
国際刑事法廷における弁護士の行動規範草案 
（日弁連仮訳） 
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前文 

加盟国会議は、 

手続および証拠に関する規則 8にもとづき、 

上記規則に従い、事務総長によって起草された専門的職業行動規範草案を検討し、

検察官との協議を経て、 

規則 20 補助規則 3に従って協議を行った後、上記草案が書記局長によって提出さ

れた提案に則っていることを確認して、 

国際刑事法廷において業務に従事するすべての弁護士のための共通の達成基準と

して、下記の弁護士のための行動規範を採択した。 

 

 

第 1 章 総則 

第 1節 一般的用語 

1. 本規範の対象 

本規範は、裁判所規定の規定 2に定義される、すべての弁護士の専門的活動に適用
されるものとする。 

 

2. 用語の使用  

(1) 本規範で使用されるすべての用語は、ローマ規約、手続および証拠に関する規
則、および裁判所規定の趣旨に則り、これらの範囲内で、ならびに、本規範で

規程される定義および用語の使用に基づいて解釈される。 
(2) 本文書において、 

- 「規範」とは、本行動規範をいう。 
- 「パラグラフ」とは、本規範のパラグラフをいう。 
- 「アソシェイト」とは、弁護士として同一の法律事務所の株主である者をい
う。 

- 「懲裁機関」とは、本規範のパラグラフ 40で創設される同名の組織をいう。 
- 「懲戒上訴機関」とは、本規範のパラグラフ 48で創設される同名の組織をい
う。 

- 「国内当局」とは、弁護士が所属する法律家協会、または、弁護士、裁判官、
検察官もしくは法律学の教授の活動を規制し管理する権限を有する行政機

関をいう。 
(3) 単数は複数も含み、またその逆も然りとする。  
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3. 発効 

本規範は、その採択によって発効するものとする。 

 

4. 改正 

(1) 本規範の改正のためのいかなる提案も、裁判所の両方の公用語で、すべての説
明資料を添付のうえ、書記局長に提出されるものとする。 

(2) 書記局長は、当該提案書を、必要に応じ規則 20－3 に基づく協議を行った後に
作成される詳細な報告書を添付のうえ、事務総長に伝達するものとする。 

(3) 事務総長は、改正草案を起草して、第 112条パラグラフ 7に基づき、採択のた
めに加盟国会議に伝達するものとする。 

 

5. 規範間での抵触 

本規範と、弁護士が遵守するよう拘束される他の何れかの倫理規範または職業的責

任規範との間に不整合が存在する場合、裁判所での弁護士の行為に関しては、本規

範の規程が優先するものとする。 

 

第 2 節 基本原理 

6. 規程、諸規則、諸規定の遵守 

(1) 就業に先立ち、弁護士は、次の厳粛な宣誓を行うものとする。 
「私は、忠誠、精励および献身の精神で、敬意に満ち、独立しかつ自覚して、裁

判所において私の職責を果たし、私の使命を全うすること、および、正かつ迅速

な進行に適切な配慮を払わなければ成らない。 

 

7. 弁護士の独立 

(1) 弁護士は、法の範囲内で、怖れも偏りもなく行動するものとする。 
(2) 弁護士は、 

(a) 外部の圧力に屈して、自らの絶対的な独立、誠実および自由を妥協させては
ならない。 

(b) 自らの独立を妥協させる何らかの合理的な推理に結びつく、いかなる行為も
行ってはならない。 

(c) 依頼者、裁判所または第三者の歓心を買うために、自らの職業的規準を妥協
させてはならない。 

 

8. 忠実と誠実 

(1) 弁護士は、裁判部、検察官事務所およびそのメンバー、書記局長および書記局
のメンバー、依頼者、相手側弁護士、被疑者、被害者、証人および当該審理に

関係するその他の者との自らの関係において、忠実かつ礼儀正しくなければな
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らない。 
(2) 裁判所に対する適切な敬意と礼譲を保つ一方で、弁護士は、弁護士自身の利益、
または弁護士もしくは他人への波及を顧慮することなく、依頼者の利益を誠実

かつ勇敢に守るものとする。 
(3) 弁護士は、裁判官または裁判所の他の職員に対し、不適切な方法で影響力を行
使しようと試みてはならない。 

 

9. 秘密保持 

(1) 弁護士は、下記に関する情報の秘密を保持するものとする。 
依頼者に関しては、者およびスタッフ、ならびに依頼者に専門的サービスを提

供する過程で弁護士が関与させる者以外の他人に開示してはならない。 
 
(3) 弁護士は、秘匿特権のある、または秘密の情報を下記の場合に限り開示するこ
とができる。 
(a) 弁護士が合理的に以下のようであると信じる行為を防止するため： 

- それが発生するテリトリーでは、もしくは、規程、諸規則もしくは諸規定の
下では、刑事罰の対象である、または対象となる恐れのある行為を防止する

ため。または、 
- 当該情報が開示されない場合には、人の死亡もしくは重大な人身損害につな
がる恐れのある行為を防止するため。または、 

(b) 規程および諸規則の法によって要求される場合。または、 
(c) 裁判部の承諾があった場合。 

 
(4) 規則 73－１の規程にも拘わらず、弁護士は、依頼者の代理に関連して、下記事
項の立証を要求された場合に限り、秘匿特権を有する情報を第三者に開示する

ことができる： 
(a) 弁護士または弁護士の専門的アソシェイトおよびスタッフに対して正式に
提起された刑事もしくは懲戒手続または民事訴訟に対する防禦。または、 

(b) 弁護士によって提起された民事訴訟における請求。この状況では、当該懲戒
手続、刑事もしくは民事訴訟に直接関与する者に対してのみ開示することが

できる。 
この義務は、委任終了後も引き続き有効で、依頼者のみがその終了を確定でき

る。 

 

(5) 弁護士は、現在及び将来の補助者およびスタッフが、いかなる時にもこの秘密
保持義務を遵守するよう確保するものとする。 

 

10. 非差別行為 

弁護士は、直接的か間接的かを問わず、依頼者を含む他人に関して、人種、肌の色、
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民族的または国別出身、国籍、市民権、政治的信条、宗教的信仰、性別、性的傾向、

身体障害、既婚・未婚の別、その他個人的または経済的境遇などを根拠とする差別

的な行為をしてはならない。 

 

第 2 章 合意 

第 1節 合意の成立 

11. 代理合意の成立 

(1) 合意は、依頼者が自らの代理として行為するよう弁護士に委託し、弁護士が受
託する時、または、裁判部が、書記局長と協議のうえ弁護士を選任した場合に

成立する。 
 
(2) 弁護士は、合意が成立次第、書記局長にその合意について通知しなければなら
ない。書記局長は、弁護士の資格を確認後、委任状を登録するものとする。 

 
(3) 合意を受け入れる弁護士は、自らが専門職業人賠償責任保険で担保されている
ことを証明するものとする。 

 

12. 宣伝  

(1) 許可されていない場所では、弁護士は、宣伝または個人的な周知性を求めては
ならない。 

 
(2) 許可される場合、宣伝または個人的周知性の内容は、下記項目に関する情報を
提供するものとする： 
(a) 真実の情報。 
(b) 秘密および秘匿特権に関する弁護士の義務に忠実な情報。 
(c) 思慮深く、思いやりがあり、品位のある情報。 

 

(3) 弁護士は、直接的にも間接的にも、自らが以前に職業的関係を交わしたことの
ない潜在的な依頼者にアプローチしないものとする。 

 

13. 特別な必要性または限定能力の依頼者 

(1) 依頼者との関係において、弁護士は、特に性的暴行の犠牲者、年少者、高齢、
虚弱な者または障害者の場合には、依頼者の個人的な状況および必要性を考慮

するものとする。 
 
(2) 精神的な障害その他の理由で、代理に関連して十分考慮した決定を下すための
能力が損なわれている依頼者の場合、弁護士は、 
(a) 書記局長および裁判部に通知しなければならない。 
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(b) 規程および諸規則に基づき、依頼者への十分な法的代理を提供を支援するた
めに必要な措置を講じなければならない。 

 

14. 合意の成立に関する利益相反 

(1) 弁護士は、裁判部が必要に応じ当該訴訟の他の当事者との協議を経て承諾する
場合を除き、自らが関与した案件、または、自らが公務員もしくは裁判所のス

タッフ・メンバーとして情報を得ていた案件に関連して依頼者を代理しないも

のとする。 
 
(2) 弁護士は、下記の案件については依頼者を代理してはならない。 

(a) 当該依頼者と、弁護士の他の依頼者もしくは弁護士のアソシェイトとの間に
利益相反、または利益相反の重大なリスクがある場合。 

(b) 当該案件が、弁護士またはそのアソシェイトがかつて他の依頼者を代理した
他の案件と同一であるか、または実質的に関連し、当該依頼者の利益が、か

つての依頼者の利益と重大に対立する場合。ただし当該依頼者とかつての依

頼者が協議を経て承諾した場合を除く。 
 
(3) 弁護士およびそのアソシェイトが、利益相反の原因である秘密情報を抱えた弁
護士を切り離すための効率的な手続を確立すれば、サブ・パラグラフ 1 および
2 に規程された利益相反は、回避することができる。この手続は、弁護士およ
びその補助者およびスタッフと、利益相反が存在する者との間の連絡を、書面

または口頭を問わず、すべて防止しなければならない。 
 
(4) 弁護士は、弁護士またはそのアソシェイトが必要な証人である蓋然性が高い訴
訟においては、行為してはならない。但し下記の場合を除く。 
(a) 証言が、争いのない問題に関連する場合。 
(b) 証言が、事案中に提供された法的サービスの性質および価値に関連する場合。
または、 

(c) その弁護士が証言しなければ、当該依頼者に重大な困難が生ずる場合。 

 

15. 合意の不受諾 

(1) 弁護士は、理由を述べることなく、合意を拒絶する権利を有する。 
 
(2) 次の場合、弁護士は、合意を拒絶する義務を負う。 

(a) パラグラフ 14に規定された利益相反のため。 
(b) 弁護士が、速やかにかつ熱心に当該事案を処理することができない場合。 

 
(3) 合意を拒絶する弁護士は、パラグラフ 9に拘束されるものとする。 

 

5 



 

第 2 節 弁護士の報酬 

16 報酬に関する一般原則 

(1) 弁護士およびその補助者は、その役務に対する公正な報酬を得るものとする。 
 
(2) 弁護士が請求する料金の見積りは、予め依頼者に十分開示されるものとする。 
 
(3)  料金の基礎または料率は、代理の開始前、または、必要に応じ代理の開始後の
合理的な期間内に、費用計算の基礎、請求方法および請求書を受け取る依頼者

の権利などとともに、書面で依頼者に通知されるものとする。 

 

17. 財政的な合意 

(1) 下記の場合でなければ、弁護士は、依頼者を代理することにつき、当該依頼者
以外から報酬を得てはならない。 
(a) 協議を経て、依頼者が書面で承諾する場合。および、 
(b) 依頼者以外から報酬を得ることが、弁護士の専門的判断の独立性にも、依頼
者と弁護士との関係にも妨げとならない場合。 

 
(2) 弁護士は、自らが代理人として関与する事件の結果から、いかなる経済的利益
をも得ないものとする。 

 
(3) 弁護者は、依頼者の資金を、自らの資金または自らの雇用主もしくはアソシェ
イトの資金と混同しないものとする。弁護士は、依頼者のために受け取る金銭

を保持し続けないものとする。 

 

18. 裁判所による法的扶助の枠組みにおける弁護士の報酬 

(1) 裁判所による法的扶助の枠組みにおける弁護士への支払は、裁判所規定および
書記局規定、ならびに本規定に基づいて規制される。 

 
(2) 部分的な資金不足、または、裁判所によって執行される法律の中で別途想定さ
れる場合を除き、この枠組みにおいて、弁護士は、依頼者または書記局以外の

他のいかなる者からも、料金の受取りや懇請をしたり、支払もしくは費用支出

を要求してはならない。弁護士は、依頼者から金銭または資産を借りないもの

とする。 

 

19. 報酬分割 

(1) 弁護士は、依頼者を代理することに関連して得る料金、または、他の何れかの
金銭または資産の全部または一部を、当該依頼者、その関係者、知人、または、

依頼者が利益を得るか、もしくは個人的な利害関係を有する他の何れかの第三
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者もしくは組織に、恒久的に移転もしくは貸付けせず、また一時的に移転しな

いものとする。 
 
(2) 弁護士は、書記局長に下記の事項を通知するものとする。 

(a) 弁護士またはその補助者またはスタッフによる、上記のような取り計らい。 
(b) 他の何れかの弁護士またはその補助者またはスタッフによる、上記のような
取り計らい。または、 

(c) このような行為の禁止について依頼者に助言した後に、当該依頼者から依頼
される上記のような取り計らい。 

 

第 3 節 合意の範囲と内容 

20. 合意の内容 

(1) 依頼者と弁護士との関係は、率直な交流と信頼の関係であり、その依頼者と対
応するに際して弁護士は最大限の誠実さに拘束される。その責務を依頼者に対

して果たすにあたって、弁護士は、常に公正さ、尊敬、率直さ、および依頼者

に対する忠実さをもって行動しなければならない。 
 
(2) 依頼者を代理する場合、弁護士は、 

(a) 代理の目的およびその目的を追求するための手段に関して、依頼者と協議し
なければならない。および、 

(b) 規程および、諸規則の法ならびに本規範に基づく弁護士の責務と相反しない
ものならば、上記の目的に関する依頼者の決定に従わなければならない。 

 
(3) 弁護士は、規程および諸規則の法に対する違反と弁護士が分かっている行為、
または、犯罪もしくは詐欺の実行を助長する行為を行うことを助言または支援

してはならない。 
 
(4) 弁護士は、捜査員、助手、調査員およびパラリーガルを含むその補助員および
スタッフの行為を監督し、本規範により設定される規準が満たされるよう確保

する責任を負う。 

 

21. 通信 

(1) 弁護士は、訴訟審理の状況について依頼者を情報を与えられた状態に保ち、ま
た、情報提供のすべての合理的な要求には速やかに応じなければならない。 

 
(2) 弁護士は、依頼者が代理に関して説明を受けたうえでの決断を下すことができ
るために合理的に必要な限度で、すべての事項を依頼者に説明しなければなら

ない。 
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(3) 代理の撤回または終了の際、弁護士は、元の依頼者または交代した弁護士に、
弁護士が代理に関連して受け取った重要なすべての通信を引き渡すものとする。 

 
(4) 依頼者と通信する際、弁護士は、当該通信の秘密保持を確保するよう努めるも
のとする。 

 
(5) 弁護士は、弁護士自身またはその補助者もしくはスタッフに依頼者から与えら
れた指示に従うことについて、個人的な責任を引き受けるものとする。 

 

22. 利益相反 

(1) 弁護士は、利益相反が一切生じないよう、すべての注意を尽くすものとする。
弁護士は、依頼者の利益を、弁護士自身の利益、または、他のすべての人、と

諸規則の法および規範に適切な配慮をしながら組織や国の利益に優先させるも

のとする。 
 
(2) 依頼者を代理する弁護士の専門的判断は、下記事項によって相反する影響を受
け、また相反する影響を受けることが合理的に予想される。 

(i) 弁護士の第三者に対する責任、または第三者における利益。 
(ii) 弁護士自身の経済的利益、業務上の利益、資産または個人的利益。 

 
(3) 利益相反が生じる場合、弁護士は、下記の対応をとるものとする。 

(a) 影響を受ける恐れのある各依頼者に、当該利益相反の存在について迅速かつ
十分に通知する。かつ、 

(b) 下記の何れかの措置を講ずる。 
(i) 裁判部の事前承諾の下に、辞任する。 
(ii) 影響を受ける恐れのあるすべての依頼者から、代理を継続することにつ
いて完全で十分説明を受けた書面の承諾を取得する。但し、当該承諾が、

弁護士の最善の判断において、いかなる点においても司法の運営を妨げ

ないと考えられることを考えられる条件とする。 

 

23. 合意の終了 

(1) 弁護士は、以下の場合に限り、裁判部の事前承諾の下に合意から辞任すること
ができる。 
(a) 依頼者が、パラグラフ 20(3) に記載される活動を行う場合。 
(b) 以下のような理由がある場合。 

(i) 依頼者が、弁護士が不快または軽率と見なす目的の追求に固執する場合。 
(ii) 依頼者が、弁護士のサービスに関する弁護士に対する義務を実質的に怠り、
当該義務が履行されなければ弁護士は合意から辞任する旨の合理的な警

告を受けていた場合。または、 
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(iii) 代理が弁護士に対する不合理な経済的負担をもたらすか、または、依頼
者にとって不合理なほど困難なものとなった場合。 

 
(2) 弁護士の辞任は、依頼者への影響が最小となるような方法で行われるものとす
る。 

 
(3) 依頼者が弁護士を解任したとしても、裁判部の承認が得られるまで合意は終了
しないものとする。 

 
(4) 弁護士の身体的または精神的な状態が、依頼者を代理するための能力を著しく
損なう場合、弁護士は、弁護士自身の申し出、または書記局、裁判部、依頼者

もしくは第三者の提案に基づき辞任されるものとする。 

 

24. 合意の帰結 

(1) 弁護士は、下記の時点まで、依頼者に助言し、依頼者を代理しなければならな
い。 
(a) 裁判所で係争中の事案が、すべての控訴を含み、最終的に決着するまで。 
(b) 裁判部が、パラグラフ 23で想定される合意の辞任または終了を承諾するま
で。または 

(c) 任命が取消されるまで。 
 
(2) 依頼者のための弁護士の責務は、代理が終了するまで継続する。 
 
(3) 弁護士は、次の委任を実行する過程で成し遂げられた業務の文書および記録を
含むファイルを、より早期に後任の弁護士または依頼者に引き継ぐ場合を除き、

委任の終了後 7 年間保管するものとし、また、それを拒絶する実体的な根拠が
ない限り、依頼者または以前の依頼者にそのファイルの検査を認めるものとす

る。この時点後は、弁護士は、秘密保持に適切な配慮をしながら、当該ファイ

ルの処分について書記局長の指示を求めるものとする。 

 

第 3 章 諸手続 

第１節 裁判所との関係 

25. 書記局長 

(1) 裁判所またはその他の当事者とのすべての書面の通信は、書記局長を通じてな
される。 

 
(2) 弁護士は、事案および依頼者に関連するすべての利用可能な資料および情報を、
書記局長に請求するものとする。 
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コメント：このことは、証拠の開示を含まない。 

 

26. 裁判部との接触 

規程および諸規則の法、または本規範、もしくは当該事案を所管する裁判部によっ

て許可される場合を除き、または、手続の適切な文脈の範囲内、もしくは書記局長

の代理の前でなされる場合を除き、弁護士は、自らが関与する手続に関して裁判部

と接触してはならない。 

 

27. 裁判所に対する率直さ  

(1) 弁護士は、自らの行為、または弁護士の補助者もしくはスタッフの行為が、裁
判所での手続の信用を失わせ、あるいは裁判所の名誉および礼節を損なわせる

ことがないように、必要なすべての措置をとらなければならない。 
 
(2) 弁護士は、自らの依頼者の行動および事件の提示について個人的に責任を負い、
かつ、作成する文書および質問する尋問の内容および目的について、自ら判断

しなければならない。 
 
(3) 弁護士は、裁判所を欺いてはならず、また裁判所を故意に誤解させてはならな
い。弁護士は、自らが、または、弁護士の補助者もしくはスタッフが裁判所で

係属中の手続において行った誤った陳述を、当該陳述が誤りと知った後可能な

限り速やかに正すために必要なすべての措置をとらなければならない。 

 

28. 証拠 

(1) 弁護士は、書面、口頭その他形態のいかんを問わず、裁判所に提出される証拠
の完全性を常に維持しなければならない。弁護士は、自ら正しくないと知って

いる証拠を持ち込まないものとする。 
 
(2) 証拠が破壊されない、または改ざんされないであろうと弁護士が合理的に信じ
る場合でも、弁護士は、その証拠の保持者に証拠保全に関する法について警告

するとともに、その証拠の受け入れを拒絶し、またはその出所にその証拠を返

還することができる。 

 

(3) 証拠が破壊または改ざんされる恐れがあると弁護士が合理的に信じる場合、ま
たは、依頼者が同意する場合、弁護士は、規則 116 に基づいて証拠を収集する
命令を発するよう、裁判部に請求するものとする。 

 

(4) 弁護士は、その秘匿特権性または秘密性が宣言された場合、開示または導入さ
れた証拠の秘匿特権的性格または秘密的性格を常に維持するものとする。 
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第 2 節 他の当事者との関係 

29. 検察官事務所との接触 

弁護士は、常に検察官事務所およびそのメンバーとの礼儀正しく専門的な関係を維

持するものとする。 

 

30. 代理されていない者との関係 

(1) 依頼者の利益になる場合で、弁護士の依頼者との合意で要求される場合、弁護
士は、代理されていない者と連絡し、会うことができる。弁護士が代理されて

いない者と会う場合、弁護士は、 
(a) その人物に、弁護士による支援を受ける権利があること、および、適用され
る場合、法的支援を受ける権利があることを知らせ、また、 

(b) 弁護士・依頼者間の秘匿特権の秘密性を侵害することなく、弁護士が代理し
ている利害、および連絡の目的を知らせるものとする。 

 
(2) 代理されていない者と連絡し、または会う過程で、弁護士が潜在的な利益相反
に気付いた場合、弁護士は、サブパラグラフ 1 に記載された責任に拘わらず、
その人物とのそれ以上の接触または連絡を直ちに断つものとする。 

 

31. 他の弁護士との関係 

(1) 裁判所での審理に関連して出頭または行動する他の弁護士と対応する際、弁護
士は、彼らを職業上の同僚と見なし、彼らおよび彼らの依頼者に対して公正、

忠実かつ丁寧に行動するものとする。 
 
(2) 訴訟になった事案、または訴訟になっていない事案で共通の利益を有する依頼
者を代理し、当該事案に関して情報の交換に同意する弁護士間のすべての連絡

は、弁護士間で秘密性および秘匿特権性を有すると推定される。 
 
(3) ある特定の連絡が秘密であることを弁護士が期待しない場合、その弁護士は、
弁護士間の当該連絡が秘密ではないと、最初に、明確に述べなければならない。 

 
(4) 弁護士は、当該審理に関与する他の弁護士を証人申請しないものとする。但し、
その弁護士の証言の必要性が極めて高い場合はその限りでない。当該審理に関

与する他の弁護士を証人として申請しなければならない場合、秘密性および秘

匿特権が保持されるものとする。但し、秘密性または秘匿特権性を有する事項

について証言するよう、その弁護士が裁判部から命令される場合はこの限りで

ない。 
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32. 弁護士によってすでに代理されている者との関係 

弁護士は、別の弁護士の依頼者に、その弁護士の許可がなければ接触してはならな

い。 

 

33. 共同被告人の弁護士との関係 

弁護士は、常に、自らの依頼者のために独立の代理を提供しなければならない。弁

護士は、独立と自らの依頼者への忠実を犠牲にして防禦を行う取決めを結んではな

らない。 

 

34. 証人および被害者との関係 

(1) 弁護士は、証人または被害者を不必要に威迫し、おどし、しつこく苦しめ、ま
たは、法廷内外で不当なストレスを強いるその他の行動を慎まなければならな

い。弁護士は、性的暴行の被害者、子供、高齢者および弱者に対して特別の配

慮を払うものとする。 
 
(2) 弁護士は、保護された被害者および証人の身元を明らかにしないものとし、ま
た、彼らの身元および所在を明らかにする情報を開示しないものとする。但し、

裁判所によって特別に許可された場合はこの限りでない。 

 

第 4 章 懲戒制度 

35. 懲戒制度間の抵触 

この章は、本規範に従う弁護士に適用される、他の何れかの懲戒機関の懲戒権限を、

いかなる点においても禁止または制限することを意図するものではない。 

 

36. 非違行為 

下記の場合、弁護士は非違行為を行うこととなる。 
(a) 弁護士に責務を課す、本規範の規定および裁判所によって執行される法の規定
に違反するか、または違反を試みる場合。 

(b) 上記の違反または違反の試みを行う他人を故意に幇助または教唆する場合。 
(c) 他人の行為を通じて上記の違反または違反の試みを行う場合。 

 

37. 補助者やスタッフの行為に関する責任 

(1) 弁護士は、自らの補助者またはスタッフによる本規範の法的規定の違反につい
て責任を負う。 
(a) 弁護士が、問題の行為を命令または承認する場合。 
(b) 合理的な是正措置を取ることなしに、その行為の結果を回避もしくは縮減で
き、またはできたであろう時点で、弁護士がその行為を知っていた、もしく
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は知り得るべきであった場合。 
 
(2) 弁護士は、助者またはスタッフの他の行為については、弁護士がその補助者ま
たはスタッフを慎重に選択しなかった場合で、補助者またはスタッフに本規範

および裁判所によって執行される法によって設定される基準に従い指示しなか

った場合にのみ、責任を負う。 

 

38. 非違行為の申立 

(1) パラグラフ36および37に定義される非違行為に関する弁護士に対する苦情は、
下記の者によって書記局長に提出される。 
(a) 事案が係属する裁判部。 
(b) 検察官。 
(c) その権利または利益が、主張される非違行為によって影響を受ける恐れのあ
る何れかの人またはグループ。 

 
(2) 苦情は書面でなされるものとする。苦情は、苦情申立人、および苦情が申立て
られている弁護士を特定するものとし、また、主張される非違行為を十分詳細

に記述するものとする。 

 

(3) 書記局長は、明らかな濫訴、誤解、実体の欠如または期間の徒過であるすべて
の苦情を却下することができる。 

 

(4) 書記局長は、弁護士に対し、自らの判断で苦情を申立てることができる。 
 
(5) すべての苦情は、書記局長によって秘密として取扱われるものとする。 

 

39. 時効 

非違行為に関し弁護士に苦情を申立てる権利は、合意の終了から 5年後に時効消滅
する。合意が存在しなかった場合、苦情を申立てる権利は、主張される非違行為が

発生した年の最終日から 5年後に時効消滅する。 

 

40. 懲戒機関の権限と構成 

(1) 懲戒機関は、4 名の常任メンバーと 1 名の臨時メンバーとで構成されるものと
する。 

 
(2) 4名の常任メンバーは、倫理的問題に造詣の深い弁護士の中から選任されるのが
望ましいが、規則 21補助規則－2で予想されるリストから、書記局長によって
2年の任期で使命されるものとする。 

13 



 

 
(3) 臨時メンバーは、以下の者とする。 

(a) 告発された弁護士が所属する法律家協会によって提案される弁護士、または、 
(b) 告発された弁護士がその業務上の中心を置く国出身の国内裁判官。 

 
(4) 常任メンバーは、1 回再選される権利を有するものとする。彼らは、その最初
の会合で、互選で議長を選任するものとする。 

 
(5) 懲戒機関のすべてのメンバーは、同一の権利と議決権を有するものとする。懲
戒機関は、過半数の賛成票で議決を行うものとする。賛否同数の場合は、議長

が決定投票を投じるものとする。 
 
(6) 任務の終了後も、常任メンバーは、彼らが既に検討をはじめた事案を引き続き
取扱うものとする。 

 
(7) 書記局長は、書記局の 1 名を指名して、懲戒機関の事務にあたらせるものとす
る。 

 

41. 法の適正手続 

(1) 苦情がパラグラフ 38で規定された要件を満たす場合、書記局長は、告発を含む
苦情を、告発された弁護士に回付する。告発された弁護士は、15日以内に答弁
書を提出するものとする。 

 
(2) 主張される非違行為が、かつて国内機関の懲戒手続の対象であるか、または現
在の対象である場合、答弁書は下記の項目を含むものとする。 
(a) 主張される非違行為に関して決定を下す国内機関の名称。 
(b) 主張される事実は懲戒手続の対象である旨の当該国内機関による証明され
た通知。 

 

42. 懲戒手段の補完性 

(1) 主張される非違行為が、他の懲戒当局の懲戒手続の対象であった場合、その手
続は当該手続が解決されるまで保留される。 

 
(2) 告発された弁護士は、当該事案を担当する懲戒当局に、手続の進捗およびその
最終決定を懲戒機関に通知するよう指示するか、または、自ら通知する。懲戒

機関が決定を受け取らず、従って受け取る情報に満足しない場合、懲戒機関は

パラグラフ 43で想定される手続を遂行すること、または手続の終了を宣言する
ことを検討するものとする。 
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(3) 懲戒当局の決定を受領後、懲戒機関は、 
(a) 手続の終了を宣言するか、または、 
(b) 下記の何れかを決定する。 

(i) 当該懲戒当局の決定は、懲戒機関に提起された非違行為を網羅しないか、
または部分的にしか網羅しないので、パラグラフ 43 に規定される手続
を執るべきである。または、 

(ii) 当該懲戒当局は懲戒手続を実行することができないか、または実行する
ことに熱心でないので、パラグラフ 43 に規定される手続を執るべきで
ある。このサブパラグラフの目的上、不熱心さおよび不可能は、第１7
条に従って確認されるものとする。 

 

(4) サブパラグラフ 2および(3)(b)の場合、懲戒機関は、告発された弁護士に、提出
できる議事録または証拠を含む、手続の詳細を通知するよう求めることができ

る。 

 

(5) 本パラグラフに基づく懲戒機関による決定は、懲戒上訴機関に上訴することが
できる。 

 

43. 手続 

(1) 書記局長は、自ら妥当と判断する場合には、当事者に調停を提供するものとす
る。 

 
(2) 必要に応じ、書記局長は、適用される最終期限が満了した後、当該苦情および
爾後のすべての提出物を更に懲戒機関に提出するものとする。 

 
(3) 懲戒機関は、更に調査をして、主張される非違行為が事実上または法律上根拠
がないと判断する苦情を却下することができる。 

 
(4) 必要に応じ、懲戒機関は、主張される非違行為を適切な時間内に調査するため
の弁護士を、規則 21－2 で想定されるリスト中から選任するよう、書記局長に
依頼するものとする。 

 
(5) 調査員は、口頭、書面または他の何れかの形態を問わず、該当し証明力のある
価値を有する証拠を考慮に入れるものとする。弁護士は、書記局長からの支援

を受けることができ、また、懲戒手続に関するすべて情報を秘密として保管す

るものとする。 
 
(6) 懲戒機関は、調査員が調査報告書を提出後適切な時間内に、聴聞を開催するも
のとする。告発された弁護士および書記局長は、出頭が要求され、事情聴取が
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なされる。懲戒機関は、真実の発見に有益と見なされる他のすべての人も出頭

を要請し、事情聴取することができる。 
 
(7) 聴聞は公開とする。但し、懲戒機関は、特に調査報告書の秘密情報、ならびに
被害者および証人の安全を守るために、聴聞を非公開とすることができる。 

 
(8) 手続の期間中、例外的な場合に、主張される非違行為が司法の利益を著しく阻
害する性格のものである場合、書記局長は、裁判部が適切に弁護士資格の暫定

的停止を宣言するよう、緊急の動議により、弁護士が関与する裁判部の審理を

求めることができる。 

 

44. 弁護士の権利と義務 

(1) 懲戒手続に服する弁護士は、他の弁護士による支援および代理を受けることが
できる。 

 
(2) 懲戒手続に服する弁護士は、すべての質問に答えることにより、またいかなる
形態のものであろうと情報および資料を提供することにより、書記局長、懲戒

機関および調査員に十分協力するものとする。 

 

45. 懲戒機関の認定 

(1) 聴聞の最後に、懲戒機関は、嫌疑を却下し、この場合は弁護士の無罪を宣言し、
または、告発された弁護士が主張される非違行為を行ったと認定することがで

きる。 
 
(2) 決定は公開の場で公表されるものとする。当該決定には理由が付され、書面に
て公表されるものとする。 

 
(3) 当該決定は、告発された弁護士および書記局長に通知され、書記局長が申立人
に通知するものとする。 

 
(4) 決定が最終的である場合、当該決定は、裁判所の官報に掲載され、国内の監督
官庁に伝達されるものとする。 

 

46. 罰則 

(1) 懲戒機関は、非違行為の認定に対して下記の方法で罰則を科すことができる。 
(a) 警告。 
(b) 公の場での戒告 
(c) 50,000ユーロ以下の罰金 
(d) 2年以内の業務停止 
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(e) 裁判所での活動の永久的禁止 
 
(2) 非違行為および科された罰則は、罰則を科せられた弁護士の専門的活動を管理
する権限を有する国内の監督官庁に通知されるものとする。 

 
(3) 警告は、罰則を科された弁護士の将来の行動に関する助言も含めた勧告を含む
ことができる。 

 
(4) 手続の費用は、罰則を科された弁護士によって負担されるものとする。 

 

47. 上訴 

(1) 罰則を科された弁護士および書記局長は、懲戒機関の決定に対し上訴する権利
を有するものとする。 

 
(2) 上訴は、懲戒機関の決定が送達された後 1 ヶ月以内に、懲戒機関に伝達される
ものとする。 

 
(3) 手続は、懲戒機関での場合と同じものが準用されるものとする。 
 

48. 懲戒上訴機関の権限と構成 

(1) 懲戒上訴機関は、懲戒機関の決定に対する上訴について決定するものとする。 
 
(2) 懲戒上訴機関は、以下のとおり構成されるものとする。 

(a) 所長によって指定される 3名の裁判官。 
(b) 法律専門家との協議を踏まえ、規則 21－2 で想定されるリストから書記局
長が選任する 3名の弁護士。 

 
(3) 懲戒上訴機関のいかなるメンバーも、同時に懲戒機関のメンバーであることは
できない。 

 
(4) 懲戒上訴機関のメンバーは、多数決によって 1 名の裁判官を議長として選出す
るものとする。 

 
(5) 懲戒上訴機関は、多数決によって自らの決定を採択する。賛否同数の場合は、
議長が決定票を投じるものとする。 
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