより深く理解し、
新たな視点やヒントを得ることができる点だと思います。　　
　この文を読まれている方の中には、留学への決断を悩まれている方も多いと思い
ます。百聞は一見に如かず、その言葉のとおり、是非とも勇気を持ってチャレンジ
されることをお勧めします。何ものにも代え難い貴重な経験となることでしょう。
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UC Berkeley School of Law
http://www.law.berkeley.edu/

2016年度派遣　
川目武彦さん

はじめに
　拘置所の処遇に関する国家賠償請求訴訟や、日弁連委員
会の外国視察でシカゴの刑務所を見学したことで、アメリ
カの刑務所やその処遇に興味を持つようになりました。当
初は、個人で留学をするつもりでしたが、たまたま知り
合ったバークレーの留学経験者の先生から日弁連の留学制
度の利用を勧められました。そこで思い切って応募してみ
たところ、推薦をいただけましたので、平成28年８月か
らバークレーの客員研究員として一年間の留学生活を送り
ました。

大学での生活について
　学生時代のころから留学の夢は抱いていたものの、短期
間の海外旅行を除いて海外生活経験はなく、業務上も英語
を使う機会は皆無でした。そこで、推薦決定後、バーク
レーでの授業の開始前に英語力を高めておく必要があると
考えて、評判の高いカリフォルニア大学デービス校の「米
国法入門コース」を受講しました（バークレーから列車で
二時間程度の場所にある大学です）。このコースは、「入門
コース」と銘打っているものの、手加減なしの英語の授業
が延々と続くもので、いわゆる「ブートキャンプ」に近く、
海外生活経験のない私にとっては相当にきついものでし
た。それでも、英語力の向上が実感できましたし、世界各
国から集まった仲間とともに苦楽を共にした経験は貴重で
あったと思います。これまで留学経験のない先生には、こ
のコースの受講を強く勧めたいと思います。
　バークレーの授業では、前期は捜査法、証拠法と死刑弁
護クリニックの３コマの授業を、後期は、前期から続く死
刑弁護クリニックに加えて、刑務所処遇及び仮釈放手続、
イスラム法、国際人権法の授業の合計４コマを受講しまし
た。例えば、刑務所処遇の授業では、刑務所内での人種差
別、刑務所ギャングの処遇、密告情報に基づく懲罰の可否
など、アメリカならではの興味深い問題が続々と登場しま
す。講義以外にも、バークレーの近くにあるサンクエン
ティン刑務所で４時間にも及ぶ仮釈放手続を傍聴したり、
コンピュータープログラミングなどの最先端の刑務所の職
業訓練の様子を見学したりすることができました。
　客員研究員は、授業の聴講に際しては教授の了解が必要
ですが、実際には原則としてどの授業も聴講することがで
き、特に制限もありませんので、予習さえ怠らなければ、
幅広い分野の最先端の知識を習得することが可能です。加
えてバークレーでは、ほぼ毎日なんらかのシンポジウムが
ありますので、レギュラーの授業に加えてこれらのイベン
トに参加すれば、ニッチな話題（例えばインディアンの聖
地の強制収容問題やグアンタナモ基地での拷問を巡る戦争
犯罪）やタイムリーな話題（いわゆる「Black Lives 
Matter」やトランプ大統領の移民政策）もフォローして
いくことが可能です。

日常生活について
　語学力向上のために複数人でのルームシェアも考えまし
たが、地元の日系のエージェントから割安な物件を紹介し
てもらったことから、コンドミニアムを借りて一人暮らし
をしていました。割安といっても、バークレーは全米でも
屈指の高級住宅エリアであるために、日本の感覚からする

と相当に高額なのですが、私の場合、必ず一年後に帰国す
る予定であることから、思い切って借りることにしました。
トランプ政権移行後、カリフォルニアの人口や不動産価額
がどのように推移していくか分かりませんが、アメリカで
の不動産の賃貸事情は日本の常識とは全く異なるので、地
元の信頼できる日本人エージェントを介して現地の情報を
得ながら物件探しをすることをお勧めします。一般的に日
本人の信用は高く、他国の学生よりも有利な条件で契約で
きることが多いようです。
　なお、言うまでもないことですが、日本とアメリカでは
治安が格段に違いますから、日本での常識は捨てて、アメ
リカ基準の治安を意識する必要があります。例えば、日本
の感覚では考えられないことですが、大学付近は犯罪の多
発地域であり、銃による強盗事件が頻繁に発生しています。
住宅地域もエリアによって全く治安が異なりますので、「安
全は買うもの」という意識を持って、安全なエリアの物件
を借りるのが無難だと思います。

学外での活動
　カリフォルニア州では、2016年、同州の死刑制度を廃
止するかどうか（法案62）、あるいは、逆に死刑手続を促
進するかどうか（法案66）という二つの対極的な法案が
住民投票に付されました。私は、前者の法案を支持する
NPO団体「DEATH PENALTY FOCUS」にインターン
として勤務して、広報活動などに従事しました。残念なが
ら、同法案は可決されず、逆に死刑を推進する法案の方が
可決されてしまうという事態に至りましたが、このような
活動を通して、死刑制度に関する、一般のアメリカ国民の
意見を直に聞くという貴重な経験ができました。

まとめ
　私のように事務所を経営している弁護士にとって、日本
での弁護士業を中断して留学をすることは容易ではないと
思います。振り返ってみて、パートナー、事務所のメン
バー、スタッフ、さらには顧問先などの周囲の理解と協力
なしには実現不可能でした。それでも、留学に挑戦し、全
米の中でも最もリベラルといえるカリフォルニアバーク
レー校の中で研究
できたことは、私
の人生の中で忘れ
がたい経験になり
ました。
　留学をするべき
かどうか悩んでい
る先生がおられま
したら、是非、日
弁連の開催する留
学経験者説明会に
参加して、この制
度の利用を検討し
ていただけたらと
思います。人生は
一 度 だ け で す。
Ask, and it will 
b e  g i v e n  t o 
you!
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2017年度派遣　古家和典さん

UC Berkeley School of Law
http://www.law.berkeley.edu/

はじめに
　カリフォルニア大学バークレー校は、州立の総合大学で、多様な分野の研究がされています。夏は東京に
比べれば涼しく、冬も比較的温暖で過ごしやすい気候です。また、日本人向けのスーパーもあり、日本人に
は暮らしやすい環境だと思います。大学には多くのアジア人学生が在籍しています。
研究生活
　私の主たる研究テーマは情報開示です。アメリカの情報開示としては、Freedom of Information Act

（通称FOIA）が日本でも有名ですが、私はFOIAもある程度調べつつも、それ以外で政府が情報開示する局面
に着目して調査をしています。また、日弁連の情報問題対策委員会が取り扱う監視法・プライバシー法の領
域についても併せて調べています。
　調査の範囲が比較的広いため読むべき文献の量は多く、毎日朝学校に行き、夜の22時ころまで客員研究
員のスペースで調査をしています。土日も学校に行っていることが多い生活です。８月後半から始まる秋学
期ではプライバシー法・監視法を、１月前半から始まった春学期では行政法・民事訴訟法・プライバシー法
などを聴講しています。
　秋学期は、基礎的な知識と英語の習得に追われていたため、教授と議論することは難しかったのですが、
春学期は、教授と話す機会を増やしています。面識がない教授へ面談の
申し入れをしても、快諾してもらえることがあります。バークレーの教
授以外でも興味深い論文や文献を発見したときは著者の名前を控え、著
者へ直接メールで連絡をして感想を伝え、質問に応じてもらう関係を作
れるようにしていますし、バークレーの教授がそれらの著者と知り合い
の可能性があるときは紹介などをお願いすることもあります。また、幸
いにもバークレーの近くにあるサンタクララ大学の先生に相談をする機
会や、サンフランシスコ近辺の弁護士の方と交流する機会も作ることが
できました。バークレーの本プログラム担当者であるワイゼルバーグ先
生は良き相談相手であり、悩みが生じたら議論する機会を設けてもらっ
ています。

　ロースクールには客員研究員専用のスペースがあります。ロースクー
ルの客員研究員が直接交流する公式のイベントは特にありませんが、私
はお菓子を配るなどして、他の研究員と話をするきっかけを作っていま
す。多様な国の研究員が在籍していて、中国、ドイツ、デンマークなど
の研究員と友人になることができました。研究者志望の研究員は論文を
書くために熱心に研究しており、学ぶことが多々あります。私の関心の
ある行政法などの領域についても、友人の研究員と日常的に議論ができ
る恵まれた環境です。異文化の友人と問題意識を共有して議論や情報交
換ができるというのは、大きな愉しみであると思います。このように、
基本的に研究生活は大変であるものの、充実していると思います。

日常生活
　住居については、まず一時滞在先を日本で見つけてアメリカ入りし、入国後Craigslistというサイトと現
地の不動産業者を利用して住居を探しました。この住居探しも１つのアメリカの社会勉強になりました。通
学を最優先で考えて、学校のキャンパスからごく近いところに決め、徒歩で学校に通っています。帰宅する
ときは夜中にキャンパスを突っ切って帰りますが、見晴らしの良い道を選んで気を配りながら帰っているた
め、今のところ危険を感じることはありません。ざっと比較したところ、バークレーの学校近くの住居はワ
シントンDCの都市部の住居よりも高いと思われました。食事なども日本より高く、年々値上がりしていま
す。サンフランシスコへは電車（Bart）で気軽に行けるので、メジャーリーグの試合も見に行けますし、裁
判所での裁判の傍聴もしやすい環境です。バークレーは街の中にスーパー、銀行、郵便局があるので、自動
車がなくても生活することは可能だと思います。バークレーには日本の理系の研究者を主にしたBJANとい
うコミュニティがあり、そのイベントには時々参加しています。
まとめ
　私の場合は小さいながらも自分で事務所を経営していたため、それを中断して留学することは経済的負担
が相当大きく、ハードルは高いものでした。もちろん、事務所を経営し
ていなくても、弁護士生活を中断して留学することは大きな困難が伴う
と思います。ただ、ハードルが高かった分、留学において何かを習得す
るという目的意識と緊張感は強く持てていると思います。日本の法律家
が日本とは体系の異なるアメリカ法での研究計画を設定するのはかなり
難しい作業であり、留学前は研究テーマの設定に苦労しましたし、自分
の関心テーマが本当に研究に値するのか、自分がそのテーマを研究する
のに適した能力を持っているのかということは、今でも常に問われてい
る気がします。実務家の弁護士が研究を行うことができるこの制度は意
義のある制度だと思っていますので、充実した留学期間を過ごしたいと
思います。
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イリノイ大学
アーバナ・シャンペーン校
http://www.law.illinois.edu/
Univ. of Illinois College of Law 2016年度派遣

星知矩さん

はじめに
　米国における広告規制を研究テーマに、2016年夏から
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にて客員研究員と
して留学しました。任期付公務員として消費者庁に３年間
在籍し、景品表示法を中心とした広告規制に関する業務を
担当していたことから、米国の広告規制についても研究し
たいと考え、留学することにしました。
　米国の広告規制の中でも、私の主な研究テーマは、いわ
ゆるステルスマーケティング（特定の商品や役務の広告宣
伝であるにもかかわらず、一般消費者に広告宣伝であると
認識されないような方法でする広告宣伝）に関する法規制
です。近年、日本においても社会的な問題となっています
が、このような行為は米国の広告規制のもとでは明確に禁
止されている一方、日本では明確に禁止する法規制は現在
のところ存在しません。米国の広告規制の研究を通じて、
日本における規制の在り方を考察することが研究の目的で
した。

ロースクールでの生活
　2016年８月から、LL.M.の学生を対象にした米国の法
制度等を解説する基礎講座を受講しました。客員研究員で
あってもLL.M.の学生と一緒に講座に参加することができ
るため、他の学生と知り合う良いきっかけになりました。
その講座では、米国の法制度の概要や、判例や文献の調べ
方、法律文書の書き方などを学びました。また、講師との
ロールプレイングを通じて、クライアントとの面談の仕方
や、パートナー弁護士への法律調査結果の報告の仕方など
も学ぶ機会がありました。毎年同様の講座を開講している
こともあり、しっかりとしたカリキュラムが組まれている
講座でしたので、大変有益でした。
　秋学期が始まると、自分の興味のある分野の講義を聴講
することができます。教授から事前に聴講の許可を得る必
要がありますが、断られることはありませんでした（他学
部の講座や、オンラインで開講されている講座も聴講する
ことができました。）。私は、商標法、不正競争防止法、著
作権法、メディア法、スポーツ法などの授業を聴講しまし
た。通常のLL.M.生とは異なり、自身の興味分野に絞って
自由に授業を聴講することができることは、客員研究員と
して留学するメリットだと思います。
　ロースクールでは、平日の昼休みに教授や実務家の方の
講演会などが多く開催され、様々な分野の最新の議論を学
ぶことができます。自身の研究分野とは関連しないもので
あっても、様々な方々の問題意識を知ることは、自身の研
究にも新しい視点をもたらすきっかけになりました。

研究活動
　客員研究員には、ロースクールの図書館内に専用の机と

ロッカーが割り当てられ、ロースクール内のパソコンやプ
リンターなども使用することが可能でした。イリノイ大学
の図書館は大変充実しており、様々な文献をオンラインで
も閲覧することができました。また、ロースクールの図書
館にはリサーチアシスタントの方が常駐し、調査したい分
野についての有益な文献などを紹介してくれました。
　普段の研究活動としては、ロースクールの授業を聴講す
るほか、研究テーマである米国の広告規制についての文献
調査をしたり、専門誌に連載するための記事を執筆したり
していました。特定の法律分野にこれだけじっくりと取り
組むことは、弁護士として仕事をしながらでは難しいと思
いますので、関心を持っている分野がある方にとっては、
とても貴重な経験になると思います。

日常生活
　私が住んでいたシャンペーンという町は、シカゴから車
で２時間半ほどのところにある大学町で、のんびりとした
町です。決して都会とは言えませんが、飲食店やスーパー
マーケットが大学の近くにあるため、車がなくても生活に
困ることはありません。シャンペーンは冬の寒さが厳しい
と聞いていましたが、留学をしていた年は暖冬だったこと
もあり、あまり東京と変わらない印象でした。雪が降るこ
ともありましたが、数日ほどだったと思います。
　大学の施設はとても充実しています。特に大学のジムは
綺麗に整備されていて、快適に使えました。場所もロース
クールから近く、大変便利でした。また、大学のキャンパ
ス内のスタジアムではスポーツ観戦をすることができます
し、コンサートホールなどでは著名な方々のコンサートな
どが開催されていました。都会の大学と比べると刺激は少
ないかもしれませんが、学内でも様々なイベントが開催さ
れているので、退屈することはないと思います。

さいごに
　自身が関心を持つ法律分野の研究に集中できる贅沢な時
間を得ることができたことと、留学生活を通じて様々な国
の方々と出会えたことは、私にとって一生の財産になると
思います。留学するに当たって悩んだこともありましたが、
今では留学
して本当に
良かったと
思っていま
す。留学に
興味がある
のであれば、
是非チャレ
ンジしてみ
て く だ さ
い。
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2017年度派遣　橋本佳代子さんイリノイ大学
アーバナ・シャンペーン校
http://www.law.illinois.edu/
Univ. of Illinois College of Law

はじめに
　妊娠中の労働者に対する法的保護を研究テーマに、2017年夏からイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校ロース
クールに留学しています。この数年でマタニティ・ハラスメント事件の受任が増え、妊娠中の労働者に対する不利益
取扱いを性差別として位置付けるアメリカの法制度に興味を持つようになり、思い切って日弁連の留学制度に応募し
ました。
大学の環境
　アーバナ・シャンペーンは、シカゴから車で約２時間半の位置にある、大学を中心とした静かで広大な田舎町です。
夏は暑く、冬は寒さが厳しく、この冬は氷点下25度まで下がりました。もっとも、部屋の中は暖かく、外の寒さには
すぐに慣れました。大学近辺にスーパーや学生向けの飲食店がありますし、バスが多く通っているので、車がなくて
も生活には困りません。夜に一人で出歩かないなど気を付けてもいますが、日々の生活の中で治安に不安を感じたこ
とはありません。日本人は少ないもののアジア系の留学生は多く、大学構内で異文化交流イベントが頻繁に開かれる
など、大学が留学生を歓迎している雰囲気を感じます。
英語学習
　５月末に渡米し、はじめの２か月間は大学附属の語学学校に通いました。
授業ではプレゼンテーションを行う機会が複数回あり、鍛えられました。
また、授業の一環として、ボランティア活動、警察署訪問、市長へのイン
タビュー等を行い、アメリカの文化を知る良い機会となりました。
　秋学期以降は、地元の教会が開いている英会話教室や交流会、外国語学
部の冬期英会話講習に参加するなどして、できるだけ多く英語に触れるよ
うにしています。
研究生活
　客員研究員には、ロースクール内に専用の机とロッカーが割り当てられます。大学図書館は蔵書が多いことで有名
ですが、オンラインの判例・文献データベースも非常に充実しています。
　８月にはLL.M.生を対象にした３週間の導入講座に出席しました。この講座では、アメリカの法制度の概要の他、
判例・文献データベースの使い方、判例の読み方、クライアントとの模擬面談等、実用的な内容を学びました。客員
研究員にも発言の機会が与えられ、課題の添削を受けることもできます。この講座で教わった判例の読み方やデータ
ベースの使い方は、すぐに研究に役立ちました。また、この時に知り合ったLL.M.生とは学期が始まってからも親し
くしています。
　授業は各学期２コースまで聴講することができます。私は秋学期には労働組合法と労働災害補償法、春学期には個
別労働関係法と雇用差別法を聴講しました。文献を読んでいるだけではよく理解できなかった内容が、授業で説明を
聴いてすっと分かることがありますし、テキストには載っていない背景事情を知ることもでき、とても面白いです。
聴講生なので発言を求められることはありませんが、少人数のクラスでは、教授から日本の法制度について尋ねられ
ることもあります。　
　平日の昼休みには、ほぼ毎日のように、裁判官、弁護士、教授等の講演会が開かれます。テーマは陪審制度、受刑
者の更生、女性弁護士のキャリア構築など多岐に渡り、視野を広げる機会になるので、できる限り出席しています。
　授業を聴講する以外には、文献や判例を読んだり、研究テーマに関連する他学部のワークショップに参加したりし
ています。指導担当教授も聴講中のクラスの教授もとても親切で、研究が進んでいるか声をかけていただいたり、文
献のコピーをいただいたりすることもあります。また、秋には雇用機会均等委員会（EEOC）のセミナーに参加しま
した。春にはアメリカ法曹協会労働部門の主催する会議に参加する予定です。
日常生活
　語学学校やロースクールの友人とホームパーティーをしたり、キャンパス内のスタジアムで行われる大学対抗フッ
トボールを見に行ったりするなど、各国出身の友人と積極的に交流しています。また、大学の留学生課のプログラム
を通じてホストファミリーの紹介を受け、サンクスギビングデーやクリス
マスにご自宅に招いていただいたり、一緒に地元のファーマーズマーケッ
トに行ったりして、アメリカの文化を体験しています。
さいごに
　LL.M.生のように試験に追われることなく研究に集中できるのは、客員
研究員だからこそです。本制度で客員研究員として留学し、本当に良かっ
たと思っています。留学を考えている方には、ぜひ本制度の利用を検討し
ていただければと思います。
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2012年度派遣
平尾潔さん

エセックス大学
人権センター
http://www.essex.ac.uk/hrc/
Univ. of Essex, Human Rights Centre

留学の契機
　2015年度にイギリスのエセックス大学に客員研
究員として留学をしました児玉洋子です。留学をする
以前は島根県の石西ひまわり基金法律事務所で勤務を
しておりました。私が留学をしようと思い立ったのに
は、二つ理由があります。まず一つ目ですが、高齢化
が進んでいる島根県では、成年後見に関する事件を多
く担当しました。その過程でいろいろな勉強会に参加
し、イギリスの意思決定能力法という法律を知りまし
た。この法律は、高齢者・障害者に対する社会モデル
という考え方を基礎として作られています。社会モデ
ルというのは、高齢者・障害者も社会の一員として、
他の人と同じように意思決定ができるようサポートを
するという考え方を基本としています。しかし、この
社会モデルの考え方は、日本ではまだまだ根付いてい
ないように感じられました。このような高齢者・障害
者に対する新しい考え方を学びたいと思ったのが一つ
目のきっかけです。したがって、留学先はイギリスを
選択しました。二つ目は、「百聞は一見に如かず」と
いう故事成語がありますが、やはり島根県での業務に
おいて、過疎地が抱える問題は、実際に現地で生活を
してみないと分からないと痛感したことが理由です。
海外でも、現地で生活をしながら、多くの経験を積み
たいと考えました。

大学での生活
　エセックス大学では、人権に関する授業の聴講及び
日本の成年後見制度と障害者権利条約に関する英語の
エッセイ執筆という二つを軸として研究を進めまし
た。また、その他にも、障害者の権利に関する会議や
勉強会への参加、イギリスの意思決定能力法の実務に
携わっておられるバリスターの方との面会といった機
会を通じて、法実務が抱える問題についても認識でき
たように思います。
　また、イギリスにおける研究を通じて感じたことが
何点かあります。まずは、自由権規約や社会権規約を
はじめとする国際人権法を尊重し、それに従った国内
法を整備しようとする強い意欲です。日本でも数多く
の人権に関連する条約を批准していますが、普段の法
律実務において、このような条約を意識することはほ
とんどなかったように思います。しかし、条約を意識
した法律の制定や運用は、今後日本が国際的な評価を
高めるためには必要不可欠です。次に、イギリスは、
世界中から様々なバックグラウンドを持つ人が集ま
り、多様な文化、宗教、価値観が混在しています。い
わば、地球全体の縮図的な一面も持ち合わせていま
す。このような社会において、一つの問題を、世界規

模で多面的により深く議論していくという姿勢がとて
も大切にされています。私自身も、教官や他のクラス
メートとの議論を通じて、日本にいる際には意識すら
しなかった多くの視点に気付かされましたし、異なる
考え方を持つ人々を説得させるにはどうすればよいの
かという議論の大切さをあらためて学びました。

異文化体験
　イギリスでの日常生活は、特に最初は、日本との違
いに戸惑うことがたくさんありました。日本と比べる
と何をするにしても時間がかかります。例えば、聞き
たいことがありオフィスに行くと、今日は担当者がい
ないのでメールで問い合わせをしてほしいと指示され
ます。そこで、メールをするのですが、待てども暮ら
せども返事が来ません。何度か催促をしてやっと返事
がくるのですが、私が聞きたかったこととは回答の内
容が微妙に違っていたりします。そして、再度メール
を送るのですが、やはり返事が来ません。このような
ことばかりです（笑）。このようにいろいろなことに
時間がかかる反面、交通機関のキャンセルや工事によ
る道路閉鎖などは、あまりに突然に起こります。この
ような異なる文化や考え方を身をもって体験し、とき
には戸惑うことも、留学の醍醐味であると考えます。

さいごに
　最後に、留学生活のもっとも素晴らしいところを述
べたいと思います。言うまでもありませんが、世界中
の人々との交友関係です。私の場合は、特にギリシャ
人とスペイン人のハウスメイト２人にとても助けられ
ました。いろいろなことを語り合ったり、料理を一緒
に作ったり、パブに飲みに行ったりという経験は、一
生の宝物です。留学が終わったあとも、お互いに連絡
を取り合っています。留学を少しでも考えておられる
皆さん、是非、日弁連の留学制度に応募することをお
勧めします！

2015年度派遣　
児玉洋子さん
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2012年度派遣
平尾潔さん

エセックス大学
人権センター
http://www.essex.ac.uk/hrc/
Univ. of Essex, Human Rights Centre

201７年度派遣　藤本圭子さん

はじめに
　2017年夏から、イギリスにおける女性に対する暴力根絶への取組およびジェンダーギャップ解消政策を研究テー
マに、エセックス大学人権センターへ留学しております。
　これまでDVやセクハラ、性暴力等女性の人権に関する事案にかかわることが多くあったことから、古くより人権
の概念が根付いているイギリスで、国際人権法の観点も含めて研究したいと考えました。イギリスで女性たちの運動
により選挙権が認められるようになってからちょうど100年となる記念すべき年に、女性の人権について研究する機
会を与えられたことは大変幸運であったと思います。
　なお、本稿執筆時、渡英後半年が経過したところです。
大学の環境
　エセックス大学は世界百数十か国からの留学生や指導者が集う、非常に国際色豊かな大学です。
　人権センターは世界で初めて創設され、国際人権法コースには各国から研究者、法律家、NGO関係者、国際機関の
職員等が最先端の国際人権法を学びにきています。教員には、人権条約機関の委員や国連の特別報告者、国際NGOの
法律顧問等の経歴を持つ方もおられ、卒業生は国際NGO、国際機関等で活躍しており、国際人権の分野では非常に強
いネットワークをもっています。
　客員研究員には、相部屋ではありますが研究室が割り当てられ、専用のパソコンやプリンターを使用することがで
きます。図書館やデータベースも自由に使うことができ、様々な文献をオンライン
で閲覧できます。また、法律分野専門の司書の方が図書館に常駐し、文献調査の方
法について個別にアドバイスしてくださいますし、必要な文献は申請すれば大学で
購入していただけます。
　大学構内には銀行、郵便局、診療所、保育園、美容院、書店、売店等があり、木
曜日にはマーケットが開かれ新鮮な野菜や魚、パンやチーズ等が売られています。
また、大学の施設は充実しており、私はスポーツセンターのジムをよく利用してい
ます。
　キャンパスは、広い公園の中にあり、敷地内でリスやカモの群れ等を見かけるこ
とができる、大変自然豊かな環境です。
研究生活
　私は８月中旬に渡英し、最初の１か月半は、大学の英語コースに通いました。10月からの学期がはじまると、客員
研究員は、各教科の担当教員の方の了解を得て、自分の興味のある講義を聴講することができます。私の場合は、家
族法、労働法、人権法、女性と国際人権法の講義を聴講しています。その他には、文献を調べたり、関心分野を専門
とされる教員の方と意見交換をしたり、NGOを訪問して実務のお話をうかがったりしています。また、人権センター
や法学部主催の様々なイベントが頻繁にあり、他大学の教授や国連関係者、NGOからゲストスピーカーを招いてほぼ
毎週セミナーを開催していて、興味のあるテーマに参加しています。これまで開催されたものだけでも、戦時下にお
ける女性に対する性暴力、男女の賃金格差、メンタルヘルス、デジタル倫理、武力紛争と法、国連平和維持活動、
ビッグデータと人権、LGBTQ、薬物犯罪等様々なテーマがあります。
　３月末に春学期が終了した後は、NGOのほか政府機関、法律実務家へのインタビューを実施したいと考えていま
す。また、３月下旬にニューヨークの国連本部であるCSW（国連女性の地位委員会）にも数日間ですが参加する予定
でいます。
日常生活
　エセックス大学のあるコルチェスターはロンドンから列車で１時間程度の北東に位置する自然豊かな土地です。人
口10万人ほどの小さな落ち着いた町で、治安もよく、安心して暮らすことができます。大学の近くには大型スーパー
や日本の食材を売っているアジア系の食料品店もあり、生活に困ることはありません。
　ロンドンへは日帰りができるので、ロンドンの大学や研究機関、NGO主催のセミナーに参加することも可能です
し、充実したミュージアムやミュージカルを楽しむこともできます。また、ヨーロッパ各国を気軽に訪問することが
できることも、イギリスの大学の利点かと思います。
　コルチェスターの気候は、夏は涼しく、冬はあまり雪も降らず気温も零下になることはほとんどありません。イギ
リス特有の曇りやにわか雨のこともありますが、今年は割と天気の良い日が多いようです。
　現地の人はのんびりしていて親切な方が多く、私は小学生の子どもを二人連れて
の渡英ですが、何かと親切にしていただき助かっています。
おわりに
　日本を離れ、また違った視点から自身が関心を持つ法律分野についてじっくりと
取り組むことは、大変貴重な経験だと思います。日々の事件の対応に追われること
なく、集中して非常に重要なインプットができたことは、私にとっては至福の時間
でした。また、留学生活を通じて様々な国の方々と出会えたことは一生の財産で
す。
　留学に当たり温かいご支援をいただきました皆様に、この場を借りて心より感謝
を申し上げます。

エセックス大学副総長からのメッセージ
"The University of Essex and the School of Law is a wonderful place to study and we look 
forward to welcoming you to our living and learning community. Essex is a very international 
university and we pride ourselves on being the World in one place. We put our students at 
the centre of everything we do and hope that you will enjoy the opportunities that being part 
of our global community brings in addition to the excellent education you will receive.”
Prof Anthony Forster, Vice Chancellor
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エセックス大学
ロースクール
http://www.essex.ac.uk/law/
Univ. of Essex, School of Law

　弁護士になってからずっと、LL.M.留学は私の夢で
した。人権の概念が古くから根付いているイギリスで、
国際人権法の観点から法律扶助を学びたいと願ってい
た私にとってエセックス大学のLL.M.国際人権法専攻
コースは、すべての希望を満たしてくれるまさに理想
的な留学先でした。授業に出席し、試験を受け、単位
を重ね、学位を取得することがLL.M.生の本分です。
そのため学期中は食事と睡眠を除いたほとんどの時間
を勉強に充て、まとまった自由な時間は残念ながらあ
まり持てませんでした。ハードな毎日でしたが、人権
の分野をライフワークとして真剣に捉え、国際的に活
躍したいという明確なキャリア意識をもって世界中の
国から集うクラスメイトと机を並べ、多角的な視座か
ら物事を深く学べる環境に身をおけたことはとても光
栄に感じています。

LL.M.留学の意義
　留学が決まってから、留学を志している会員の先生
方よりたくさんのお問い合わせを頂戴しています。な
かでも一番多く寄せられるのは「弁護士にとって
LL.M.留学はやはり有用なのか？」という質問です。
せっかく留学に興味を持っていても長期間職務を離れ
ることへの不安や、クライアントを手放さなければな
らない状況への罪悪感などマイナス要素ばかり先立っ
てしまいなかなか留学に踏み切れない心理的葛藤は、
留学を志す弁護士なら誰もが抱く至情なのではないで
しょうか。斯く言う私も、留学を目指してから実行に
うつすまでかなり悩み、５年の歳月を費やしてしまい
ました。すべての弁護士にLL.M.留学が有用であると
一概に申し上げることは大変難しいのですが、留学を
契機に有意義なキャリアを展開されている先輩弁護士
の英姿は、留学に対する意義を見いだす上で大きな指
標となりました。
　留学は、語学力の向上や、外国での暮らしを体験し
異文化適応能力を培うためだけの手段では決してない
と思います。国際機関等の第一線でご活躍されている
著名な教授に指導していただきながら、様々なバック
グラウンドを持つクラスメイトたちとそれぞれの自国
で問題となっている国際人権法上の課題について語り
合い、認識を共有できる喜び。ともに過ごす時間の中
で彼らの思考のベースになっている国籍や宗教、文化
や伝統など価値観の違いに触れ、また自らも発信して
いくことで劇的に広がる世界観。自分の知見がいかに
狭く偏っていたかを自覚し、独学の限界を知る強烈な
衝撃。そうしたかけがえのないひとつひとつの経験に
留学の重要な意義があり、たとえ目には見えなくても、
今後の人生で大きな糧になるものと私は信じています。

学校生活
　学校生活において大半の割合を占めるのが授業時間
と課題に取り組む時間でした。履修科目ごとに毎回

100～300ページ程の課題図書があり、徹底的に読
み込み授業に備えました。並行してグループワークも
頻繁に課されるため、空き時間や休日にはみんなで集
まりミーティングを設け、クラス発表に向けて準備を
すすめていきました。授業では傍観が許されず、自分
の意見や日本における見解について発言を求められる
機会が多いので、常に自分の立場を明確にしてクラス
へ臨む必要がありました。複数の課題をかかえ焦燥に
駆られる日々を送っていましたが、諸外国の判例や最
先端の解釈を体得できるチャンスに学べる喜びも感じ
ました。
　勉強がハードであればあるほど友人たちとの結びつ
きは日ましに強くなっていきました。授業から解放さ
れる金曜日の午後はクラスのみんなで街に繰り出し食
事をしたり、夜遅くまでビールを飲んではしゃいだり、
つかの間の息抜きを学生らしく楽しんでリフレッシュ
したりしていました。ここでの友人たちとの出会いは、
私の一生の財産になりました。気が付けばいつも彼ら
の存在に支えられ、苦しい時には幾度となく励まされ
てきました。エセックス大学に留学して彼らと同じ年
に学べたことを心から誇りに思っています。

さいごに
　日弁連海外ロースクール推薦留学制度にあたたかい
ご理解とご協力を賜りましたすべてのみなさまへ、お
礼申しあげます。研究は孤独な作業ゆえ、ともすれば
独り善がりに陥りがちです。研究に客観性とアカデ
ミックな根拠をもたせるうえでも、指導教官のもとで
自分の研究にアプローチできたことの意味合いは大き
く、私にとってLL.M.はベストな選択であったと自負
しています。エセックス大学で学んだ研究成果を持ち
帰り、日本の法律扶助を国際水準まで引き上げるべく
腐心していきたいと考えています。
　熱心でやさしい教授陣や、おもしろくて親切なクラ
スメイトとの出会いに恵まれ、刺激的で充実した留学
生活を享受できたことは、紙筆に尽くせぬ喜びです。
この感動をひとりでも多くの先生方に経験していただ
きたいと切に願っています。

2014年度派遣　
大野鉄平さん
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2015年度派遣　天野麻依子さんエセックス大学
ロースクール
http://www.essex.ac.uk/law/
Univ. of Essex, School of Law

はじめに
　弁護士登録（64期）から４年目の2015年に、日弁連留学制度によって、イギリス・エセックス大学国
際人権法LL.M.コースに留学させていただくことになりました。日本では、埼玉弁護士会に所属し、日弁連
国際交流委員会において、国際司法支援活動に取り組んでいます。
学業
　日弁連留学制度を利用する場合、本大学及びシンガポール国立大学のLL.M.コースのみが、学位取得を目
的とした“学生”としての留学になります。学生であるため、授業に参加して課題をこなすことが日々の最
優先課題となり、自身の研究（修士論文）に時間を割けるのは、夏学期終了以降となります。
　私が在籍した国際人権法コースでは、国際人権法概論、エッセイ２本と修士論文が必修科目であるほか、
数あるモジュール（講座）の中から６科目を選択して履修することが必要でした。授業のスタイルは先生に
よって大きく異なり、生徒からのプレゼン・グループワーク中心で進める授業もあれば、講義だけの授業、
各回にゲストスピーカーを招いてくださる授業など、様々です。期末試験の多くは、持ち帰り試験のため、
各ターム後の休暇で仕上げて、休暇後に提出します。日本の大学で一般的な時間制試験と異なり、時間と気
持ちにほんの少し余裕を持てるかもしれません。リサーチエッセイ（上記エッセイ２本のうちの１本）及び
修士論文の執筆においては、自身で選んだテーマに応じ、指導教官から直接指導をしていただけます。
課外活動
　授業以外にも、たくさんのセミナーやプロジェクト活動が、毎日のように行われています。たとえば毎週
火曜日には人権センター主催のランチタイムセミナーがあり、学内の先生はもちろん、学外から招いた著名
な研究者、NGOスタッフの方からお話を聞くことができます。人権センターだけではなく、他学部との共催
セミナーも多く、例えば私が在学した年には、EU領域内における難民政策、薬物犯罪へのアプローチ、マ
ススポーツイベント開催に伴う人権侵害、ビッグデータとテクノロジー、忘れられる権利、死ぬ権利など、
多種多様なセミナーが開かれていました。また、“修学旅行”があるのも、本大学国際人権法コースの一つ
の大きな魅力ではないでしょうか。例年、人権センター主催で、スイス・ジュネーブ（３月）とコソボ・プ
リシュティナ（６月）へのStudents tripが企画されており、希望者はどちらかに参加することができます。
人権分野では最先端の研究機関と評されるエセックス大学ならではのコネクションで、個人では入ることの
できない国連施設や人権関連機関への訪問、各担当官や現地専門家との懇談の場をアレンジしてもらえます。
日常生活
　エセックス大学では、在籍１年目の学生は、キャンパス内にある学生寮に入れることが保障されています
ので、LL.M.生は、期限までに申し込めば必ず入寮できます。寮は部屋のタイプにいくつかバリエーション
がありますので、きっと気に入る部屋が見つかると思います。キャンパスの近くには大型スーパーの
TESCOがあるほか、バスで10分ほどのタウンセンターがあり、生活に必要なものはほぼ何でも入手できま
す。また、毎週木曜日にはキャンパス内でマーケットが開かれ、新鮮な魚、野菜、チーズやケーキを買うこ
ともできます。
　キャンパスのあるコルチェスターからロンドンまでは、電車で１時間強のため、授業のない日には気軽に
出かけることができます。ロンドンでは、ローソサエティやチャタムハウス、ロンドン大学等の他大学主催
のセミナーなどが数多く開かれており、大変刺激的です。私は、セミナー参加や裁判傍聴などで、月に１回
程度ロンドンに行っていました、
　イギリス以外の各国へのアクセスですが、当然ながらロンドン・ヒースロー空港からであればたいていの
ところに行けるほか、キャンパスに一番近いスタンステッド空港には、LCCが就航しているので、格安で気
軽に欧州旅行ができるのが大きな利点です。私は、タームが始まる直前にフランス・ストラスブールを訪問
して欧州議会や欧州人権裁判所の見学をしたほか、休暇中にポーランド・クラクフのアウシュビッツ収容所
を訪問しました。小旅行は、良い気晴らしになる上、もちろん勉強の励みにもなります。
最後に
　仕事（事件の受任）の継続性が大切な弁護士にとって、それら
をすべて引き継いでもらい、１年間日本を離れるのは、容易でな
い選択だと思います。しかしながら、弁護士の活動範囲が日本だ
けにとどまらず海外での活躍の場も広がっている昨今、海外留学
は、新しいチャンスをつかむきっかけにもなるのではないでしょ
うか。LL.M.留学は、授業の予習と提出課題に追われるハードな
ものですが、授業やコースメイト、海外生活それ自体から多くの
ことを吸収できる、とても貴重な機会になります。留学を迷って
いらっしゃる会員の皆様には、ぜひ、日弁連制度を利用して、エ
セックス大学LL.M.コースで素晴らしい時間を過ごしていただけ
たら幸いです。

エセックス大学ロースクール長からのメッセージ
"Essex Law School at the University of Essex greatly values its links with Japan and its 
partnership with the Japan Federation of Bar Associations. We look forward to welcoming 
future participants on the Essex-JFBA exchange programme. They will discover that Essex 
Law School is a large internationally-focused law school, drawing academic staff, 
postgraduate and undergraduate students from around the globe: we are “the world of one 
place”. Our research strengths are in international human rights, public law, and commercial 
law. Participants in the exchange programme are welcome to join academics and 
postgraduate research students at regular meetings of these research clusters."
Prof Andrew Le Seur, Head of the School of Law
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シンガポール国立大学
http://law.nus.edu.sg/
National University of Singapore
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　シンガポール国立大学は、アジアで最も評価の高い大学の一つであり、東南アジア諸国、中国、欧米
やアフリカを含め100か国以上から留学生を迎え、アジアの視点を軸とした教育及び研究を行っていま
す。
　シンガポール国立大学には、一般的なLL.M.コースの他、以下のとおり特定分野を専攻するLL.M.コー
スが設けられています（※）

アジア法：南アジア、東南アジア、東アジアの法制度を学びます。
会社法及び金融法：銀行法、会社法、コーポレートファイナンス、金融サービス法、証券法、租税法等を

学びます。
知的財産法及びテクノロジー法：特許、商標、著作権等の伝統的な知的財産法の分野に加え、バイオ技

術法、テレコミュニケーション法、及び、インターネット法等を学びます。
国際仲裁及び紛争解決法：国際仲裁及び紛争解決法を国際公法及び国際私法の両面から学びます。仲裁

人による授業もあります。
国際法及び比較法：国際公法、国際私法、比較法を学びます。投資、通商、人権、環境等の様々な国際

法の他、アメリカ、EU、中国その他アジア諸国の法律も学べます。
海 事 法：海洋・海事に関する法律（例えば、船舶、海上保険、海上輸送、海洋政策等）を学びます。
国際ビジネス法：シンガポール国立大学、及び上海の華東政法大学（※※）において1学期ずつ国際ビジ

ネス法を受講するコースです。

※　専攻のLL.M.コースに入学した場合には一定科目以上を専攻科目から履修する必要があります。一般
のLL.M.コースの場合には、このような履修科目の制限はありませんが、専攻科目の履修登録につい
ては、専攻のLL.M.コースに劣後します。

※※華東政法大学は、中国の代表的な法学教育と法曹養成機関です。国際的な交換プログラムにも力を
入れており、毎年各国の政府のリーダー、判事、弁護士、教授などが同校を訪れています。

宮腰和朗さん　LL.M.コース卒業生

シンガポール国立大学のキャンパス
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シンガポール国立大学
http://law.nus.edu.sg/
National University of Singapore
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宮腰和朗さん　LL.M.コース卒業生

　私はシンガポール国立大学のLL.M.へ、2014年から2015年の間の１年間留学していました。まだシン
ガポールのLL.M.へ留学する日本の弁護士は少数ですが、最近ではアジアの他の国との取引案件ではシンガ
ポール法を準拠法とすることが多く、また、国際仲裁の紛争解決地としてシンガポールを選択することも増
えており、シンガポールの契約法、仲裁制度を学んでみたいと考えていたことと、シンガポール国立大学で
はアジア各国の法制度やASEANについてのクラスを提供していることに魅力を感じ、最終的にはシンガポー
ル国立大学への入学を決めました。アメリカとは異なり、LL.M.を卒業してもシンガポールの司法試験を受
験できる資格を得られる訳ではないので、もう１カ国の弁護士資格が欲しい、と考える方には不向きかもし
れませんが、他の国の法曹資格の取得にこだわりがなく、シンガポールを含めたアジアの法制度などを学び
たい方には最適なLL.M.だと思います。
シンガポール国立大学のLL.M.のシステム
　シンガポールのLL.M.の全体の人数は、国際ビジネス法専攻という上海の大学とのジョイントプログラム

（１学期をシンガポールで、もう１学期を上海で過ごすプログラム）の学生も含めて約100名で、通期をシ
ンガポールで過ごすいわゆる本科生は約50名程度です。インド、中国出身の学生で過半数を占め、その他
のアジア、ヨーロッパ、アメリカ等の国からも学生が集まっています。なお、本科のコースには、私のほか、
日本人の弁護士の留学生が他に１名おりました。次の年には日本人の留学生が３名いたようで、ここ数年、
日本人の留学生も少しずつ増えているようです。
　本科のコースは、専攻コース（例えばアジア法専攻や知的財産法、海事法など）と、専攻なしのコースに
分かれています。私は、シンガポールの法制度を学びつつ、仲裁、アジア諸国の法制度等を学びたいと考え
ていたので、専攻なしのコースを選択しました。ただし、それぞれの専攻コースが指定する科目については
その専攻コースの学生の受講が優先されるため、定員が専攻コースの学生で埋まってしまうと、専攻なしの
コースの学生はその科目が受講できない可能性があります。したがって、一定の分野を集中して学びたい方
は専攻コースを選択することをお勧めします。他方、専攻コースは一定の単位を指定された科目から取得し
なければならないので、他の科目が取得しにくくなるというデメリットもあるので、入学を検討されている
方は、どのような授業を受講したいかを入学前に考えてコースを選択することをお勧めします。
授業の内容
　次は、授業について触れたいと思います。コモン・ロー以外の国で法律を学んだ学生は、シンガポールの
法制度の授業の履修が基礎科目として必須となっています。この授業の中では、シンガポールの法制史や裁
判制度に加え、契約法についても学びます。シンガポールはコモンウェルスのコモン・ローの法体系の国な
ので、「シンガポールの契約法の授業」といっても、学ぶ判例の７割から８割はイギリスやオーストラリア
の判例ですし、シンガポールの契約に関連する法律もイギリスやオーストラリアの法律とかなり似ています
ので、コモンウェルスのコモン・ロー体系の基礎を学びつつ、シンガポール契約法の特殊性も学ぶことがで
きます。
　また、国際商事仲裁のクラスは、現在も仲裁人としての実務を行っている教授が、シンガポールの仲裁法
や裁判例、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）、国際商業会議所（ICC）の規則を参照しながら、仲裁
制度を教えるクラスで、仲裁の学術的な論点から実務的な観点まで学べる非常に有意義なクラスでした。特
にシンガポールでは、ここ10年くらいで、仲裁判断の有効性や執行に関する判例の変遷や集積があり、ま
た、仲裁制度を利用しやすくするように法改正が幾度か行われており、シンガポールが仲裁に友好的な制度
を築いていく過程がわかるのも面白さの一つでした。
　その他、ASEANの法政策のクラスや、アジア各国の法制度のクラスなど、アジア法を始めとする色々な
分野の授業が提供されているので、カリキュラムが
充実しているのも魅力の一つだと思います。
シンガポールの生活
　生活環境に関しては、治安も良いですし、日本の
製品を取り扱っているスーパーマーケットや日本の
チェーンレストランも多く、生活に不便を感じるこ
とは特にはないかと思います。また、ロースクール
のキャンパスは、世界遺産に登録された植物園の隣
に位置しており、落ち着いた環境で、研究に集中す
るには良い場所ですし、中心地からもそれほど離れ
ていないので、環境には非常に恵まれているかと思
います。
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イリノイ大学
アーバナ・シャンペーン校

問い合わせ先
　日本 弁 護 士 連 合 会 企 画 部 国 際 課

　TEL : 03-3580-9741
　E-MAIL : international@nichibenren.or.jp

近年の派遣実績・研究テーマ
2003
年度

NYU
「アメリカにおける環境法制度の研究」等
NYU
「弁護士活動に活かす国際人権法規―児童の権利条約を中
心に―」
UCB
「司法への市民参加、法廷弁護技術と事実認定者の意思決
定」

2004
年度

NYU
「アメリカの陪審制度下での刑事司法制度／国際人権法」
UCB
「刑事・少年司法改革、家族病理と法、公益弁護活動、国
際発展と法」

2005
年度

NYU
「アメリカ移民法、及び、移民保護のために法律家・NGO
が果たす役割」
UCB
「アメリカにおける組織犯罪対策・企業コンプライアンス」

2006
年度

NYU
「女性の人権に関するアメリカにおける法的取組一般の調
査」
UCB
「アメリカにおける公的弁護制度の現状と課題～司法サー
ビス偏在解消を中心に～」

2007
年度

NYU
「外国人・マイノリティの子どもの学習権保障の日米比較」
UCB
「取り調べの可視化を中心とする刑事弁護」

2008
年度

NYU
「ヨーロッパ人権条約における人権と民主主義の関係、
ロークリニックの意義及び日本への導入可能性について」
UCB
「情報公開制度及びプライバシー」

2009
年度

NYU
「アメリカにおける児童虐待防止に関する法制度」
UCB
「犯罪被害者支援のために弁護士が果たすべき役割」
イリノイ
「リーガル・クリニック、公設事務所を通じた司法アクセ
ス」

2010
年度

NYU
「企業内弁護士によるプロボノ活動のあり方」
UCB
「非行少年の処遇と更生のあり方」
イリノイ
「地球環境温暖化対策立法、諸制度について」

2011
年度

NYU
「インターネットにおける消費者被害や不法行為の救済を
目的とする各種制度」
UCB
「医療における子どもの人権」
イリノイ
「アメリカにおけるハーグ条約実施に伴う法整備と現在の
課題」等

2012
年度

NYU
「捜査・公判の各段階で、誤判防止のためになしうる刑事
弁護活動について」
UCB
「アメリカの証人保護制度における組織犯罪の根絶の手法」
イリノイ
「個人債権者の再生のための機能に焦点を当てた、アメリ
カ合衆国と日本の破産法の比較研究」
エセックス（客員）
「欧州主要各国における国連子どもの権利条約の国内での
実効性確保の手段とその成果」
エセックス（LL.M.）
「日本の原発訴訟と国際人権法」

2013
年度

NYU
「米国における軍事裁判のシステムと実務、軍事基地及び
軍事活動に対する法的規制」
UCB
「米国退去強制手続における事実認定適正化のための諸制度」
イリノイ
「離婚紛争中・離婚後の親子間の面会交流、及びこれに関
連する諸問題」
エセックス（客員）
「外国人に対する刑事手続」

2014
年度

NYU
「日米製造物責任法の比較、特に欠陥立証のあり方」
UCB
「アメリカにおける生物多様性保全の実情、とくに生物多
様性オフセットの実効性と法的枠組みの研究及び日本へ
の導入可能性の検討」
UCB
「ジェンダー平等の実現に向けた米国の労働法政策と市民
参加の研究」
イリノイ
「消費者の権利の国際的保護」
エセックス（客員）
「成年後見制度から意思決定支援制度へのパラダイムシフ
トの実現可能性　─英国MCA及び南豪州SDMの実務か
ら学ぶ─」
エセックス（LL.M.）
「国際人権法から見た被収容者の裁判を受ける権利について
～刑事収容施設におけるリーガルエイドの問題点と考察～」

2015
年度

NYU
「テロとアメリカ―アメリカのテロ対策とその監視体制―」
UCB
「アメリカにおける障害者差別解消法制の研究」
UCB
「最善の死刑事件弁護（理論と実践）、死刑廃止のための
効果的な戦略」
イリノイ
「国境を越える親子関係の現状と課題等」
エセックス（客員）
「障害者権利条約と成年後見制度について」
エセックス（LL.M.）
「ビジネスと人権　企業活動に伴う人権侵害とその予防及
び救済制度について」

2016
年度

NYU
「労働及び刑事司法の分野におけるセクシャルマイノリ
ティ（LGBT）の権利擁護のための法的・社会的システム
の在り方について」
UCB
「日米間の刑務所内の被収容者の処遇に関する比較研究、
特に死刑確定者及び終身刑等の長期受刑者について」
UCB
１．「刑事訴訟法改正により導入されつつある取調べの可
視化及び協議合意制度のアメリカにおける刑事弁護実務
の分析」
２．「アメリカの陪審制度における弁護技術」
イリノイ
「日本と米国のステルスマーケティングに関する広告規制
の比較」

2017
年度

NYU
「アメリカにおけるヘイトスピーチ及びヘイトクライムに
対処するための法制度及びその具体的運用」
UCB
「行政庁からの情報開示と行政訴訟におけるディスカバ
リ」
イリノイ
「妊娠中の労働者に対する法的保護」
エセックス（客員）
「英国における女性に対する暴力根絶への取組及びジェン
ダーギャップ解消政策」

あなたも是非この制度を利用して、留学の夢を実現させてみませんか？
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