ロースクール推薦留学制度
弁護士の公益活動は、年々国際化しています。国内的課題

ます。公益活動には、子ども・高齢者・障がい者の権利、男

に取り組むにあたっても国際的視点や基準の活用が不可欠な

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、

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

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

ます。

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、

そのような公益活動に取り組み、あるいはこれから取り組
もうとしている会員の皆様の中には、海外に留学し、研究を

過去に派遣された会員の研究テーマも次表のように多岐にわ
たっています。

深めたいとの夢や希望を抱いている方もいらっしゃると思い

日弁連のロースクール推薦留学制度
日弁連は1997年にニューヨーク大学、1999年にカリフォルニ

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。

ア大学バークレー校、2007年にイリノイ大学、2011年にエセッ

LLMの場合、自らの研究の傍ら、ロースクールの単位を取得する

クス大学との間で協定を結び、日弁連が推薦する弁護士をビジティ

ことにより法学修士号を取得することができます。

ングスカラー（客員研究員）またはロースクール（LLM）の学生

（注）現在、LLMでの受け入れはエセックス大学ロースクールのみ

として受け入れる制度を発足させました。客員研究員の場合、単位

です。他の大学はいずれも客員研究員としての受け入れのみとなり

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、

ます。

図書館等の大学施設を利用することができ、法曹実務家やNGOに

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、

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

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

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

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

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・

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

弁護士会への継続的な留学成果の還元が求められています。

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

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支給します。

近年の派遣実績・研究テーマ※敬称略
2000
年度

2001
年度

NYU 牛島聡美
「アメリカの環境犯罪と罰則、及び法的規制」等
UBC 設楽あづさ
「アメリカの刑事司法手続き，少年司法手続き」等

2012
年度

UCB 中村剛
「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」

NYU 三木俊博
「アメリカ法実務における消費者保護と投資者保護及び公
益弁護活動の実際」

イリノイ 池条有朋
「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」

UCB 本田正幸
「発展途上国への法整備支援，アメリカにおけるリーガ
ル・クリニックの形態・実践」

2002
年度

2003
年度

エセックス（LLM） 北川靖之
「日本の原発訴訟と国際人権法」

NYU 三木俊博
期間延長 上記テーマ研究の継続
NYU 永井光弘
「アメリカにおける環境法制度の研究」等
NYU 木田秋津
「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―」

エセックス（客員） 平尾潔
「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」

2013
年度

年度

2005
年度

イリノイ 田村淑
「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」

NYU 伊藤和子
「アメリカの陪審制度下での刑事司法制度／国際人権法」
UCB 池永知樹
「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」
NYU 北村聡子
「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」

エセックス（客員） 浦城知子
「外国人に対する刑事手続」

2014
年度

UCB 井川真由美
「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 佐熊真紀子
「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」

年度

2008
年度

2009
年度

イリノイ 藤井靖志
「リーガル・クリニック、公設事務所を通じた司法アクセ
ス」

年度

NYU 梅田康宏
「企業内弁護士によるプロボノ活動のあり方」
UCB 中島千絵美
「非行少年の処遇と更生のあり方」
イリノイ 佐藤光子
「地球環境温暖化対策立法、諸制度について」

2011
年度

エセックス（客員） 水島俊彦
「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─」

NYU 稲森幸一
「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 小林陽子
「犯罪被害者支援のために弁護士が果たすべき役割」

2010

エセックス（LLM） 大野鉄平
「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～」

UCB 湯原裕子
「取り調べの可視化を中心とする刑事弁護」

NYU 小原路絵
「アメリカにおける児童虐待防止に関する法制度」

UCB 若井英樹
「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」

イリノイ 鈴木敦士
「消費者の権利の国際的保護」

NYU 師岡康子
「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 牧田潤一朗
「情報公開制度及びプライバシー」

NYU 伊藤崇
「日米製造物責任法の比較、特に欠陥立証のあり方」

UCB 板倉由実
「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」

UCB 松本三加
「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

NYU 松崎暁史
「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 金秀玄
「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」

UCB 河津博史
「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

NYU 大橋君平
「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」

2015
年度

NYU 井桁大介
「テロとアメリカ―アメリカのテロ対策とその監視体制
―」
UCB 得重貴史
「アメリカにおける障害者差別解消法制の研究」
UCB 西田理英
「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 渡邊享子
「国境を越える親子関係の現状と課題等」
エセックス（LLM） 天野麻依子
「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」
エセックス（客員） 児玉洋子
「障害者権利条約と成年後見制度について」

NYU 篠島正幸
「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 國本依伸
「医療における子どもの人権」
イリノイ 竹内千春
「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

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？

募 集 要 項
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。
・人権活動、公益活動を継続的に行っており、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活動について留学先で紹介し、交流を深める意欲のあること。
・研究開始までに研究に足る英語力を準備すること（LLM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あり。）。
２．募集人員

各大学１～２名

３．応募方法
・詳細は、応募する年度の募集要項で確認のこと。
・募集要項の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で公表しています。

ニューヨーク大学ロースクール（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。
※2016年４月現在。変更の可能性がありますので、ご留意ください。

○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
LLM等資格の取得は不可）。学内施設利用可。個別の研究机が与えられる可能性あり。

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9,500ドル※）
、滞在費・渡航費は自己負担。
※2016年４月現在。変更の可能性がありますので、ご留意ください。

○待遇
UCBロースクールの“Sho Sato Program in Japanese and U.S. Law”に在籍し、必要な講義・セミ
ナーの受講可（単位やLLM等資格の取得は不可）
。学内施設利用可。個別の研究机が与えられる可能性あり。

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。
※2016年４月現在。変更の可能性がありますので、ご留意ください。

○待遇
UIUCに在籍し、必要な講義・セミナーの聴講可（単位やLLM等資格の取得は不可）
。学内施設利用可。

エセックス大学ロースクール・人権センター
○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、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
LLMの場合：授業料13,500ポンド（※）、滞在費・渡航費は自己負担。
客員研究員の場合：客員研究員費用5,000ポンド（※）
、滞在費・渡航費は自己負担。
※2016年４月現在。変更の可能性がありますので、ご留意ください。

○待遇
LLMの場合：エセックス大学ロースクール（国際人権法コース、国際人権・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、LLMを取得することが可能。学内施設利用可。
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LLM等
の取得は不可）。学内施設利用可。個別の研究机が与えられる可能性あり。

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

law.
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US-Asia Law Institute
NYUのUS-Asia Law Instituteはアジア法の研究のた
めに設立された組織であり、その一環として、毎年10数
名のアジアからの研究員を受け入れています。日弁連推
薦の客員研究員は同Instituteに在籍して活動する体裁と
なります。
US-Asia Law Instituteはロースクールと向かい合わ
せのWilf Hall という建物に研究空間を確保しており、客
員研究員にもキュービクルが貸与されます。近年は２名
でシェアという状況であり、各自でパートナーと話し
合って使用方法を決めています。キュービクルにはデス
クトップPCとロッカーがあるほか、フロアで共用の電子
レンジと飲料水があり、昼飯時には重宝します。
客員研究員としては、許可を受けて希望する授業を聴
講することが可能です。また、Instituteとしては、基本
的にゲストスピーカーの話を聞くという形式で週一回程
度の頻度でランチミーティングがあります。トピックの
ほとんどは中国法ですが、中国との比較対象として日本
の状況への関心も維持されているようです。基本的に
Instituteから研究内容を指定されることはなく、何をし
ても構わないのですが、１月～４月にかけて各客員研究
員が自分の研究分野を発表する機会があり、これは権利
かつ義務となっています。私も”Unsolved problem in
product liability”という題でプレゼンテーションを行
いました。

研究生活
秋セメスターには民事訴訟法、不法行為法の授業を聴
講し、冬セメスターには製造物責任法の授業を聴講しま
した。このうち不法行為法は３年制カリキュラム（JD）
の１年目に割り当てられる基本科目であり、通常の留学
生（LLM）のカリキュラムには入っていません。また、
製造物責任法の授業に至っては、現行リステイトメント
を起草した著名教授の教えを請うべく他大学での授業聴
講です。
更には、授業聴講の合い間を縫ってAmerican Bar
Associationの関連セクションの会議に出席するため
にカリフォルニア、コロラド、アリゾナなど全米各地に
出かけましたが、これも通常のLLMコースでは到底不
可能な日程です。
自分で研究計画を立ててよいという客員研究員の立場
に心から感謝しています。

生活環境
私は就学年齢の子の学区や家賃事情等を考慮して、マ

ンハッタンの喧騒とは無縁の郊外に家を借り、大学まで
は電車で50分＋自転車で20分かけての通学でした。
大きな家の立ち並ぶ閑静な住宅街は、四季折々の街路
樹の色も美しく、リスやカモ、ときにはシカまでもがの
どかに散歩しています。ハロウィンやクリスマスには辺
り一帯がイルミネーションで彩られ、サンクスギビング
やイースターには家族団らんの声が聞こえてきて、その
ような行事が本当に大切にされているのが伝わってきま
す。車が必須の住環境ではありますが、慣れればドライ
ブも心地よく、２時間でフィラデルフィア、３時間でボ
ストン、５時間でワシントンDC、７時間でナイアガラ
まで行くことができます。
ニューヨーク留学というと煌びやかな都会生活を連想
する方が多いと思いますが、このような素晴らしい郊外
生活もあります。

滞在費用等
正直なところ、家賃も物価も高いです。ラフな印象と
しては、東京の1.5～２倍くらいでしょうか。客員研究
員は寮が利用できないのが痛いところであり、特に家族
連れの場合には節約の余地も乏しく厳しいものがありま
すが、致し方ないところです。もっとも、私は奇跡的に
素晴らしい大家さんと出会って問題の大半が解決しまし
た。人生、意外とそんなものかもしれません。

留学という選択肢について
このように、留学の金銭的負担はそれなりに重いので
すが、少なくとも私の研究分野（製造物責任法）につい
ては、アメリカ発祥の法分野であることもあり、日本と
は比較にならない質量の資料にアクセスすることができ
ました。積年の疑問が論旨明快に解き明かされていく様
は感動的であり、来てよかったと心の底から思えます。
関心のある研究分野がアメリカで深められると思える
のであれば、かかった費用に見合うだけのものを手に入
れてやるのだという意気込みで、挑戦してみてはいかが
でしょうか。

2015年度派遣

井桁大介さん

はじめに
2010年10月、警察の内部資料がインターネットに流出し、警察が国内
の全てのムスリムをムスリムであることのみを理由として捜査対象として
詳細な個人情報を収集していることが明らかになりました。私はこの事件についてムスリムらの代理人の一
人として2011年４月に国家賠償訴訟を提起しましたが、一審・控訴審とも捜査の違法性は認められません
でした（現在上告中）
。この事件での代理人としての活動を通して、アメリカ政府をはじめとする各国のテ
ロ対策の実情を研究し、
「政府の市民に対する監視活動を監督する方法」についてより深く学びたいと考え
本留学制度に申し込み、2015年夏からニューヨーク大学（NYU）で研究をしています。
研究生活
９月から12月の秋学期には、証拠法と刑事手続法（日本国憲法第34条と第35条に類似する分野）の授
業を聴講しました。いずれの教授も50人から100人程度の大教室でしたが、ソクラテスメソッドを用いて
学生と議論を交わすスタイルでした。授業はそれぞれ週に２日で、各授業までに40ページ前後の判例や論
考が予習課題として指定されます。必要最小限の箇所だけを抜粋してテキストとしていたり、有名な映画や
ドラマから取り扱う論点と関連する箇所を上映したりと、学習効果を高めるために各教授が授業準備を工夫
している様子が感じられました。
１月以降の春学期には、National Security LawとIntelligence Gatheringという２つの授業を履修し
ています。いずれも20人程度のセミナー形式です。予習課題として、判例、論文、新聞記事など１授業あ
たり100ページから200ページほどが指定されます。アメリカ政府のテロ対策権限が発展して行く歴史や、
その権限を監督する枠組などを学んでいます。いずれの授業も各回ごとにテーマが的確に分類され、必要最
小限の参考文献を整理してくれるため、自分の研究にとって大変有益であり、この２つの授業だけを受けに
来ても良かったと思えるほどです。
また、ニューヨーク市警が行っていたムスリムに対する監視捜査に対して訴訟を提起していた２つのNGO
（Center for Constitutional RightsとACLU）へもヒアリングに伺い、大変有益な情報を得ることができ
ま し た。 ま たNYUに はBrennan Center for Justiceと い う 付 属 の 研 究 機 関 が あ り、 そ のNational
Security部門の責任者にも最新の実情を伺うことができました。そのほか、国連の会議や地元の刑事公設事
務所を訪れる機会にも恵まれました。多くの一流の研究者や実務家に容易にアクセスできることは、ニュー
ヨークで研究する大きなメリットだと感じています。
日弁連から派遣される研究員はUS-Law Asia Instituteという研究機関に所属します。２、３名での共有
となりますがパソコンやキャレルも割り当てられます。２月から４月に各研究員が研究内容をプレゼンする
機会が割り当てられ、これが事実上唯一の正規の活動となります。私は４月上旬に「日本のインテリジェン
ス活動とその監督の仕組み」について報告をする予定です。
所属先でほぼ毎週企画されるランチ会にもできる限り参加しています。長年アジア研究に携わっている所
長のJerome Cohen教授が、主に中国、台湾、香港の研究者や実務家を招き、ユーモア交じりでゲストス
ピーカーの生い立ちから研究テーマについてインタビューするというもので、テレビのトーク番組を間近で
見ているような面白さがあります。
日々の生活
妻と生後８ヶ月の子どもと生活を始めましたが、大きな不自由なく過ごしています。常識的な生活をして
いる限り治安もほとんど気になりません。私はマンハッタンに住んでいますが、すぐ近くに公園やスーパー
もありますし、日本食材店もあります。交通網（地下鉄・バス）が発展しているので、どこに行くにもそれ
ほど苦労しません（エレベーターが少ないのでベビーカーでの移動は少し大変ですが。）。アメフトや野球は
家族で観戦できますし、ミュージカルやオペラ、ジャズバーなども友人と楽しんでいます。
他方、ここ数年の円安の影響もあり物価はかなり堪えます。家賃もレストランも東京の1.5倍から２倍と
いう印象です。服とビールと牛肉とおいしいコーヒーはこちらのほうが安いかもしれません。
最後に
Visiting Scholarは、LLMと異なり単位やニューヨーク州司法試験受
験資格を得ることはできませんが、その分比較的自由に授業を聴講する
ことができるため、自分の研究に落ち着いて取り組むことができます。
それまでの実務経験と向き合う時間として、また少しニッチな自分の関
心領域のインプットに注力する時間として大変重宝しており、自分のキャ
リアにとってVisiting Scholarという選択は正解だったと感じています。

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

大学について
カリフォルニア大学バークレー校は、世界の公立大学
の中でもトップの大学と言われており、ノーベル賞受賞
者を多く輩出しています。カリフォルニア州立の大学で
は最も古く設立されたため通称「Cal」と呼ばれています。
ロースクールにはLLM生が290名、ヴィジティング・
スカラー（以下「研究員」といいます。
）は50名ほど在
籍しております。バークレーという街自体が多様性に富
んでいることの影響を受けてか、人権系の授業が充実し
ています。その一方で、
サンノゼにある私立スタンフォー
ド大学と知的財産分野で連携し、切磋琢磨しています。

生活環境について
バークレーという街は、サンフランシスコから東に電
車で30分ほど、サンノゼからは北に車で１時間ほどの
ところに位置する学生街です。北に一時間ほど行くとカ
リフォルニアワインで有名なナパバレーがあります。ま
た近くにオークランドがあり、そこを本拠とするプロバ
スケットボール（NBA）やメジャーリーグ（MLB）の
チ ー ム が あ り ます。大学スポーツも盛んで、 ス タ ン
フォード大学とのアメリカンフットボールの対決の際に
はバークレーの街中が盛り上がります。
住む場所さえ間違わなければ治安の心配もなく、また
ゆっくりと過ごすことができます。家族連れの方には
UCヴィレッジという家族連れの学生向けの団地があ
り、休日にはそこでバーベキューをしたり団地の中庭で
子供たちを遊ばせたりできます。私は単身のため大学近
くの一戸建てを他学生とシェアして居住していました
が、そこで世界各国から来た学生と触れ合うことができ
ました。
食事も日本食のレストランや日本の食材を取り扱う
スーパーがあり、困ることはありません。

大学の環境について
図書館に自由に出入りできます。研究員は別途自習机
が並んでいる専用の部屋も使用することができます。
ロースクールにはカフェもあります。また、大学構外に
も多くのカフェがあります。
講義は聴講で、教授の許可があれば出席できます。研
究員には個別に大学用のメールアカウントが与えられる
ので、メールで聴講の許可を求めることもできます。な
お、聴講だとしても授業によっては教授から指名される
こともありますし、グループワークに参加することもあ
ります。また「ｂ-Course」という自身のポータルサイ
トを使用することができ、聴講した授業で使用された資
料をみたり、提出課題を出したりすることができます。
教授や海外の学生とも親交を深めることができ、また
様々な分野の日本人学生とも親交を深めることができま
す。特に理系の研究者の方のお話などはとても興味深い
ものがあります。バークレーだけでなく、サンフランシ
スコにあるUCヘイスティングスや、サンノゼのスタン
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フォード大学の学生とも交流ができます。

自身の大学内での研究活動について
日本では平成28年４月からいわゆる障害者差別解消
法が施行されますが、そこでは「合理的配慮」という
タームがキーワードとなります。アメリカでは40年ほ
ど前から障がい者に対して「合理的配慮」を行うという
法律が存在し、発展してきました。この法律が策定され
るに至ったのはバークレーの障がい者運動によるところ
が大きく、障がい者にとってバークレーは今もなお権利
主張の発信地として機能しています。日本の障害者差別
解消法がどのように施行されていくべきかをみるには、
バークレーは格好の街です。
大学の授業の聴講は１学期あたり２、３コマでした。
秋学期はロースクールで障害法の授業がなかったた
め、学部の障害学の授業を聴講しました。そのほか、
ロースクールではLegal Research & Writingや、刑
事訴訟法の授業を聴講しました。
春学期は、障害法の授業、スポーツ法、またHaasと
いうビジネススクールで非営利団体のファンディングに
ついての授業を聴講しました。
そのほか、大学では様々なイベントがあり、興味のあ
るものには参加していました。

課外の活動について
秋学期は訪問をする機会が多かったです。障害者法専
門の法律事務所DRA（Disability Rights Advocacy）
、
DRC（Disability Rights California）のオークランド
事務所、DREDF（Disability Rights Education and
Defense Fund）を訪問し、またサンディエゴの障害者
法全米カンファレンスへの出席や、障害法を専門にして
いる教授などとも個別に会うなど活動的に動きました。
春学期は政府系の障害者法の情報提供機関である
Pacific ADA Centerで２か月間ほどのインターンを行
いました。
研究員は試験や課題提出義務がない分、LLM生より
も自由に動けるので様々な活動をすることができます。

終わりに
多様な人と会い、多様な価値観に触れることができ、
非常に貴重な経験を得ております。弁護士４年目とな
る創成の時期に１
年間日本を離れる
ことには迷いもあ
りましたが、今で
はこの機会をくだ
さった日本弁護士
連合会に感謝して
お り ま す。 皆 様
も、ぜひご検討く
ださい。
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西田理英さん

はじめに
カリフォルニア大学バークレー校にて、死刑廃止のための効果的な戦略をテー
マに客員研究員をしています。
留学のきっかけは、死刑廃止検討委員会でのアメリカ各州への視察を通し、アメリカには、昨今、イリノ
イ州やコネチカット州などが現に死刑廃止を達成するなど、死刑をめぐるダイナミックな動きがあることを
知ったことでした。このような動きを生む背景を、現地に身を置いて探ってみたいと思ったのです。
カリフォルニア大学バークレー校を留学先に選んだのは、同州が、米国で最多の死刑囚を抱える一方で、
2012年に死刑廃止法案が州民投票にかけられ、52対48の僅差で否決されるなどした死刑廃止の主戦場で
あったことに加え、バークレー校には死刑制度ゼミという死刑制度に特化したゼミがあったからです。
研究生活
客員研究員としての学びの中心はロースクールの授業の聴講です。授業の担当教授に許可をとることで、
聴講が可能となります。私も研究テーマに特に即したものとして、通年の死刑制度ゼミを聴講させてもらえ
ることになりました。
このゼミは、死刑事件クリニックという現実の死刑事件の弁護活動を経験することができる科目を履修す
る学生の必修の通年ゼミで、死刑弁護を専門に扱ってきた実務家教員３名と20名程度の学生で構成されて
います。残念ながら、死刑事件クリニックは、正規のJD学生（３年コースの学生）しか参加できないとのこ
とでしたが、死刑弁護に長年携わってきた実務家教員と意欲的な学生の方々の死刑制度ゼミに参加できるこ
とは、期待していた以上に素晴らしいことでした。
毎回のゼミでは、毎回100ページ程度の事前リーディングの課題を与えられ、それを基にゼミのメンバー
全員で議論する参加型の形態がとられています。特筆すべきは、死刑に関する判例等の理解を深めるレク
チャーを受けられるのに加え、しばしば弁護人以外の専門家をゲストスピーカーに招いて死刑事件を扱うに
当たって必要な見聞を広げる機会を与えられる点です。例えば、ある回では、医学博士と共に、精神疾患と
薬物依存の関係について議論しました。また、別の回では、減軽専門家（心理学博士）と共に、実際に死刑
の求刑を受けた被告人の面接時のビデオを見て、精神疾患等の徴候を読み取ることができるのかを検討しま
した。さらに、陪審の選択の専門家と共にどの陪審が被告人にとって有利な判断をするか否かをどのように
予測・分析すればよいのかを議論したこともありました。これらを通して、法律家として死刑事件に当たる
上で必要な法的知識を得るともに、弁護活動に、法律以外の各種専門家の助けが必要不可欠であることを体
感することができました。学生たちは自分達の受け持ち事件に、ゼミでの学びを少しでも生かすべく、毎回、
積極的に議論しています。また、アメリカの学生と授業後に日本の実情を交えて話してみてもお互いに新た
な発見があります。
この他にも、バークレーは修復司法ゼミや、刑務所の過剰収容に関するゼミなど刑事司法制度に関する授
業が充実している上、各分野に関わる自主的な学生団体も多く見られ、昼にはほぼ毎日と言っていいほど何
かしらセミナーが開かれています。このようにバークレーは、学ぶ機会にあふれており、むしろ取捨選択に
苦労するほどです。
日常生活について
バークレーは、気候もよく、アジア系のスーパーやレストランもあり、観光都市でもあるサンフランシス
コにも電車に乗れば40分ほどで出られるという非常に生活しやすい街です。一つだけ難点があるとすれば、
ここ数年で家賃が急上昇しており、最近の円安も相まって住居費が想像以上にかかるという点です。そのた
め、特に単身で来た学生や客員研究員の中には、他の人と家や部屋をシェアして共同で生活している人が多
くいます。私も今、世界各国から集まった９名の男女とシェアハウスで生活しています。当初、戸惑いもあ
りましたが、ハロウィーンなどに皆でパーティーを開催するなど、ちょっとした家族のようになり、慣れて
しまえば面白いものです。こうした日本ではあり得ない経験ができたというのも、予想外の収穫です。
まとめ
私は弁護士になるずっと前から、若いうちに必ず一度、日本の外に出て、世界を見て、自分の枠を広げて
みたいと思っていました。そのきっかけとなってくれたのがこの制度でした。法律家としては、死刑制度と
いう一つの切り口をとっても、同じ合衆国憲法の下、何通りもの刑事司法制度の設計があり、しかもそれが
非常にダイナミックに変化していることを学べていることは、大きな収穫です。また、変化の歴史に触れる
中で、既存の法制度は常に人々の検証と変革の可能性の下
にあるということ、その検証と変革に当たって弁護士が果
たせる役割は大きいということもとてもよく分かりまし
た。加えて、バークレーに来て、国籍、専門分野が異なる
多くの人達と出会えたことも、私にとって貴重な財産とな
りそうです。死刑弁護ゼミでの各専門家のレクチャーはも
ちろんですが、それ以外にも大学生活を通して知り合った
物理学、生物学、工学といった他分野の専門家たちが日々
の交流の中で教えてくれた事柄は私が考えてもみないこと
ばかりでした。彼らのもつ異なる眼鏡で物事を見ると社会
はまた違った側面を呈し、翻って自分の分野について気が
付かされることも多くありました。まだ留学生活は終わっ
ていませんが、今回の学びと様々な人との出会いは、自分
にとって一生の糧になることを確信しています。

イリノイ大学
アーバナ・シャンペーン校
Univ. of Illinois College of Law
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留学準備
英語が不得意であったので、６月に渡米し、イリノ
イ大学のIEI（Intensive English Institute）の夏季
コースを受けました。このコースは有料ですが、英語
学習の上でも、米国の大学に慣れるという意味でも有
益であったと思います。

ロースクールでの生活
８月上旬から、LLMの学生向けの導入講座があり、
これは米国の判例を読むうえでの基礎知識やどのよう
な情報がどのような文献に書かれているかがわかるの
で、受講するとよいと思いました。授業については席
に余裕があり担当教授の許可があれば聴講ができま
す。私の場合、消費者法の授業がなかったこともあ
り、断片的にこれまで聞きかじっていた知識を体系化
したいと思っていたので、研究テーマとは直接関係な
いのですが民事訴訟法や救済法の授業も聴講しまし
た。民事訴訟や契約法など基礎的な法律科目について
LLM向けの講座が開講されることがあり、英語力が
十分でない学生がいることに配慮してわかりやすく授
業をしてくれるので受講すると基礎的な知識を得るの
に有益でした。建前では、授業中の議論への参加は禁
止されているのですが、担当教授次第です。
昼休みに、大学あるいは学生組織主催の講演会がた
くさんあり昼食も提供されるので、興味のある分野の
話 を 聞 く と よいと思います。教授陣向けの ワ ー ク
ショップに参加することもできます。私の場合、司法
長官事務所の弁護士が講演に来ていたので捕まえて、
事務所に訪問して消費者法の執行についてお話を伺い
ました。
そのほか、ほぼ毎週ロビーにスナックと飲み物が用
意され学生が集まって歓談するPeer’s Pubという行
事があります。客員研究員が集まるためのfaculty
caféという行事も行われます。

研究活動
他の学生と同様にロッカーが利用できるほか、JSD
の学生と同様に図書館の２階に専用の机が借りられま
す。書籍についてはロースクールの蔵書以外の他学部
や他校の蔵書も含めて借りることができます。もっと
も、自分のパソコンで、ウェストローなどの判例文献
情報検索が使え、雑誌掲載論文は図書館のサイトから
オンラインで読めるものも多いので自宅で研究をする
ことも可能です。研究について、指導担当の教授に相
談することもできますし、聴講した授業の担当教授に
その分野の文献を紹介してもらったりもしました。
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大学から２キロほどのところに州地方裁判所と連邦地
方裁判所があるので、陪審裁判の傍聴を数件しました。

シャンペーンでの生活
アジア系の食材店・レストランは充実しており、パ
ンが嫌いでも食生活に困りません。大都市に比べ住宅
費が安いので特に家族連れには良いと思います。大学
町で外国語なまりの英語の発音に町の人が慣れてお
り、田舎なのでのんびりしているせいか人も親切なの
で助かりました。大学周辺はバスの便が発達している
ので、小さいお子さんがいるのでなければ、車がなく
ても生活をする上ではそれほど困りません。冬季は、
確かに外は寒いですが、建物はどこにいっても暖房が
利いており快適で、心配したほどではありませんでし
た。
大学のキャンパス内には屋内プール、体育館、アイ
ススケート場などがあり、近くに大学のゴルフ場もあ
るので、スポーツをするにもよいと思います。大学の
フットボール、バスケ、ホッケー、野球のチームの試
合がキャンパス内のスタジアム等で行われスポーツ観
戦の機会もあります。コンサートホールもあり、音楽
学部の学生や教授陣のオーケストラ、ウィンドバン
ド、室内楽のコンサートも定期的に開かれるので、手
軽に楽しむことができます。また、キャンパス内に各
宗派の教会があり、教会が留学生向けに文化交流イベ
ントを開いており、クリスチャンでなくても参加でき
アメリカの生活文化を知るうえで有益でした。人に
よっては大都市に比べ、刺激が少ないという不満を抱
くかもしれません。その場合は、その分研究に専念で
きるというメリットと理解するとよいと思います。

おわりに
私は、学生時代も含め海外で生活した経験はなく弁
護士業務でも英語を使用していませんでした。選考の
面接でも英語力の向上
が 課 題 だ ね と 言 わ れ、
英語力向上のため何か
しているのかと突っ込
まれたほどでした。日
本で学んだ法的思考能
力と実務経験は、米国
法を理解するうえでも
役立つことが多く、英
語力の不足を補うこと
ができますので、ぜひ
留学にチャレンジして
みるとよいと思います。
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ハーグ条約及び離婚後の親子関係などを研究テーマに、2015年夏からイリノイ大
学アーバナシャンペーン校（UIUC）のロースクールに留学しております。長男（渡米
時６歳）と長女（同４歳）を連れて、一時的にシングルマザー生活をしています。
大学
UIUCは、シカゴから車で南に２時間半ほどのシャンペーン郡のアーバナとシャンペーンという２つの町
にまたがってキャンパスが広がる州立大学です。大学のテーマカラーである濃紺とオレンジ色が町全体を飾
り、キャンパス外でも大学のロゴの入った服を着ている人に多く会うような大学町です。ごくたまに銃撃な
どのニュースを聞くこともありますが、基本的に治安はよいと思います。キャンパスから離れると、一面ト
ウモロコシや大豆の畑が地平線まで広がる風景になります。
UIUCのロースクールはCollege of Lawと呼ばれ、約120年の伝統を誇っています。校舎はキャンパス
の南に位置する３階建ての建物で、講堂、図書館、教室、ファカルティーの個室、事務やITのサービス、小
さなカフェテリア、個人ロッカーなど基本的にすべてがこの建物の中にあります。
研究生活
私は６月初めに渡米し、最初の２か月は、大学のIntensive English Instituteという語学学校のクラス
に通いました。ビザの関係でパートタイムでの受講でしたが、子連れで生活を立ち上げる私にとってはむし
ろ都合がよかったです。この語学学校では、英語の授業の他に様々なアクティビティがあります。大学生の
インターンがグループごとに割り当てられ、キャンパスの案内から始まり、近郊のイベントやシカゴへの日
帰り旅行の引率などをしてくれます。おかげで町での生活に慣れることができましたし、各国からの学生と
親しくなることができ、その後も交流が続いています。
８月になると、ロースクールでLLM生を対象にした基礎講座が始まり、客員研究員も参加することができ
ます。あくまでも客員研究員の立場なので、テストは受けず、成績もつけられませんが、その他はすべて
LLM生と同じように扱われます。10～12人程度のクラスに分かれ、アメリカの法律の基礎概念、判例の調
べ方・検索データベースの使い方、判例の読み方、文章の書き方などを学び、秋学期からの授業に備えます。
LLM生の多くは中国からの留学生ですが、そのほかにも様々な国からの学生がいます。授業が始まってから
も、折あるごとにLLM生やその他の留学生を対象とした交流の機会があります。
客員研究員は、各教科の担当教授の了解を得ることで、自分の興味のある講義を聴講することができます。
聴講なのでソクラティックメソッドの授業でも発言を求められることはないのが原則ですが、授業の内容や
担当教授によってはより積極的に関わっていけることもあるようです。私の場合は、秋学期は指導担当に
なっていただいた教授の家族法と少人数のドメスティックバイオレンス法を聴講しました。春学期は、同じ
く指導担当教授のバイオメディカル倫理と現職裁判官の家族法実務を聴講しています。
授業を聴講する他には、文献を調べたり、指導担当教授が主催するワークショップ等への参加、郡の裁判
所で保護命令事件や家族法関連の事件の審理の傍聴、ロースクール内外での講演の聴講などをしています。
郡裁判所の裁判官や聴講している講義のゲストスピーカーの実務家の方に自分の研究テーマに関連したお話
を直接伺うこともあります。私は子どもがおりますので、調査や会議等のための遠出が難しいのですが、昨
年 秋 に は、 現 地 の 友 人 の 助 け を 借 り て、 首 都 ワ シ ン ト ン で 開 催 さ れ たAssociation of Family and
Conciliation Courtsの会議に参加することができました。
日常生活
シャンペーン郡の気候は、夏は高温多湿で冬は寒さが厳しいのですが、四季の変化に富み、美しい自然を
楽しむことができます。夏は日が長く、屋外でのイベントがたくさんあり、秋は紅葉が美しく、冬は氷点下
20度まで下がる日もあり時々雪が積もります。
私は、キャンパスの南端にある大学運営の家具付きアパートに入居しました。メンテナンスが行き届いて
いることと、大学がコミュニティの運営をしっかりしており様々な経験ができること、国際的な環境でいろ
いろな国の人との交流が持てるなどというメリットが大き
く、アパートの建物が古くて快適さが少々劣っても、ここで
よかったと思います。
また、長男は公立小学校に、長女はアパートの敷地内で大
学が運営するプリスクールに通っています。長男も放課後は
同じ場所にある学童にスクールバスで直接戻ってきて、２人
とも５時半まで預かってもらっています。
日本人は多くはありませんが、現地で永住している方を含
めて日本人のネットワークがあり、生活上の細々したことを
教えてくださいます。他の国から来ている人たちも、現地の
人たちも、親切な方が多く、単身でも家族連れでもとても生
活しやすい環境だと思います。

エセックス大学
人権センター

Univ. of Essex, Human Rights Centre
http://www.essex.ac.uk/hrc/
大学の環境
客員研究員は、どの学部のどの講義でも、講師の許可を
得れば聴講することができます。私はこれまで国際法をあ
まり勉強したことがなかったため、修士レベルのLLMの講
義よりはむしろ、学部レベルの人権センターの講義の方が
とっつき易く感じました。特に、
「人権の基礎（Foundation
of Human Rights）
」という講義では、表現の自由、宗教
の自由、社会権、拷問禁止等、毎回１テーマを設定し、そ
の分野に詳しい講師がその全体像について１時間程度の講
義をしてくれるため、国際法、ヨーロッパ人権法の基本を
理解するにはちょうど良いように感じました。なお、客員
研究員には、２人１組の広めの研究室（デスクトップパソ
コン、プリンター、冷蔵庫付き）が割り当てられており、
他の学内の施設が閉まっていても、原則として滞在時間無
制限で研究に勤しむことが可能です。

研究テーマ
「英国及び諸外国における意思決定支援・成年後見制度の
実務」を研究しました。近年の日弁連留学における研究テー
マをみても「高齢者・障がい者」関連のテーマが見当たら
なかったこと、また、法テラスのスタッフ弁護士として、
司法過疎地である新潟県佐渡市において成年後見関係事件
を多数取り扱うとともに同制度拡充のための活動を行って
いた経緯もあって、このテーマを設定しました。エセック
ス大学を希望したのは、同大学の英国の成年後見制度であ
る意思決定能力法（MCA）と国連障害者権利条約に詳しい
ウェイン・マーティン教授との繋がりが大きかったように
思います。

学外調査活動
MCA及び関連する諸制度は、日本の成年後見法制と比べ
ると、判断能力が不十分な本人の好みや信条、希望により
配慮した制度設計（意思決定支援型制度）になっているた
め、2014年に日本が批准した国連障害者権利条約を適切
に国内実施していくうえで参考になると考えていました。
もっとも、いざ研究を始めてみると、MCAのみの理解では
全く追いつかず、英国内の権利擁護、医療、福祉等に関す
る諸制度も十分に把握しておく必要性があると感じました。
この点、エセックス大学の講義のみではすべてをフォロー
することは難しかったため、現地の方からのアドバイスも
受けて、英国内での意思決定支援に携わる現場職員が受講
するMCA研修及び自由の拘束に関する濫用防止措置研修
（DoLS）
、並びに高齢者・障がい者虐待・DV対応研修など
に参加し、マネジャーレベルまで修了しました。また、コ
ミュニケーション技術等を駆使して障がい当事者の意思決
定をサポートし、本人と共に（又は本人に代わって）その
意思が反映されるよう行動を起こす役割を担う「独立アド
ボケイト（Independent Advocate）
」の基礎認定資格を
取得しました。加えて、福祉系法律事務所の保護裁判所対
応セクションでの短期研修、IMCA（MCAで定められた独
立アドボケイト）の同行視察、障害者権利条約に即した支
援付意思決定モデル（S.A.-SDM）を実践する南オースト
ラリア州での集中トレーニング等、現場での実践に触れる
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数多くの機会にも恵まれました。結果として、留学中に約
50回の学外調査活動、約70名の関係者との繋がりを構築
することができました。
他方、日本からの視察団（報道機関、研究グループ、日
弁連RSC等）のコーディネート（アポイント取得・視察同
行等）
、並びにSkypeなどを利用した日本の各種会議への
出席等、日本の動きを把握しつつ、現地の最新情報等を届
けることも怠らないようにしました。

家族同伴での英国生活
妻と当時２歳の息子を連れての渡英は、出発当時は不安
だらけでしたが、今では本当に良かったと思っています。
妻が参加しているエセックス大学公認のチャリティーグ
ループを通じて、大学周辺の地域住民の皆さんとの繋がり
ができ、地域のイベント参加やホームパーティへの参加の
機会も多々ありました。最も印象深い出来事は、2015年
３月29日に英国内で妻が第二子（男の子）出産したことで
した。妊娠時の診察から出産後に至るまで一貫してNHS
（英国における国民医療制度）を利用しましたが、俗に言わ
れているほど悪い、遅いといったサービスではありません
でした。逆に、出産にかかる選択肢の豊富さ（出産場所、
姿勢、ペインコントロール等）と自己決定の尊重に関して
は、日本のそれを上回っているようにも感じました。

帰国後の活動
2015年10月に開催された日弁連人権擁護大会での基
調報告をはじめ、帰国後約半年で約25回の講演の機会をい
ただきました。また、筑波大学等の協力を得て、同年12月
にはオーストラリアからS.A.-SDMのトレーナーを３名日
本に招聘し、講演会及びワークショップを開催しました。
現在は、日弁連RSCの意思決定支援チーム及び障害者権利
条約パラレルレポート作成PTにも所属しており、今後も同
条約の普及と実践を進めていく所存です。

さいごに
国際人権の実務を学べるエセックス大学を拠点としつつ、
設定したテーマに基づいて英国内外の制度や実務を自由に
研究できたことは、自分の中でのパラダイムシフトとなり、
帰国後の活動にも大いに影響しています。皆様もぜひ同大
学への留学を御検討いただき、自分の殻を破るきっかけに
していただけたらと思います。

エセックス大学のチャリティーグループの皆さんと
（右下が筆者）
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留学の契機
イギリスのエセックス大学に客員研究員として留学しています児玉洋子です。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・障がい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・障がい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・障がい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、実際に過疎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、主に授業の聴講をしながら、日本の成年後見制度と障害者権利条約に関する英語の
エッセイを書くことを研究生活の軸にしています。その他、障がい者の権利に関する会議に参加するなど、
実務的な視点からも見聞を広めたいと考えています。イギリスにおいて、研究を通じて強く感じていること
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ありませんでした。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必要不可欠です。また、イギリスでは、専門的なアカデミックライティ
ング及び高いプレゼンテーション能力が要求されます。聴講している授業でも、学生は質問をしたり、自分
の意見を積極的に発言をしたりしなければいけません。私の場合、質問や発言をしようにも、まだまだ英語
の基礎力不足を痛感することが多い毎日ですが、エッセイの執筆や友人達との会話、議論を通じて、英語力
はもちろん、国際的に通用する発信力を身に着けていければと考えています。
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ます。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、あまりに突然です。ただ、このようなことにイライラしてしまうのは、私自身の驕りかもしれ
ないと最近は考えています。普段当たり前だと考え、問題として意識すらしない事柄に気付かされたり、異
なる文化や考え方に寛容になれたりすることも留学の醍醐味であると思っています。
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、特にハウスメイトの２人に毎日
の生活を支えてもらっています。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！

エセックス大学
ロースクール
Univ. of Essex, School of Law
http://www.essex.ac.uk/law/
弁護士になってからずっと、LLM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LLM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LLM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。

LLM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LLM
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LLM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
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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LLM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。

2015年度派遣

天野麻依子さん

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LLM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、本大学のLLM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、LLM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、きっと気に入る寮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で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。LLM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LLM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。
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