
　　　　　　　日本弁護士連合会　国選弁護報酬改善の基本方針

　　　　　　　　　　　　　　　　く要旨＞

　2006年10月以降，国選弁護報酬については日本司法支援センターが策

定した基準により支払われることとなった。新たな支払基準を定めるにあたっ

ては，①基準の明確化，②労力比例，の2点が取り入れられたものの，報酬額

の水準については従前からの改善が見られなかった。

　長年，国選弁護は弁護士のボランティア精神に依拠して運営されてきた実態

があるが，2009年の被疑者国選の拡大，裁判員裁判の実施に向け，契約弁

護士を確保し，公正な刑事司法を担保するには，弁護人が適切に弁護活動を行

うに足りる十分な報酬の確保が必須であり，そのためにも，前記2点の基本方

針をふまえつつ，改めて報酬基準を見直し，適切な弁護報酬を実現することは

国の責務といえる。

　「適切な弁護報酬」とは，「弁護人が弁護士として事務所経営を維持しなが

ら，適正な弁護活動を行うために必要とされる報酬」であり，最低限の経費（時

給換算で8313円。2006年弁護士センサス集計結果による。）の補償は

もとより，経営を維持するために必要な収入時間単価（1万5202円。同セ

ンサスによる。）の実現を目指していくべきである。

　当連合会は，上記の基本姿勢を前提に，適切な弁護報酬の実現に向け，以下

の通り，現行の弁護報酬について，基礎報酬，実費，労力加算，成果加算の各

点の改善を求める。

（以下，各項目につき要点のみ抜粋。詳細は本文および対照表参照。）

項目

1　実費基準（一部報酬を含む）の見直し

1　謄写費用

2

3

4
5
6
7

現場検証，事実調査その他

必要な弁護活動の為の遠距離交通費

現場検証，事実調査その他

必要な弁護活動の為の遠距離移動時の目当

出張目当

私的鑑定費用

弁護士法23条の2の照会請求

その他必要な弁護活動の為に支出した実費

H　被疑者国選弁護報酬の見直し

　1　被疑者国選報酬の通常報酬

改善要求

→全額実費支給，

用の支給。

→全額実費支給。

事務所プリント費

→支給（3万円／1回）

→支給（6万円／1回）

→一阡ﾍ囲内で支給。

→手数料支給。

→全額実費支給。

→基準回数を超える接見につき，1

万円／1回を支給。

→要通訳事件は接見単価50％増。
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項目

2　被疑者国選の特別成果加算

　（1）示談

　（2）身体拘束からの解放

　（3）認定落ち

　（4）親告罪への告訴取消し

　（5）略式起訴

　（6）接見禁止の解除決定

　（7）勾留の執行停止

3　勾留理由開示公判への出廷

皿　被告人国選弁護報酬の見直し

　1　基礎報酬の見直し

　　（1）地裁単独事案

　　（2）簡裁事案

　　（3）即決事案

　　（4）地裁合議事案（通常）

　　（5）地裁合議事案（裁判員対象）（※）

2
3
4
5

（6）高裁事案

（7）上告審事案

公判加算の見直し

起訴後の接見等

追起訴

成果加算

（1）全部無罪判決

（2）一部無罪判決

（3）死刑判決回避

（4）認定落ち

（5）再度の執行猶予

（6）自由刑の求刑に対し罰金刑

（7）執行猶予

（8）保釈決定

（9）示談成立

H

改善要求

→鑑定留置中や勾留執行停止中の面

会も接見に準じるものとする。

→3万円加算／被害者1名成立。

→5万円加算（執行猶予中は10万
円）。

→通常報酬の30％加算。

→3万円加算。

→2万円加算（執行猶予中は5万円）。

→1万円加算。

→1万円加算。

→3万円加算。

→対現行基準8万円増額（計15万）。

→対現行基準8万円増額（計14万）。

→対現行基準5万円増額（計10万）。

→対現行基準8万円増額（計16万）。

→対現行基準8万円増額（計17万）。

※（1）～（5）につき，裁判員対象事件

はさらに1万円を加算。

→対現行基準8万円増額（計12～

14万）。

→同上

→公判2回目から加算。

→4回目以降1万円支給／1回。

→初回接見に2万支給。

→通常報酬の100％加算。

→通常報酬の50％加算。

→通常報酬の50％加算。

→通常報酬の30％加算。

→10万円加算。

→5万円加算。

→1万円加算。

→2万円加算（即決事案は1万円）。

→被害者毎に加算。



項目

　（10）示談には至らないものの

　　　　一定の減刑の意思が示された場合

　（11）高裁で原判決が破棄（自判）され，

　　　　減刑された場合

6　継続による減算の廃止

IV　重大事件についての取扱い

　1　重大事件についての報酬体系

2　超特別重大事案に関する報酬

改善要求

→3万円加算／1件。

→3万円加算。

→減算廃止。

→一閧ﾌ事案につき，通常報酬の5

0％加算。事案によりさらに50％

まで裁量加算可能とする。

→個別事案毎に算定。

※ここでいう裁判員対象事件とは「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪にかかる事件」「法定

合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」（いわゆる裁判員裁判の

対象事件となるもの）という意味であり、2009年の裁判員裁判施行までの間について該当事案の

あるべき報酬額を述べるものであって、2009年以降、裁判員裁判自体の報酬体系については、別

途検討の必要がある。

皿
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第１ 国選弁護報酬に関する基本的考え方
１ はじめに

２００６年１０月から出発した新たな公的弁護制度においては、日本司法支援

センター（以下「支援センター」という）が、国選弁護人の選任解任を除き担当

することになった。その結果、従来裁判所から支払われていた国選弁護人に対す

る報酬は、支援センターが策定した報酬基準に基づき、支援センターから国選弁

護人（契約弁護士）に支払われることとなった。

支援センターが策定した報酬基準は、①基準の明確化、②労力に応じた報酬基

準の観点をふまえて策定されたのであったが、今日までの支払実績をふまえて、

全国各地の契約弁護士から、報酬額を引き上げるとともに、報酬基準を見直すべ

きであるとの声が相次いでいる。それは、従前の国選弁護報酬額に比較して低す

、 、 、ぎること 謄写費用にみられるように 実費の支払いが実態に即していないこと

基準の明確化を追求するあまり、硬直化した基準となっていること等をふまえて

のことである。

この報酬基準の見直しがなされないまま推移するならば、国選弁護人契約を継

続しない弁護士が増加し、対象事件が必要的弁護事件まで拡大され、裁判員裁判

が開始される２００９年にむけて必要とされる契約弁護士の確保に多大な影響を

与えかねない状況にある。

司法制度改革審議会意見書は 「刑事司法の公正さの確保という点からは、被疑、

者・被告人の権利を適切に保護することが肝要であるが、そのために格別重要な

意味を持つのが弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保することである」と指

摘している。このような観点から、国選弁護人が充実した弁護活動を展開するこ

とが求められていることはいうまでもないが、そのためには国選弁護人に対する

弁護報酬が充実したものであり、弁護人が安んじて弁護活動に専念できるもので

なければならない。

本年６月１９日に発表された経済財政諮問会議の基本方針２００７（いわゆる

骨太の方針）においても｢裁判員制度の円滑な導入、民事法律扶助や国選弁護に対

応する日本司法支援センターの体制の充実等の司法制度改革を推進する｣と明記さ

れており、支援センターの予算を拡大することを通じて、国選弁護報酬を適正な

ものに改善し、継続的に弁護活動が提供し得る態勢を整備していくことが目標と

されている。

２ 基本方針

（１）国選弁護はこれまで長年にわたって低額の報酬のもとで、いわば弁護士のボ

ランティア精神に依拠して運営されてきた。支援センターの報酬基準もそれ

までの低額な国選弁護報酬の枠を超えることができず、諸外国と比べても極

めて低廉な水準にある。

国選弁護報酬は決してボランティアベースに基づくものであってはならな

い。国選弁護人が充実した弁護活動を行うためには、弁護報酬が適正なもの

でなければならないが、ここで適正な弁護報酬とは「弁護人が弁護士として
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、 」事務所経営を維持しながら 適正な弁護活動を行うために必要とされる報酬

を意味し、その観点から支援センターの現行報酬基準を見直し、あるべき報

酬基準を策定する必要がある。

（２）｢弁護士として事務所経営を維持していく｣という視点から報酬基準を考える

場合、いくつかの指標が考えられる。日弁連の２００６年弁護士センサス集

計結果によると、事務所を維持していくための経費を捻出するためには時間

単価８３１３円が必要であり、収入（経費控除前の弁護士業務による総売上

額）を維持していくためには、時間単価１万５２０２円が必要であるとの統

計結果が出ている。

この中間に位置する指標として、弁護士会による通常の法律相談料である

時間単価１万円がある。ただし、この単価は、弁護士会としての活動である

ことから、本来的な時間単価よりも低額に設定されているものであることに

留意する必要がある。

従って、国選弁護報酬を考える場合、まず、前記の弁護士センサス集計結

果の、時間単価８３１３円を下回ってはならないことは明らかである。この

単価では、弁護士の経費が賄えるに過ぎず、弁護士の所得は全くないことに

なる。

次に、弁護士会としての法律相談料時間単価である１万円だけでは不十分

。 、 、 、である この場合 弁護士の所得となるのは 時間単価１６８７円に過ぎず

専門的職業人として 「適切な弁護活動を行うためには」なお、足りないとい、

うべきである。

さらに、個々の活動や成果については、適切な弁護活動を恒常的に保障し

つつ、これを活性化させていくためには、どれくらいの額が妥当かといった

観点からの検討が必要である。

要するに、被疑者、被告人の権利を実効的に擁護するためには、国選弁護

報酬の面からサポートする必要があり、あえて金額を提示するならば、基礎

報酬と各種の加算報酬を合計した国選弁護人報酬額が、時間単価１万５２０

２円に近い数字となるべきであり、国選弁護報酬基準は、常に、その金額を

目指して策定されなければならないのである。

３ 国選弁護報酬基準改定の提案

、 、 。以上の基本方針を踏まえ 下記のとおり 国選弁護報酬基準の改定を提案する

第２ 実費基準（但し、一部報酬（日当）を含む）の見直し
１ 謄写費用

・全額支給とする。

・２０円を撤廃し、実費制とする。

・デジカメで撮影し、事務所でプリントした場合も支給するべきである。
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２ 現場検証・事実調査その他必要な弁護活動の為の遠距離交通費

・現場検証・事実調査等々、被疑者弁護および被告人弁護に関し必要不可

欠な弁護活動のために要した遠距離交通費の支給。

・記録の閲覧・謄写、被害者との示談交渉などは対象活動として改正され

たが、例えば、交通事故の現場の確認や検証は、類型的にも不可欠の行為

といえ、遠距離交通費がかかった金額は全額支給する。

・また、目撃証人、鑑定人、情状証人が遠方にいる場合、その打ち合わせ

や面談は、証拠収集、情状立証に不可欠の行為であり、全額支給する。

３ 現場検証・事実調査その他必要な弁護活動の為の遠距離移動時の日当

・上記２の必要不可欠な弁護活動を行うために遠距離移動を要した場合に

おける日当（報酬）の支給。

・移動回数×３万円（移動往復４時間ないし６時間くらいを想定）

４ 出張に伴う旅費・日当・宿泊費のうち、日当に関する変更

・出張回数×６万円（宿泊せざるを得ないのであるから、まる１日拘束さ

れると考え、控えめな額として金６万円 。）

５ 私的鑑定費用

・鑑定費用が出ないとすると、国選弁護では事実上、私的鑑定はあきらめ

るということになってしまう。

・私的に鑑定をするということは、弁護人が鑑定費用を私的に支出してま

で行うことであり、よほどの必要性があるからそうするものである。必要

もないのに私的に鑑定を行う弁護人はまずいないであろう。従って、裁判

所が鑑定を採用したとして通常かかるであろう金額は、私的鑑定の場合に

も保障されるべきである。

６ 弁護士法２３条の２の照会請求

・照会手数料を支給する。

７ その他必要な弁護活動の為に支出した実費

・全額実費を支給する。

第３ 被疑者国選（に関する法テラス基準）の見直し
１ 被疑者国選報酬の通常報酬

→基準回数の制限の撤廃の可否について

（例）現行基準で連日２０日間の接見をした。

→金１０万４０００円＋金２万円＝金１２万４０００円となる。

これは、基準回数超過の接見につき４回目以後の接見がゼロ評価

（頭打ち）であることによる。

→しかし、これは、労力に応じて報酬を支払うという基本方針に合致しない

ことから、以下の考えで対応する。

①基準回数接見は、現行通り。
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（初回金２万４０００円、接見２回目以降は、金２万円）

②基準回数を越える接見については、１回の接見単価を標準額の半額

（金１万円）とし、全接見につき報酬対象とする。

・各回の接見に独自の意義があり、また否認事件か自白事件かとい

った区別で整理するのも困難である（例えば、否認から自白に転じ

る場合も、その反対の場合もある 。。）

③要通訳事件の場合には、接見単価は５０％増加とする。

・通訳人を介しての接見は、時間がかかる。通訳人との時間調整も

大変である。

④鑑定留置中の面会及び勾留の執行停止中の面会も接見に準じるものとし

て同様に労力加算する。

２ 被疑者国選の特別成果加算

（１）示談

○被害者１人当たりの成立加算（金３万円）とする。

・労力の点では、各示談が独立したものである。

・事件複数の場合に被害者１人につき示談したが、追起訴があったた

めに遡及的に金３万円の報酬が消滅してしまう弊を回避する。

（２）身体拘束からの解放

→金５万円（但し、執行猶予中の場合は金１０万円）

○不起訴（罪とならず。嫌疑不十分。起訴猶予 、処分保留釈放といった。）

明確な結果を統一して把握する。

○不起訴裁定書の作成等に拘わらず、釈放された、身柄が解放されたとい

う結果をもとに加算することが可能になる。

○合議事件の被疑者弁護につき、勾留取消は、金５万円の加算事由とされ

ている。

○執行猶予中であるにも拘わらず不起訴とすることができた場合には、再

度の執行猶予に準じ、金１０万円の評価とする。

（３）認定落ち

、 （ ）○接見以外の 認定落ちに向けた外形的な活動 検察官との面談・説得等

があるときに通常報酬の３０％の加算をすべきである。

（４）親告罪の告訴取消し

○被害者への働きかけがあった場合に３万円加算する。

○示談が成立した場合、示談をもって完全に評価し尽くされているとまで

は言えない。

（５）略式起訴

→金２万円（但し、執行猶予中の場合は金５万円）

、 （ ）○接見以外の 略式起訴に向けた外形的な活動 検察官との面談・説得等

があるときに金２万円の加算をする。

○執行猶予中であるにも拘わらず略式起訴とすることができた場合には、

通常の略式起訴の場合より大きな成果を上げたといえ、金５万円の評価と
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する。

（６）接見禁止の解除決定

→金１万円を加算すべきである。

○事件終結という意味での成果ではないことから、金１万円とした。

。 。○一部解除を含む 例えば親族との接見ができるなどのメリットは大きい

（７）勾留の執行停止

○弁護人の申立といった外形的活動があるときには金１万円を加算する。

３ 勾留理由開示公判への出廷

→金３万円加算する。

○準備に要する労力、勾留理由の不明を質すという重大な意義をもつこと

から，現行の接見報酬に準ずる扱い（接見１回とみなす）ではなく，３万

円の加算をする。

第４ 被告人国選（に関する法テラス基準）の見直し
１ 基礎報酬の見直し

（１）地裁単独事案

→金７万円を金１５万円（但し、公判前整理手続があるときは金８万円を

金１６万円）とする。

○刑事事件は、人の生命・身体の自由そしてその一生を直接左右するも

のであって、その弁護人となる弁護士には、時には国家権力と敢然とし

て対峙する気概、誤りのない専門的判断、そして誠実義務、守秘義務を

はじめとする高度の倫理に服することが求められている。このように、

弁護人は、弁護活動に伴う時間や労力の負担の外に、多大な精神的な負

担を強いられるのであって、基礎報酬は、かような精神的負担に対する

対価としても位置付けられねばならない。かような観点からも、基礎報

酬額について、抜本的見直しをする。

○地裁単独１回結審事案について、労力評価を専ら時間換算の観点から

捉えてみると、以下のとおりである。

単独１回結審事件であるので、自白事件と考え、標準的な接見回数を

３回、公判回数を２回と想定した場合、接見１回に要する時間（往復の

交通時間を含む 、記録検討に要する時間、証人打ち合わせに要する時。）

間、被害弁償ないし示談交渉に要する時間、弁論要旨の作成・その他公

判準備に要する時間等を項目として投じた総時間を想定すると、事件の

終了までに少なくとも１３時間程度を要するものと想定できる。

この場合、現行の報酬基準では、基礎報酬に判決宣告期日報酬として

３０００円が加算され、合計金７万３０００円が支払われることになる

が、この事件の処理に要した時間が１３時間だとすれば、時間単価は金

５６１５円となり、その低額さは余りに明白である。
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○基本方針で明らかにしたように、被疑者、被告人の権利を実効的に擁

護するためには、基礎報酬と各種の加算報酬を合算した金額が、時間単

価１万５２０２円に近づくべきであり、実際には個々の事件について要

する労力（特に時間）に違いがあることも踏まえ、基礎報酬額を最低限

の要求として金１５万円に変更する。

そして、公判前整理手続があるときは金１６万円を要求する。

（２）簡裁事案

→金１４万円

（公判前整理手続があるときは金１５万円）

○法テラス基準額は従前の裁判所の報酬金額とほぼ変わりないが、しか

し、基礎報酬を従前と同じとする合理的な根拠はない。同じく増額の必

要がある。

（３）即決事案

→金１０万円（金５万円加算）

○短期集中弁護となるため、弁護人の負担は加重される。現行の５万円

では低額過ぎるので、１０万円とする。

、 、 、 、○他方 接見回数は 通常事件に比較して 事実上減ることが想定され

記録も少量であろうし、弁論要旨の作成も簡略化されるであろう。また

証人を呼ばないケースも稀ではないであろう。通常事件よりも低額の１

０万円とする。

（４）地裁合議事案（通常）

→金１６万円

（公判前整理手続があるときは金１７万円）

（５）地裁合議事案（裁判員対象）

→金１７万円

（公判前整理手続があるときは金１８万円）

なお，ここでいう裁判員対象事件とは「死刑又は無期の懲役若しくは

禁錮に当たる罪にかかる事件 「法定合議事件であって故意の犯罪行為に」

より被害者を死亡させた罪に係るもの （いわゆる裁判員裁判の対象事件」

となるもの）という意味であり、２００９年の裁判員裁判施行までの間

について該当事案のあるべき報酬額を述べるものであって、２００９年

以降、裁判員裁判自体の報酬体系については、別途検討の必要がある。

（６）高裁事案

→基礎報酬を下記の金額に増額する。

①原審が即決 金１２万円

②原審が簡裁 金１３万円

③原審が地裁、家裁 金１４万円

○従前の裁判所による算定に比較して約２万２０００円の減額となっ

た。他方、記録丁数や公判時間加算がなされている。

（現行の一例）原審が地裁（金６万円）
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・記録丁数（１０００～５０００） ＝金９万円

・記録丁数（５００１～１００００）＝金１２万円

・記録丁数（１０００１以上） ＝金１８万円

・公判加算（１回目から）→４５分未満で金７５００円

しかし、弁護人となることによる対価（精神的負担 、期限内に控訴趣）

意書を提出する緊張と圧迫のなかでの神経を集中した弁護活動（記録検

討、控訴理由の発見、速やかなる接見、証拠収集の必要性、被告人との

信頼関係の構築）が要請されることからして、金８万円の加算を要求す

る。

（７）上告審事案

→基礎報酬を下記の金額に増額する。

①原審が即決 金１２万円

②原審が簡裁 金１３万円

③原審が地裁、家裁 金１４万円

２ 公判加算の見直し

現行基準は、簡裁、地裁単独、地裁合議のすべてにつき、公判前整理手

続がとられていない事件について公判加算は４回目以降とされている。し

かし、公判前整理手続に付されていない事件でも弁護人は十分な公判準備

をして公判に臨んでおり、公判前整理手続に付された事件と同じく、公判

加算は２回目以降からとする。

３ 起訴後の接見等（４回目以降、１回につき金１万円）

→起訴後の接見等の回数をポイント加算すべきである。但し、３回分の接見

等は、基礎報酬に包含され、４回目以降の接見につき加算する。

○基礎報酬は、接見回数に関して標準と思われる回数をもとに提示するこ

とが合理的であり、そして、その回数を３回と想定した。従って４回目以

降の接見は、労力の点からみて独立に加算されるべきであり、その意義の

点においても（被告人の公判弁護にとり直接意味をもつ価値ある活動であ

り、被告人との信頼関係も深まり、いっそう充実した公判弁護活動という

ことに直結する ）独立して評価する価値がある。。

○金１万円の根拠は、公判時間加算とのバランス、被疑者段階に比し緊急

性が劣ること、法律相談料との比較といったことからである。

○鑑定留置中の面会及び勾留の執行停止中の面会も接見に準じるものとし

て同様に労力加算する。

４ 追起訴

○追起訴については、独立した事件について接見がなされることから初回

接見につき独立して金２万円を加算する

○実質、追起訴により接見回数が増える、記録検討の時間も増える、弁論

要旨を書く労力も増えるなど公判加算だけでは評価され尽くしていない。

５ 成果加算

（１）全部無罪判決（被告人の最大の利益実現）
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、 。→全部無罪の判決言渡しがなされた場合 通常報酬の１００％加算とする

○無罪こそ、被告人の利益を最大限守ったものであり、これについて成

功報酬をつけないということは、全く理に適っていない。

○弁護人の集中的な努力、工夫、精魂込めた弁護活動の成果である。

○弁護人が無罪を争って、その間真犯人が出頭したという場合でも、弁

、 、護人の活動と無罪との間に関連性はあるし 弁護人の無罪の弁護活動は

被告人の最大の利益擁護に向けられた活動であったということが確認さ

れたということでもある。

（２）一部無罪判決

、 。→一部無罪の判決言渡しがなされた場合 通常報酬の５０％の加算とする

○全部無罪判決との対比上、通常報酬の５０％加算とする。

（３）死刑判決回避（被告人の利益に著しく貢献＋労力）

→被告人を生還させたともいえ、尋常でない努力の結果でもある。弁護人

の精神的な負担は特別である。このような尋常でない努力の結果や精神的

負担に照らし、通常報酬の５０％加算とする。

（４）認定落ち（被告人の利益に著しく貢献＋労力）

→認定落ちの判決言渡しがなされた場合、通常報酬の３０％加算をすべき

である。

○認定落ちは、理論的には、一部無罪に匹敵するものであり、弁護人の

多大な努力により導かれるものである。

○罪名が軽くなり、また、通常、求刑よりも相当宣告刑が軽くなる。

（５）再度の執行猶予（被告人の利益に著しく貢献＋労力）

→金１０万円の加算

○弁護人の相当の努力の結果である。

（６）自由刑の求刑に対し罰金刑

→金５万円の加算

○弁護人の相当の努力の結果である。

（７）執行猶予

→金１万円の加算

○弁護人の努力のたまものであり、多くの場合執行猶予こそ当該事件の

目標といえる。即決裁判は当然対象外である。

○金１万円の根拠は、執行猶予を獲得するに当たっては当然難易度があ

ること、他方その難易度を評価することは不可能に近いことによる。

（８）保釈決定

→金２万円の加算。但し、即決の場合は金１万円の加算。

○弁護人の努力の結果である。

（９）示談成立

→金３万円の加算
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○被疑者段階の示談と同じ。被害者ごとに加算する。

（１０）示談には至らないものの一定の減刑の意思が示された場合

→被害者が親族などでなければ、１件につき金３万円加算する。

（１１）高裁で原判決が破棄（自判）され、減刑された場合

→金３万円の加算。

○一審で検察官の求刑より減刑したという場合と比べ、一般的に言え

ば難易度の点では、はるかに高い。

○一審で検察官の求刑より大幅に減刑したという場合をどうするかは

考慮の余地があるが、しかし、大幅減刑のメルクマールの画定は困難

であること、それと異なりともかく存在する原判決を破棄したという

明確な基準が存在することから、これを独立の成果加算と評価する。

○また原判決を覆したということからは、事案に応じた適正な結論を

、 。実現するため 弁護人の特別の努力がなされたと考えることができる

○ただ （５）などの比較からすると金３万円の加算要求がバランス、

がとれているのではないか。

６ 継続による減算の廃止

→被疑者国選から被告人国選を連続して担当した場合 金１万５０００円 簡、 （

裁の場合は、金１万２０００円）を減額するまでの合理性はなく、従って撤

廃すべきである。

第５ 重大事件についての取り扱い
１ 重大事件についての報酬体系

（１）法テラス基準（特別案件加算）の拡張

①（故意の犯罪＋２名以上死亡）＋公判前整理手続

→通常報酬の５０％の加算。

但し、当該弁護活動に要した労力・負担等から５０％ないし１０

０％までの加算をすることができる、という一定の裁量的変更も付

加する。

② 弁護人に対する暴行・脅迫等の事由で解任された事件」

→通常報酬の５０％の加算。

但し、当該弁護活動に要した労力・負担等から５０％ないし１０

０％までの加算をすることができる、という一定の裁量的変更も付

加する。

③ 上記①、②が法テラス基準であるが、①、②以外の事件でも、裁判

所が、重大案件または特別案件と指定した事件及びこれに準ずる事件

については、通常報酬の５０％ないし１００％の加算をする。

（２）超特別重大案件

重大性ないし特別性が、極めて高度であるとき、現行法テラス報酬体
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系とは全く別個の報酬体系による。

２ 超特別重大事案に関する報酬

オウム真理教事件のように超特別重大案件は、現行法テラス基準とは別個

の報酬体系に基づき報酬が支払われるべきであり、事案の性質上、予めの基

準はなく、各事件毎に適正な報酬額が決定されなければならない。

以上



＜資料＞日本司法支援センター国選弁護報酬基準と日弁連国選弁護報酬基
本方針との対照表

1．費用、日当

法テラス　準

1昌写　用

②遠距離接見等交通費
（交通費）

・接見、記録閲覧・謄写、示談交渉のための交

通費の支給

（日当）

・接見回数x4，000円

③出張旅費・日当・宿泊料

対象活動…公判期日、準備期日、整理手続
　　　　　　期日、公判前の打合せ、保釈面
　　　　　　接

④通訳人費用

更要求
①謄写費用
　・200枚制限撤廃
　・実費の全額支給
　・デジカメプリント代支給

②遠距離接見等加算
（交通費）

　・現行法テラス基準の他に、現場検証、事実調

　査、証人、鑑定人との面談等の必要不可欠な弁護
　活動のための遠距離交通費を全額支給

（日当）

・上記必要不可欠な弁護活動のための日当を支
給→接見回数×3万円

③出張旅費・日当・宿泊料

　・日当につき出張回数×6万円の支給

④通訳人費用
　・現行基準と同じ

⑤私的鑑定費用
　・一定額支給

⑥弁護士法23条の2の照会請求
　・全額支給

⑦その他必要な弁護活動の為に支出した実費
　・全額支給

一11一



2．被疑者国選
法テラス　準 更要求

幽
即
決

（1）基礎報酬24，000円（定額）

魔ｽだし、接見を行わず電話接見のみ行ったときの基礎報酬

@電話交通を1回行ったとき　　10，000円

@電話交通を2回行ったとき　　20，000円

@電話交通を3回以上行ったとき24，000円

幽（1）基礎報酬

@・基準接見回数
@・接見等合計ポイント

@（実際に行った接見、電話交通、準接見の回数から計算）
@　｛　　　接見1回　　………1pt　　　電話交通1回………0．5pt　　　準接見1回　………0．5pt　の2つの要素を用いて、算定する。

弁護期間 基準回数

4日以下 1回

5日～8日 2回

9日～12日 3回

13日～16日 4回

17日～20日 5回

21日～25日 6回

合
議
事
件

①接見等合計ポイントが基準接見回数の数値以下のとき

@　（下記ア＋イの合計額）

@ア接見の回数に基づく金額

@　・接見が0回のとき　　　0円

@　・接見が1回以上のとき

@　24，000円（初回接見）＋20，000円x（接見回数一1）

@イ電話交通及び準接見の回数に基づく金額

@　10，000円x電話交通と準接見の合計回数

A接見等合計ポイントが基準接見回数の数値を超えるとき

Q4，000円（初回接見）＋20，000円x（基準回数一1）

@　＊ただし、接見が行われなかったとき

@　20，000円x基準接見回数

＊多数接見加算報酬（基準回数超の接見加算） 基準回数超の接見加

接見等合計ポイントと基準接見回数との差による

　接見合計ptと
譓�接見回数との差

多数接見加算

@報酬額

法テラス基準は、基準回数を超えた接見が3回以上の場
№ﾅも2万円で頭打ちであるが、この制限を撤廃し、基準
�狽�zえた通常の接見について各1万円の加算をす
驕B

槙譓�超過の接見回数x1万円
沫v通訳事件　50％加算＊鑑定留置中の面会、勾留の執行停止中の面会は、接

ｩに準じる
膜�ｯ理由開示公判への出廷　3万円加算

0．5回 5，000円

1回 10，000円

1．5回 13，000円

2回 16，000円

2．5回 18，000円

3回以上 20，000円
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3．被疑者国選

成
果
加
算

法テラス　準

特別成果加算

①勾留取消 50，000円

②示談成立

　　・50％相当分以上の損害賠償

　　・実質的に損害賠償

　・被害者と私法上の和解成立

10，000円

20，000円

30，000円

更要求

特別成果加算の拡充

①身体拘束からの解放

　身体拘束からの解放（勾留取消、不起訴、処分保留釈放の
　全てを含む）に対し、50，000円支給

※但し、執行猶予中の不起訴に対しては、100，000円支給

②示談

　※被害者1人について30，000円とする

③認定落ち

④親告罪の告訴取消

通常報酬の30％加算

30，000円

⑤略式起訴　　　　　　　　　　　　　20，000円

　※但し、執行猶予中の略式起訴に対して、は50，000円支給

⑥接見禁止の解除決定

　※一部解除を含む

⑦勾留の執行停止

10，000円

10，000円
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4．

即
決

簡
裁

被告人国選（通常報酬）

法テラス　準
（普通契約）

基礎報酬　50，000円

公判前整理手続なし

①基礎報酬（公判1～3回）

　　1回　　　　60，000円

　　2回　　　　　66，000円

　　3回　　　　　　72，000円

②公判加算（4回以降）

　　～45分未満

　　45分～1時間半未満

　　1時間半～2時間半未満

　　2時間半～3時間半未満

　　3時間半～4時間半未満

　4時間半～5時間半未満
　　5時間半～

5，600円

7，700円

12，600円

18，600円

26，400円

36，900円

42，900円

③判決宣告のみ・実質審理なし　　3，000円

公判前整理手続あり

①基礎報酬（公判1回）

　　1回　　　　70，000円

②公判加算（2回以降）

　　～45分未満

　　45分～1時間半未満

3時間半～4時間半未満

4時間半～5時間半未満

③判決宣告のみ・実質審理なし

④整理手続期日

6，200円

9，100円

15，800円

48，200円

56，500円

3，000円

6，500円

更要求

基礎報酬 100，000円

公判前整理手続なし

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　　　　　　140，000円

②公判加算（2回以降）

③は同じ

公判前整理手続あり

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　　150，000円
②、③、④は同じ

一14一



5．被告人国選（通常報酬）

地
裁
単
独

法テラス　準

公判前整理手続なし

①基礎報酬（公判1～3回）

　　1回　　　　70，000円

　　2回　　　　77，000円

　　3回　　　　　84，000円

②公判加算（4回以降）

　　～45分未満

　　45分～1時間半未満

　　1時間半～2時間半未満

4時間半～5時間半未満

5時間半～

5，800円

8，200円

13，600円

20，500円

③判決宣告のみ・実質審理なし　　3，000円

公判前整理手続あり

①基礎報酬（公判1回）

　　1回　　　　80，000円

②公判加算（2回以降）

45分～1時間半未満

1時間半～2時間半未満

2時間半～3時間半未満

3時間半～4時間半未満

4時間半～5時間半未満

5時間半～

③判決宣告のみ・実質審理なし

④整理手続期日

6，400円

9，600円

16，800円

25，900円

52，000円

61，100円

3，000円

7，200円

更要

公判前整理手続なし

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　　150，000円

②公判加算（2回以降）

③は同じ

公判前整理手続あり

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　160，000円
②、③、④は同じ
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6．被告人国選（通常報酬）

地
裁
合
議
（
通
常
）

法テラス　準

公判前整理手続なし

①基礎報酬（公判1～3回）

　　1回　　　　80，000円

　　2回　　　　　　88，000円

　　3回　　　　　96，000円

②公判加算（4回以降）

4時間半～5時間半未満

5時間半～

6，000円

8，700円

14，700円

22，300円

31，800円

44，400円

52，000円

③判決宣告のみ・実質審理なし　　3，000円

公判前整理手続あり

①基礎報酬（公判1回）

　　1回　　　　90，000円

②公判加算（2回以降）

4時間半～5時間半未満

5時間半～

7，500円

12，300円

23，200円

36，800円

53，600円

74，700円

88，300円

③判決宣告のみ・実質審理なし　　3，000円

④整理手続期日　　　　　　　8，000円

更要求

公判前整理手続なし

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　　160，000円

②公判加算（2回以降）

③は同じ

公判前整理手続あり

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　　170，000円

②、③、④は同じ
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7．被告人国選（通常報酬）

地
裁
合
議
（
裁
判
員
対
象
事
件
）

法テラス　準

公判前整理手続なし

①基礎報酬（公判1～3回）

　　1回　　　　90，000円

　　2回　　　　　99，000円

　　3回　　　　108，000円

②公判加算（4回以降）

45分～1時間半未満

1時間半～2時間半未満

9，100円

15，800円

24，100円

34，500円

③判決宣告のみ・実質審理なし　　3，000円

公判前整理手続あり

①基礎報酬（公判1回）

　　1回　　　　100，000円

②公判加算（2回以降）

45分～1時間半未満

1時間半～2時間半未満

2時間半～3時間半未満

7，900円

13，200円

25，300円

40，400円

59，000円

③判決宣告のみ・実質審理なし　　3，000円

④整理手続期日　　　　　　　8，500円

更要求

公判前整理手続なし

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　　170，000円

②公判加算（2回以降）

③は同じ

公判前整理手続あり

①基礎報酬（80，000円の増額）

　　1回　　　　　180，000円

②、③、④は同じ
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8．

控
訴
審

上
告
審

被告人国選（通常報酬）
法テラス　準

①基礎報酬（控訴趣意書提出あり

　　原審が即決
　　原審が簡裁
　　原審が地裁・家裁

②公判加算

40，000円

50，000円

60，000円

45分～1時間半未満

1時間半～2時間半未満

③判決宣告のみ・実質審理なし
④整理手続期日

7，500円

12，300円

23，200円

36，800円

53，600円

74，700円

88，300円

3，000円

8，000円

①基礎報酬（上告趣意提出あり）

　　原審が即決
　　原審が簡裁
　　原審が地裁・家裁

②公判加算

40，000円

50，000円

60，000円

1時間半～2時間半未満

2時間半～3時間半未満

3時間半～4時間半未満

4時間半～5時間半未満

5時間半～

③判決宣告のみ・実質審理なし

④整理手続期日

7，900円

13，200円

25，300円

40，400円

59，000円

82，200円

97，400円

3，000円

8，000円

更要求

①基礎報酬（控訴趣意書提出あり）

　　原審が即決　　　　　120，000円
　　原審が簡裁　　　　　130，000円
　　原審が地裁・家裁　　140，000円

②、③、④は同じ

①基礎報酬（上告趣意書提出あり）

　　原審が即決　　　　　120，000円
　　原審が簡裁　　　　　130，000円
　　原審が地裁・家裁　　140，000円

②、③、④は同じ
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9．被告人国選（継続減）

法テラス　準 更要求

即
決

被疑者弁護から継続の場合　　一12，000円 撤廃

簡
裁 被疑者弁護から継続の場合　　一12，000円 撤廃

地
裁 被疑者弁護から継続の場合　　　一15，000円 撤廃

10．被告人国選（労力加算・成果加算）

法テラス　準 更要求

①4回目以降の接見
・1回につき10，000円

労 ・要通訳事件　50％加算
カ ・鑑定留置中の面会、勾留の執行停止中の面
加 会は、接見に準じる。

算

②　追起訴の初回接見　　　20，000円

①特別成果加算 ①　特別成果加算
・50％相当分以上の損害賠償10，000円 ・私法上の和解は被害者1人について30，000円
・実質的に損害賠償　　　　20，000円
・被害者と私法上の和解成立30，000円

②無罪　　　　　　　　通常報酬の100％加算
③　一部無罪　　　　　　　　通常報酬の50％加算

成
果
加
算

④　死刑判決回避　　　　　通常報酬の50％加算
D　認定落ち　　　　　　　　通常報酬の30％加算
E　再度の執行猶予　　　　　100，000円
F　自由刑の求刑に対し罰金刑50，000円
G　執行猶予　　　　　　　10，000円
⑨　保釈　　　　　　　　　　20，000円

10，000円（即決）

⑩　減刑の意思表示
被害者1人について　30，000円

⑪　控訴審での原判決破棄
→減刑の場合　　　　　　30，000円
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11．重大事件についての取り扱い
　　　　　　　法テラス　準

匪唖璽］→通常報酬の50％増
①（故意の犯罪＋2名以上死亡）

　　＋公判前整理手続
②弁護人に対する暴行・脅迫等の事由で解

　任された事件

更要求

特別案件加算→通常報酬の50％増
①、②は同じ

但し、事案により50～100％の加算可能

③裁判所が特別又は重大案件として指定した事件

及びこれに準ずる事件は50～100％の範囲内での
加算が可能

・特別重大

・法テラス基準とは全く別の取り扱いとする

一20一




