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「弁護士の労働者派遣」に関する意見 
 

                    ２００６年６月１５日 
                    日 本 弁 護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 
 
現在貴本部において検討中の，「弁護士法第 3条に規定する業務に関し，弁護

士法人が他の弁護士又は弁護士法人を派遣先とする弁護士（外国法事務弁護士

を含む。）の労働者派遣を行うこと」を認めることに反対する。 

 

第２ 意見の理由 

 

１ 弁護士業務は労働者派遣と相容れない 

 弁護士の業務は，依頼者との間の高度の信頼関係に基づき，専門的な知見と

職としての倫理に基づき，遂行されるものである。また，その職務遂行に関し，

依頼者，相手方その他関係者に対して弁護士法，弁護士職務基本規程1等に基づ

き種々の直接の義務を負うものである。弁護士の業務が，人（個人及び法人等

の団体）の権利義務，自由に直接関わる業務であり，プロフェッションとして

の一定の公益性が要求されることに基づく。 

これらは，当該弁護士が他の弁護士，弁護士法人に雇用されている場合でも

同様である。弁護士の場合，雇用されているといっても，一般労働者のように

労働力の利用処分権限を全面的に使用者に委ねるというものではなく，それは

事務所ないし雇用主との委任関係に重点を置くもので，使用従属関係に基づく

労働力の利用処分とは性質を著しく異にするものである。すなわち，職務遂行

上はもちろん，案件の受任も被雇用弁護士の裁量に任されている2。 

 したがって，他人の指揮命令のもとに労務を提供する「労働者」を前提とす

                                                  
1 弁護士職務基本規程（旧弁護士倫理）は，単なる弁護士会の「内規」ではなく，その違反

は弁護士法第 56 条に基づき懲戒処分の理由ともなるものであり，その意味で法令と同等な

いし少なくとも法令に準ずるものである。 
2 業務遂行に関する雇用主の指揮命令に関しては，弁護士法等の法令はもちろんのこと弁護

士職務基本規程に反するような指揮命令に服する義務はないし，むしろそのような指揮命

令に従うことは弁護士としての義務違反となり，懲戒の理由ともなり得る。また，職務基

本規程違反の問題に至らなくとも，案件受任や業務遂行の適不適は，当該弁護士自らが判

断すべきものと考えられており，現実にもそのように取り扱われていることが多い。この

点に関しては，企業内弁護士においても，実態はほとんど異ならない（「シンポジウム・企

業内弁護士」二弁フロンティア 2004 年 12 月号～2005 年 2 月号掲載参照）。この点，一般の

労働契約においては，使用者の指揮命令に従って労務を提供することが主たる契約の内容

であり，これを前提として成り立つ労働者派遣とは相容れないものがある。 



 2

る労働者派遣3とは，そもそも相容れない4。労働者派遣事業関係業務取扱要領が，

弁護士を含む「資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う」者

は労働者派遣法における派遣労働者に該当しないとして労働者派遣の対象から

除外している理由は，少なくとも弁護士に関する限りは，上記のような弁護士

業務の本質に由来するものであると考えるべきであり，十分合理的な理由に基

づくものである。「弁護士の労働者派遣」を容認することは，プロフェッション

としての弁護士のあり方を否定することにもつがながるおそれがあり，当連合

会としてはこれを認めることはできない。 

 

２ 利益相反禁止と守秘義務遵守がまっとうできない 

弁護士業務については，利益相反の禁止が法律上はもちろん弁護士職務基本

規程において要求されている5。「弁護士の労働者派遣」においては，「派遣弁護

士」は，一方で派遣元との雇用関係を維持しながら他方で派遣先の一員として

法律事務を行うことになる。そのため，利益相反回避の関係では，いわば派遣

先と派遣元に二重に所属した上で依頼者のために法律事務に従事する関係に立

つことになり，以下のような利益相反のチェックを経なければ業務を行えない

こととなる。 

(1) 派遣先と派遣元の利益相反のチェック 

例えば，派遣元が依頼者 A・相手方 Bという案件を扱っていた場合，「派遣

弁護士」が派遣元で当該案件に携わっていたかどうかを問わず，派遣先で

「派遣弁護士」はこれと利益相反の関係に立つ案件（依頼者を Bとする案

件や相手方を A とする案件）を取り扱うことはできない。それとともに，

派遣先の他の弁護士もこれと利益相反の関係に立つ案件を取り扱うこと

も問題である6。少なくとも取り扱えるかどうかを慎重に検討しなければな

らないはずであり，そのためには利益相反のチェックが必要になる。 

(2) 複数の派遣先相互間の利益相反のチェック 

                                                  
3 労働者派遣法第 2条第 1号における「労働者派遣」の定義は，「自己の雇用する労働者を，

当該雇用関係の下に，かつ，他人の指揮命令を受けて，当該他人にために労働に従事させ

ることをいい，当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの

を含まないものとする。」としており，派遣される者は指揮命令に従って労務に従事するこ

とを前提とする。 
4 そのほかにも，労働者派遣は期間限定の必要があること，労働条件明示が要求されること

など，弁護士業務の実態と相容れない仕組みが多い。 
5 弁護士法第 25 条，第 30 条の 17，弁護士職務基本規程第 27 条，第 28 条，第 63 条ないし

第 67 条。 
6 本文の例で，派遣先の他の弁護士が依頼者を Bとする案件を取り扱う場合，派遣元の依頼

者 Aから見ると，自分が依頼している事務所（派遣元）が，相手方から依頼を受けている

事務所（派遣先）から報酬（派遣報酬）を受け取っているという関係に立つことになって

しまう。このことだけをとらえても，依頼者の保護，職務の公正さ（公正らしさが疑われ
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利益相反は，派遣元を共通にする複数の派遣先の間でも生じ得る。「派遣

弁護士」は，派遣先を別にしていても，派遣元という単一の弁護士法人に

所属する弁護士と見るべきだからである。例えば，一つの派遣元から派遣

される「派遣弁護士」甲が派遣先イで依頼者 A・相手方 B という案件を取

り扱う場合に，同じ派遣元から派遣された「派遣弁護士」乙が派遣先ロで

依頼者を Bとする案件や相手方を Aとする案件を行うことは問題である7。 

弁護士業務においては，利益相反の禁止は依頼者の利益保護，職務遂行の公

正の確保及び弁護士という職に対する信頼確保の観点から求められるものであ

って，仮に派遣元から「派遣弁護士」への業務上の指揮命令が観念的なものに

とどまるとしても8，派遣元との雇用関係を維持し派遣元から給与，報酬等の経

済的利益を受ける以上，上記(1)(2)は利益相反の関係としてとらえるべきこと

となる。このような利益相反関係は，派遣という形をとり，「派遣弁護士」が派

遣元に所属して派遣元から給与，報酬を受けつつ派遣先でもその一員として弁

護士業務を行うということから構造的，不可避的に生ずる問題である。 

ところで，上記(1)(2)の利益相反のチェックを十全に行うことは実務上不可

能に近い。それとともに，仮に上記の利益相反のチェックを行うとすると，派

遣元と派遣先の間で依頼案件を開示する必要が出てくる。しかし，一般に依頼

者名や依頼の事実そのものも弁護士の依頼者に対する守秘義務の内容として含

まれており，依頼案件を事務所間で開示することは原則として守秘義務に抵触

する9。 

利益相反の禁止と守秘義務は，弁護士の職務上の義務の中でもその根幹に関

                                                                                                                                                  
ないということを含む）及び弁護士の業務に対する信頼の観点から，問題である。 
7 (1)(2)において，中には依頼者の同意を得れば取り扱うことのできる案件もあるが，少な

くとも利益相反のチェックはしなければならない。なお，以上は，「派遣弁護士」が派遣先

で取り扱う案件を特定の案件に限定しても避けられない問題である。 
8 平成 17 年 8 月 9 日の有識者会議による省庁からのヒアリングにおいて，派遣元と「派遣

弁護士」の間の指揮命令関係を断ち切ることにより（それを厚生労働省の通達等により遵

守させることにより），可能となり得るのではないかという議論がなされている。しかしな

がら，派遣元と派遣労働者との雇用関係及びそれに基づく指揮命令関係が存続し維持され

ていることが労働者派遣の本質的要素であり，それによって雇用の需給関係調整機能を果

たしているのであるから，（法令によるものであれ契約によるものであれ）派遣元と「派遣

弁護士」間の指揮命令関係を断ち切るような制度を設計することは，労働者派遣の本質を

害することなしにはできない。なお，労働者派遣においては，派遣元の派遣労働者に対す

る指揮命令は観念的なものではなく，現実にも派遣元から派遣先で就労中の派遣労働者に

対して定期的に状況聴取や面談を通じた監督が行われている（厚生労働省もそのように指

導している）。このような労働者派遣の実務が「弁護士の労働者派遣」についても行われる

とすれば，利益相反の問題は本文に記した以上に深刻な問題となる。 
9 二つの事務所が特定の案件を共同受任する場合には，それぞれの事務所で利益相反のチェ

ックを行えば足り，派遣の場合のように派遣先と派遣元の間で依頼案件を開示し合うとい

うようなことは必要ではない。共同受任の場合に共同受任案件を担当する弁護士は，それ

ぞれの事務所に属する弁護士として案件を遂行するに過ぎないからである。 
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わる規律であり，世界的にも弁護士の中核価値と考えられている。したがって，

これらと抵触する制度ないしこれらの厳格な遵守が困難となるような制度は，

到底容認できない。 

 

３ 「弁護士の労働者派遣」を認めることは，労働者派遣法の体系及びその運

用にも無視できない悪影響を及ぼすおそれがある 

労働者派遣法は，とかく硬直化しがちであった労働契約関係を多様化させた

いという企業における現代的なニーズに応じて生まれたものであり，労働力の

需給の適正な調整を図る目的で適正な労働者派遣事業を認め，他方で派遣労働

者の就業条件等の整備を図ることにより派遣労働者の雇用の安定確保をも目的

とする法律であって，現在においては，景気の安全弁としての機能を有するた

めに正社員を含む労働者全体の雇用関係を不安定にするとの批判はあるものの，

社会全体としては一般に歓迎されており，おおむね円滑に利用されている。 

労働者派遣法の生命線ともいうべき重要なポイントは，派遣労働者と派遣元

との雇用関係であり，派遣元の指揮監督及びそれに対応する派遣元の雇用主責

任が維持されている点である10。労働者派遣法において，派遣労働者とは，「事

業主が雇用する労働者であつて，労働者派遣の対象となるものをいう。」と定義

されているが，労働者派遣は，派遣元が現に雇用している状態にあり雇用主責

任を果たすことによって，禁止されている労働者供給事業形態であるにもかか

わらず認められ，また，他人の就業に介入する中間搾取に該当しないものとし

て許されているものである。ところで，弁護士は弁護士法人に雇用されている

といっても，第２の１で述べたように，その実態は労務提供上の使用従属関係

に基づく指揮命令を受けている一般の専門職労働者とは大きく異なる。さらに

は，基本的に官公署と市民の間に立って行政上の諸事務を円滑に進めることを

本来の職務とするいわゆる隣接士業11とも異なる。このような本質的に労働者派

遣法になじまないものを同法の対象として組み込むことによって，本来の労働

者派遣法の対象となるべき派遣労働者についての規律及び運用がその趣旨から

                                                  
10 ところで，派遣元の指揮命令権は，派遣労働者が派遣先の指揮命令に応じて業務に従事

している実態からみると，ほとんど存在していないように見えるかもしれない。有識者会

議における議論の中に，しばしば，派遣労働者は派遣先の指揮命令に従うのみであり，派

遣元からは給与をもらうに過ぎないという経済的実態のみに注目した発言がみられること

も，その一例である。しかし，派遣先の指揮命令権の根拠は派遣元の指揮命令権にあるの

であり，派遣元から指揮命令権が派遣先へ委託されていると解釈されており，派遣先の指

揮命令権行使の権限も，もとを正せば派遣元の指揮命令権に行き着く。そして，派遣元の

有する最大の指揮命令権は，派遣先を決めることであり，だからこそ，派遣先で当該労働

力が不要になった場合，直ちに就業を停止させ得るのであるが，その根拠も派遣元の指揮

命令権と雇用主責任である。 
11 司法書士（認定司法書士を除く），税理士，公認会計士，土地家屋調査士，弁理士，社会

保険労務士，行政書士。 
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乖離してしまい，労働力の需給の適正な調整を図るという法の趣旨から逸脱し，

ポイントとなる雇用主責任を負わないものになってしまうことが懸念される。

すなわち，弁護士等資格者を労働者派遣の対象とする場合，弁護士法，弁護士

職務基本規程等の制約及びプロフェッションとしての法曹の職のあり方による

制約を避けようとするあまり，派遣労働者に対する派遣元の指揮監督とそれに

対応する雇用主責任が有名無実のものとなり，労働者派遣といいながら派遣元

の指揮監督や雇用主責任を実質的に伴わないものとして，労働者供給や中間搾

取を避けた基本的な制度を逸脱した違法な運用がなされる危険性がある。 

 労働者派遣事業は，労働者紹介事業とも異なり，また，請負により行われる

事業とも異なって，特定の要件のもとに，多くの業務取扱要領等の制度的な保

障の中で成立しているものである。上記のような危険性が現実化した場合には，

派遣法で最も肝要で有用な労働力の需給調整システムを維持している根拠が失

われ，労働者派遣法の体系が崩れていく危険すらある。労働者派遣事業関係業

務取扱要領が「資格者個人が委託を受けて業務を行う者」を労働者派遣の対象

からはずしているのは，このような労働者派遣法の本質に根ざすものであり，

労働者派遣の対象に異質なものを安易に取り込むことには，労働者派遣法自体

の観点から考えても，慎重でなければならない。 

 

４ 弁護士法人制度の趣旨に反する 

 弁護士法人制度は，弁護士業務の専門化，共同化を促し，複雑化，多様化す

る法律事務への的確な対応を可能にするために導入されたものである。弁護士

の労働者派遣を弁護士法人に認めるということは，派遣先で「派遣弁護士」が

取り扱う法律事務について，派遣元となる弁護士法人自らは受任者としての責

任を負わない一方で「派遣弁護士」の行う法律事務から実質的に収益を上げる

ことを弁護士法人の活動として認めることになる。弁護士及び弁護士法人は，

依頼者を他の弁護士ないし弁護士法人に紹介することについての対価の授受を

禁じられており12，「弁護士の労働者派遣」もこれと実質的に同等と評価できる。

このような活動は，弁護士法人制度の趣旨及び目的に反することは明らかであ

る。このことは，弁護士法人の主たる業務を「弁護士の労働者派遣」とする場

合に限らず，付随的な業務として「弁護士の労働者派遣」を行う場合でも同様

である。 

 

５ 「派遣弁護士」の登録事務所及び弁護士会の指導監督の問題 

 弁護士は，いずれかの弁護士会に所属しなければならず，その法律事務所を

所属弁護士会の地域内に設け，これを登録しなければならない13。また，弁護士

                                                  
12 弁護士職務基本規程第 13 条，同第 69 条。 
13 弁護士法第 20 条第 2項。日本弁護士連合会会則第 18 条。 
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は，弁護士会による指導監督の見地から複数の法律事務所を設けることができ

ない14。仮に，「弁護士の労働者派遣」制度を導入する場合には，所属事務所で

ある派遣元を登録法律事務所とするのか，それとも実際に法律事務を行う派遣

先事務所を登録事務所とするのかという問題を解決しなければならない。派遣

元と派遣先が弁護士会を異にする場合には，所属弁護士会の登録換えの要否と

いう問題もある。 

これらの問題は，弁護士に対する弁護士会の指導監督15と密接な関係を有する

問題であって，単にどちらか一方に決めればよいという問題ではない。所属事

務所である派遣元を登録事務所とするときは，実際に当該「派遣弁護士」が職

務を行う地域の弁護士会とは別の派遣元事務所所在地の弁護士会が指導監督を

行わなければならなくなる。他方，職務を行う場所である派遣先を登録事務所

とする場合は，派遣先事務所所在地の弁護士会が「派遣弁護士」に対して会と

して指導監督を行う立場に立つ一方，雇用契約上の監督は派遣元事務所が行う16

という状況が弁護士の監督について生ずることとなる。このように，「弁護士の

労働者派遣」制度を認めることにより，弁護士に対する弁護士会の指導監督に

混乱を来し，十分な指導監督が行われないおそれがある。 

 

６ まとめ 

 「弁護士の労働者派遣」を認めることには，以上のような克服できない弊害

があり，また，弁護士業務，弁護士法人の制度趣旨とも労働者派遣法とも相容

れないものであるので，「ニーズ」の有無にかかわらず17，認められない。 

 

第３ 弁護士需要充足，過疎地対策等について 

 

 以上の通り，貴本部で検討されている「弁護士の労働者派遣」は容認できな

いが，他方，そのような問題提起の背景にあると推測される弁護士需要の充足

の要請，適正配置，流動化，過疎地対策等の問題は，市民の司法アクセスを充

                                                  
14 弁護士法第 20 条第 3項。 
15 弁護士法第 31 条第 1項。 
16 具体的な職務遂行に関する指揮監督は派遣先が行うとしても，弁護士職務基本規程に関
するものを含め，派遣元も監督権を保持するのが労働者派遣である。 
17 当連合会は，本年 2月に法務省が行ったニーズ調査に協力したが，そもそも「ニーズ」

の有無にかかわらず弊害があるので容認できないという立場を法務省には伝えていた。も

っとも，法務省が行ったニーズ調査の結果によれば，法務省の報告の通り「ニーズ」はわ

ずかしかなく（結果についての評価は法務省と同様である），そのような結果に基づいて「弁

護士の労働者派遣」導入が議論されていること自体昨年の本部決定の趣旨に照らして問題

であると考えている。なお，ニーズ調査のアンケートを実施したことに対し，かなりの数

の会員から，「弁護士の労働者派遣」を検討していること自体についての強い拒否反応が示

された。 
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実させ法の支配を社会の隅々に浸透させるという観点から，当連合会としても

重要な課題であると認識している。そして，弁護士大増員時代を迎え，この課

題に早急に取り組む必要があると考えている。 

これまでも，特定の案件についての共同受任や，弁護士過疎地，企業，他事

務所への出向18等で対応しており，また，サービサー，RCC，預金保険機構等の

公私の企業ないし団体からの要請に基づき，弁護士会が所属会員を推薦するこ

とによる弁護士供給も行ってきたが，今後は，当連合会又は弁護士会として，

より積極的かつ総合的に対応を考える必要がある。例えば，弁護士需要を充足

するための弁護士紹介制度の創設である19。弁護士の専門性や取り扱い分野の情

報開示との組み合わせ，日本司法支援センターとの協力及び分担等，解決すべ

き問題は多いが，鋭意検討したいと考えている。 

 

第４ 終わりに 

 

 「弁護士の労働者派遣」の問題は，弁護士制度さらには司法制度に深く関わ

る問題である。弁護士制度を含む司法制度全般については，平成 11 年に内閣の

下に設置された司法制度改革審議会が約 2 年間にわたる審議の末，平成 13 年 6

月に司法制度改革審議会意見書として国の施策の基本方針を提言しており，そ

の後内閣は同意見書の提言に沿って司法制度改革推進本部を設置して，司法改

革実現のための諸施策を策定及び実施に移している。このように，司法制度全

般について，総合的かつ抜本的な改革が提言され，それが実行されているにも

かかわらず，それと脈絡なく「規制改革」の名のもとに，司法制度，弁護士制

度に重大な影響を及ぼす制度の導入が議論されていることには，違和感，危惧

感を禁じえない。 

 また，これまで貴本部における検討の過程で，「所管官庁」として法務省の意

見しか聴取されていないが，今後貴本部の方針決定前のできるだけ早期の段階

で当連合会の意見を直接聴く機会を設けていただくことを求める。弁護士制度

に関しては，法務省は弁護士法の所管官庁ではあっても，弁護士や弁護士業務

を監督・規律する立場にはなく，法律上その立場にあるのは弁護士に対する弁

護士法に基づく懲戒権・監督権を有する弁護士会及び日本弁護士連合会である

点に留意されたい20。 

この問題は，弁護士制度及び弁護士実務に即した検討が必要であるとともに，

これらの問題に関する種々の制度的整備を要する。そのためには弁護士及び弁

                                                  
18 「派遣」と言われることもあるが，派遣元との契約関係はないので，今回議論されてい

る労働者派遣法の派遣とは異なる。 
19 すでに一部弁護士会では，限られた範囲ではあるが，弁護士会が主宰する弁護士紹介制

度を運営している。 
20 そのために，弁護士会役員はみなし公務員とされている（弁護士法第 54 条第 2項）。 
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護士会の十分な理解を得ることが不可欠であるが，会員の間には，「弁護士の労

働者派遣」を認めることに対する反対意見が強い。 

 以上，本件を含め，政府における司法制度，弁護士制度に関わる制度検討，

政策立案のあり方として，配慮をお願いする。 

以上 


