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態，並びに臨床法学教育について採り上げ
た1。なお，本調査は国内で行ったものであ
り，現地における調査を踏まえたものではな
いことをお断りしておく。

Ⅱ

法曹養成制度の概要

１

ロースクール

⑴

学生は，学部においてリベラルアーツ教
育を修了した後に，ロースクールで３年間
法学教育を受ける。学部レベルで法学部は
ない。ロースクール受験者に対しては，
LSAT（Law School Admission Test）の
受験が課されている。

⑵

学生数
ABA（アメリカ法曹協会）の認定する

Ⅰ

はじめに

ロースクール（2009年度は200校）に在籍
する学生の数は，2009年度では15万4,549
人である2。

本稿は，アメリカの法曹養成制度について，
日弁連嘱託を務める池田雅子（法曹養成対策

⑶

授業料

室），河津博史（司法改革調査室），白木麗弥

ロースクールの授業料は高額である。

（広報室），藤原靖夫（研修業務支援室）が，

2009年度の ABA 認定校の年間授業料の平

2011年３月から６月にかけて，協同で調査し

均は，私立で３万5,743ドル，公立で州内

た結果をまとめたものである。本稿では，ア

在住者は１万8,472ドル，州外在住者は３

メリカの法曹養成制度の概要について俯瞰的

万0,413ドルであり，いずれも毎年増加し

な視点で捉えた後に，詳説として，ロースク

ている3。

ール及びその学生・修了生への経済支援の実

このように高額な授業料やロースクール

１ 「Ⅱ 法曹養成制度の概要」を池田と藤原，「Ⅲ 詳説① ロースクール及び学生・修了生への経済支援」
を白木と池田，
「Ⅳ 詳説② 臨床法学教育」を河津，
「Ⅴ おわりに」を池田が担当した。
２ http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal̲education̲and̲admissions̲to̲the̲
bar/stats̲1.authcheckdam.pdf
３ http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/legaled/statistics/charts/stats̲5.
authcheckdam.pdf
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⑷

在学中の生活費の支払いを援助する制度と

学教育を強化する」ものとして，マサ

して，アメリカではロースクールの学生に

チ ュ ー セ ッ ツ 工 科 大 学，Fletcher

対して各種の経済支援制度が設けられてい

School of Law and Diplomacy，ハーバ

る（後述Ⅲ）。

ード大学の学部・他の大学院の提供す
る科目の履修。

カリキュラム
ロースクールの授業では，ソクラティッ

司法試験

ク・メソッドが多く利用されており，臨床
法学教育が実践されている。司法試験合格

⑴

法曹資格は州ごとに定められている。司

後の実務修習はなく，学生は臨床法学教育

法試験管理委員会（Board of Bar Exami-

を通し実務を経験する（その先進的な取り

ners/Board of Law Examiners）が州ごと

組みについて後述Ⅳ）。

に設置されており，各州が司法試験を実施

カリキュラムの例：ハーバード大学ロー
4

し，各州の最高裁判所が州の司法試験の合

スクール（2006年改革案承認）

格者に弁護士免許を与えている5。同委員

１年次：

会は多くの州において州最高裁判所の監督

〈必修〉基本科目５科目（契約法，財産
法，不法行為法，民事訴訟法，刑事法），

の下にあり，その州に在住の弁護士が委員
を務めている6。

「立法と規則」，比較法又は国際法に関

司法試験は資格試験であり，法曹として

する５科目の中から１科目選択，「案件

必 要 な 資 質・ 能 力 を 備 え， 高 い 道 徳 心

解決ワークショップ」

（good moral character）を持つ者であれ

〈選択〉リーガル・ライティング・アン

ば全員合格とするとされ，合格者数は制限
されていない7。

ド・リサーチ
２，３年次：

⑵

受験資格

〈必修〉法曹倫理，リサーチペーパー，

司法試験の受験資格として，ロースクー

プロ・ボノ活動（40時間以上）（いずれ

ル修了を要件とするのが原則であるが，カ

も様々な選択肢がある）

リフォルニア，メイン，ニューヨーク，バ

〈選択〉その他の法律科目（憲法，会社

ーモント，バージニア，ワシントン，ワイ

法，租税法，証券取引法，独禁法，国

オミングの７州が例外を設けている8。但

際法等）。ほか，演習科目や臨床科目等。

し，例外的なルートを使って受験資格を得

推奨されるものとして，臨床科目，「法

る者はごく限られている。

制史，法と経済学，法理学」のように

（例１）カリフォルニア州9

「法システムについての特別のパースペ
クティブを提供する科目」，「自らの法

ア

カリフォルニア州司法試験の受験資格
は下記①〜③の全てを満たした者に付与

４

ダニエル・H・フット「アメリカのロースクール教育の最近の動向：ハーバード・ロースクールのカリキ
ュラム改革を中心に」
（日本法社会学会関東研究支部，2010年６月19日レジュメ）
，柳田幸男＝ダニエル・
H・フット「ハーバード卓越の秘密―ハーバード LS の叡智に学ぶ」
（有斐閣，2010年）77〜95頁，http://
www.law.harvard.edu/academics/degrees/jd/pos/
５ 前掲柳田＝フット145頁。
６ 前掲柳田＝フット145頁。
７ 前掲柳田＝フット152頁。
８ “Comprehensive Guide to Bar Admission Requirements 2010”（National Conference of Bar Examiners
and American Bar Association Section of Legal Education and Admissions to the Bar）10頁〜13頁。
９ http://admissions.calbar.ca.gov/Requirements.aspx
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人数は，年10名前後でしかない11）
。

される。
①

認可された大学で２年間以上就学

ⅰ

次のａ〜ｃを全て満たす。

するか，それと同等の試験 “College

ａ

大学で２年間就学する。

Level Examination Program"
（CLEP）

ｂ

カリフォルニア州法曹協会又は
ABA に認可されたロースクール

に合格する。
②

にて１年目の授業を履修する。

下記ⅰ〜ⅴのいずれかを満たす。
ⅰ

ｃ

カリフォルニア法曹協会又は

学する。

ABA に認可されたロースクールに
ⅱ

て JD（Juris Doctor）を取得する。

ルニア州法曹協会が認める法律の学

登録されている一定の機関にて４年

位を取得して，カリフォルニア州法

間学習する。

曹協会又は ABA に認可されたロー

ⅲ

スクールにて１年間就学する。

カリフォルニア州司法試験協会に
登録されているが認可されてない遠

（例２）ニューヨーク州12

方の通信制ロースクールで４年間

ニューヨーク州の司法試験受験資格は，

（１年につき最低864時間）学習する。
ⅳ

以下のいずれかを満たす者に付与される。
①

法 律 事 務 所 又 は “Judgeʼs Chamムを４年間学習する。

ｖ

②

上記の組み合わせ

ABA に認可されたロースクールで１

年以上就学し，ニューヨーク州の法律事
務所にて法律の勉強をする。

素性と道徳性に関する試験に合格す

③

る。

ABA に認可されていないロースクー

カリフォルニア州で弁護士登録するた

ルで JD を取得し，ニューヨーク州の司

めには，以下の試験を通過しなければな

法試験の受験を申請する直前の７年間の

らない。

うち５年間を弁護士として活動する。

イ

①

“First-Year Law Studentsʼ Examina-

④

tion”
②

の学習プログラムを修了する。

“Multistate Professional Responsi-

③

米国で認可されたロースクールと期間

的・実質的に同等の海外のロースクール
⑶

bility Examination”

試験科目
全州で短答式及び論文式試験が行われて

“California Bar Examination”
なお，①については下記ⅰ又はⅱのい
10
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ABA に認可された米国内のロースク

ールにて JD を取得する。

bers”（判事執務室）でのプログラ

10
11
12
13

外国のロースクールにてカリフォ

カリフォルニア州司法試験協会に

ⅱ

③

上記ロースクールの２年生に進

おり，２州を除く48州で年２回（７月と２

ずれかを満たせば免除されるため ，受

月）実施されている13。法曹倫理試験に限

験者数は多くない（例えば，2008年から

っては在学中も受験が可能である（３月，

2010年 の 間，法 律 事 務 所 又 は “Judgeʼs

８月，11月実施）
。

Cham-bers”（判事執務室）でのプログ

司法試験委員全国協議会（National Con-

ラムを４年間学習した者として受験した

ference of Bar Examiners）が，複数の州

http://rules.calbar.ca.gov/LinkClick.aspx?ﬁleticket＝-2KV5j0w6Cw%3d&tabid＝1227
http://admissions.calbar.ca.gov/Examinations/Statistics.aspx
http://www.nybarexam.org/TheBar/TheBar.htm
前掲柳田＝フット145頁。

終的にはロースクール修了生の95％くらい

で 共 通 に 行 わ れ る 択 一 式 試 験「MBE」

が合格すると推定されている19。

（Mul-ti-state Bar Exam，48州）
，法曹倫理
試験「MPRE」（Multistate Professional

なお，ニューヨーク州の合格率は2009年

Responsibility Exam，47州）
，リーガルス

度で77.1％，2010年度で76.4％（合格者数

キ ル（ パ フ ォ ー マ ン ス ） 試 験「MPT」

はどちらも１万1,000人強）であり 20，カ

（Multistate Performance Test，31州）の

リフォルニア州の合格率は2009年７月で

他，18州で使われる論文式試験 Multistate

56.4 ％（4,890人 ），2010年 ７ 月 で54.8 ％

14

Essay Exam の作成と採点を行っている 。

（4,690人）である21。

また，州ごとに設置されている司法試験
管理委員会（Board of Bar Examiners/

Ⅲ

詳説① ロースクール及び学生・
修了生への経済支援

Board of Law Examiners）では，多くの州
で論文式問題や州独自の短答式問題の作成
と採点を行っている15。

ロースクールへの経済支援

司法試験の例：ニューヨーク州（７月と
２月に実施）
１日目

２日目

⑷

ロースクールに入る助成金など金額，割
合について

ニューヨーク州法（５問の論文

2008年会計年度の公立大学（つまりロー

と50問の択一）

スクールだけでなく，大学全体をさす。）

MPT（実務中心の論文）１問

全体の収入の内訳を見ると22，全体のうち，

MBE（200問・６時間の択一）

連邦政府援助が約325億ドル，州政府援助

＋MPRE（法曹倫理・択一）

が約581億ドル，地方自治体援助が約96億

合格が弁護士登録の要件

ドルとなっており（図１），連邦政府だけ

合格者数・合格率

でも全体の11.4％，州政府が27％とかなり

2010年度は，アメリカ全体で７万9,953

の割合を援助によって運営していることが

人が受験し，合格者は５万4,448人，合格

わかる。また，カリフォルニア大学バーク

16

率は約68％である 。うち初回受験者は６

レー校の2009年会計年度の収入の内訳を見

万661人中４万7,665人が合格しており，合

ると23，連邦からの援助が約15％，州政府

格率は約79％と高い一方，２回以上の受験

からの援助が約15％となっている。この数

者は１万9,292人中合格者6,783人で，合格

字については，連邦や州からのグラント

17

率は約35％にとどまる 。合格率の平均は，

（後述する。）について加算されていないこ

この10年間でほとんど変化がなく安定して

とから，直近にいたってもさらに大きな割

いる（参考までに2001年度の合格率は全体

合が政府や州からの援助によって運営され

18

。最
で66％，初回受験者で77％である ）

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

⑴

ていると言ってよい。

前掲柳田＝フット145頁〜152頁。
前掲柳田＝フット145頁。
http://www.ncbex.org/assets/media̲ﬁles/Statistics/2010Stats110111.pdf
前掲15。
前掲15。
前掲柳田＝フット153頁。
http://www.nybarexam.org/ExamStats/Estats.htm
http://admissions.calbar.ca.gov/Examinations/Statistics.aspx#statsGBX
Institute of Education Sciences, Table 362, “Digest of Education Statistics”
University of California, Barkeley, “Annual Financial Report 2009‑10”
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図１

2008会計年度の公立学校収入の内訳 図２

カリフォルニア大学バークレー校の

2009年会計年度の収支内訳

（単位：パーセント）

（単位：パーセント）

図３

2008年度の私立大学の収入内訳

一方，私立大学については，2008年度の

金を指していることが多い。このような

私立のロースクール全体の収入の内訳をみ

グラントがローンと共に米国において制

24

ると ，ほとんどが学生からの授業料，手

度の主流にある背景は，年々高騰する学

数 料 に 頼 っ て は い る も の の， 連 邦 政 府

費である。平均の学費の推移表（図４）

（894万1,000ドル）
，州政府（216万7,000ド

を見ると，公立では20年前の約6.7倍，

ル ） 及 び 地 方 自 治 体 か ら の 援 助（29万

私立でも約3.6倍にふくれあがっている。

7,000ドル）も受けて運営を行っているこ

これらの学費はたとえ貸付けの形であっ

とがわかる（図３）。

たとしても学生及びその家族にとっての

⑵

連邦政府からロースクールへの経済的援

貧困層が法曹資格を獲得する道を閉ざし

助
ア

24

46

かなりの大きな負担となり，結果的には

連邦政府からのグラント

かねない。そのため，実際の学生の負担

グラント（Grant）とは奨学金と一般

を軽減するために，その家族の収入など

的には言われるが，日本で主流である貸

の状況に応じて様々な援助制度を設け，

付けによるものではなく，給付型の奨学

これらが間接的にはロースクール側の収

Institute of Education Sciences, Table 367, “Digest of Education Statistics”

図４

公立と私立のロースクールの学費推移

$
$
$
$
$
$
$
$

年

入源となっている。

ロジェクトについて，政府からの助成金

このような連邦政府からの経済支援プ

を得た26。また，かつてリーガルクリニ

ログラムを受けるため，ABA は1952年

ックがそれほど備わっていなかった頃，

に教育省から認定機関として認められて

ロースクールがリーガルクリニックの設

おり，認定プロセスについて教育省等か

立について連邦から助成金を得ていたこ

25

ら定期的なレビューをうけている 。具

ともあったようである27。このような形

体的には，2002年に “Higher Education

式の援助は継続的ではなく，その目的が

Relief Opportuni-ties for Students Act

達せられれば終了する。

of 2001”，2006 年 の “Higher Education

⑶

州からの経済的援助

Reconciliation Act of 2005”, “College

アメリカではその歴史的背景により，

Cost Reduction and Access Act of

他国と異なり，大学との関係が強いのは

2007”, “Higher Education Opportunity

連邦政府よりも州政府の方である28。そ

Act”, “American Recovery and

のため，援助の金銭的割合においても連

Reinvestment Act of 2008” などの立法

邦政府よりも州政府からの交付の方が総

措置が取られ，現時点のオバマ政権下で

じて高い金額となっている。
公立大学の授業料は大学の理事会が決

持するために Pell Grant（連邦政府の給

定し，州知事や州議会の承認を得るケー

付型奨学金）の増大などの措置が図られ

スと，州と大学の間にある調整理事会が

ている。

決定するケースとがあり，いずれも州が

イ

も，貧困層の高等教育へのアクセスを維

研究委託費やプロジェクトごとの援助

関与してこれを定めている。また，州に

上記のような趣旨の奨学金とは別に，

おいても奨学金などの学生を通じて行わ

連邦政府からロースクールに対して，プ

れる援助が高い。

ロジェクトごとの助成金が拠出されるこ

一般的にロースクールは一般的には他

ともある。例えば，スタンフォード大学

学部に比べると連邦政府や州政府などか

では，アフガニスタンにおける法教育プ

らの資金が潤沢にあることが多いと言わ

25
26
27

GAO, “Issues Related to Law School Accreditation” 2007 March P. 11
Standford Law School News Center, Sep 28, 2010
甲斐素直：
「米国における法曹実務教育―わが国法科大学院の進むべき道を探る―」
，日本大学大学院27法
務研究科研究紀要第３号。
28 丸山文裕：「アメリカにおける高等教育制度と大学の設置形態」，国立大学財務・経営センター研究報告第
13号。
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れるようであるが（おそらくその理由は

こうした減少は実際には学生の学費の負

法曹となるためのアクセス確保という視

担増につながっている31。

点からの多額のグラントが入ることによ

カリフォルニア大学バークレー校の場

るのではないか。
）
，ABA の基準が他部

合，2008年に４億5,100万ドルであった

局への資金流出を牽制する効果もあるの

補助金が2010年には３億1,800万ドルあ

29

ではという指摘がある 。なお，米国内

まりにまで減少している。そのため，同

の報道の中には ABA の基準により学費

校では早期退職制度や人員整理を行うと

が高騰しているとの意見もあるようであ

ともに，学費の増額を行い，アメリカ再

るが，一方，ABA の基準そのものが学

投資法に基づく連邦からの補助金と合わ

費高騰の大きな要因ではないという意見

せて授業内容の維持に努めている32。

もある30。

学生・修了生への経済支援

しかし，そのように比較的州からの経
済的援助を受けられる状態にあっても，

⑴

ABA 認定校に在籍するロースクール生

州からのロースクールへの援助が州の財

の2008年度の借入の平均は，私立で10万

政状況に大きく影響することは否定出来

0,003ドル，州立で６万6,045ドルにのぼっ

ない。

ており，同金額は授業料の高騰に伴い毎年

ミネソタ州立のロースクールは２年間

増加している（図５）33。前記のとおり高

に州からの補助金を50％減額されている。

額なロースクールの授業料や，在学中の生

また，ネバダ州のロースクールでも前年

活費の支払いを援助する制度として，アメ

比33％減を迫られており，州からの補助

リカでは連邦政府，州政府，各ロースクー

金の現象は全体的な流れとなっている。

ル，民間会社等が，個々の学生に対する各

図５

ロースクール生の平均借入金額の推移

年

29 司法制度改革審議会，海外実情調査結果。
30 United States Government accountability Oﬃce,“Higher Education, Issues Related to Law School Cost
and Access”
31 United States Government accountability Oﬃce,“Higher Education, Issues Related to Law School Cost
and Access”
32 University of California, Barkeley, “Annual Financial Report 2009‑10”
33 http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/legaled/statistics/charts/stats̲20.
authcheckdam.pdf
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種様々な経済支援制度を用意している。そ

は，学生がロースクールに在学している

の結果，ABA 認定校において授受された

間の利息の支払いを，政府が学生に代わ

返還不要の奨学金の総額は，2008年度では

って負担する。経済的必要性を基準に審

34

８億1,570万1,392ドルにのぼっている 。

査が行われ，学生は年間最高8,500ドル

一般に，ロースクール生は，第一次的に

まで貸与を受けることが可能であるが，

返還不要ないし返還免除型の奨学金を活用

生涯限度額が６万5,500ドルと定められ

する。その上で，政府及び州，並びにロー

ている。返済が開始するのはロースクー

スクールが運用する償還付奨学金やローン

ルを修了して６箇月後であり，返還期間

制度を利用し，それでも賄いきれない場合

は10年から25年である。

に民間のローン制度を活用する方式で各種

政府による補助のつかない奨学金にお

の奨学金制度を重畳的に活用し，その高額

いては，学生はロースクール在学中も利

な学費や在学中の生活費を工面している。

息を支払い続ける必要がある。経済的必

近年に至っては，卒業後において，ロー

要性を超える貸付であり，学生は年間２

ンの返還免除ないし援助を受けられる制度

万5,000ドルまで貸与を受けることが可

も徐々に整備されつつある。

能であるが，その生涯限度額は，政府に

⑵

よる補助のつく奨学金と合わせて13万

連邦レベルの奨学金
ア

連邦直接学生ローンプログラム

35

8,500ドル未満でなければならない。返

アメリカでもっとも広く利用されてい

済が開始するのはロースクールを修了し

る奨学金制度は，
「連邦直接学生ローンプ

て６箇月後であり，返還期間は10年から

ログラム（Federal Direct Student Loan

25年である。

Program, FDSLP）」
（以下「FDSLP」と

イ

連邦直接プラスローン38

いう。）である。これは，連邦政府教育

アに述べた連邦直接学生ローンプログ

省により高等教育を受ける学生（もしく

ラムを利用しても，なお資金が足りない

はその親）に対し直接支給される貸与型

場合に活用されるのが「連邦直接プラス

の金利年6.8％（固定）の奨学金であり，

ローン（Federal Direct Graduate PLUS

学 生 は「 連 邦 学 生 支 援 申 請 書（Free

Loan, Grad PLUS）
」
（以下「Grad PLUS」

Application for Federal Student Aid,

という。
）である。これは，連邦政府教

FAFSA）」（以下「FAFSA」という。
）36

育省により大学院及びプロフェッショナ

を連邦政府に提出して同奨学金を申請す

ルスクールに在籍する学生に対して直接

37

支給される貸与型の奨学金であり，学生

FDSLP には，政府による補助のつく

は FAFSA を連邦政府に提出して同奨

る 。
ものとつかないものとの２種類がある。
政府による補助のつく奨学金において

学金を申請する。
Grad PLUS の金利は，固定で年7.9％

34 http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/legaled/statistics/charts/stats̲4.
authcheckdam.pdf
35 http:www.direct.ed.gov/
36 http://www.fafsa.com/
37 FAFSA は連邦政府から州政府や学生の在籍するロースクールにも配布され，奨学金の審査の決定に使わ
れている。全米で高等教育に費やされる奨学金は総計1,700億ドルを超えるが，そのうち90％を超える奨学
金の審査において FAFSA が使われている。
38 http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/english/PlusLoansGradProfstudents.jsp
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⑶

と FDSLP よりも高く，貸付に上限はな

付型の奨学金のなかには，優秀な学生を自

い。政府による補助のつかない奨学金で

校に入学させるインセンティブとして，他

あることから，学生は在学中も利息を支

のロースクール（いわゆるライバル校であ

払い続けなければならない。返済が開始

り，ハーバードやイェール等12校が指定さ

するのはロースクールを修了して６箇月

れている）から既に給付型の奨学金のオフ

後であり，返還期間は10年から25年であ

ァーを受けた者のみ申請可能な

る。

Law Matching Scholarship” もある。とり

州レベルの奨学金

わけ人種やジェンダーに配慮するものもあ

州政府による奨学金は，その州に従前よ

る。
このように，奨学金の審査にあたっては，

り在住する学生を対象とするものである。
互恵協約を結んでいる隣接州から進学した

経済的必要性もしくは成績のみを基準とし

学生を奨学金授与の対象として考慮する州

ているものもあるが，多くは経済的必要性

もあるが，ごく限られており，州レベルの

や成績をはじめとする功績等を複合的に考

奨学金を最大限に活用するのであれば，自

慮の対象に汲んでおり，多様性に富んでい

らが在住する州の州立大学に進学すること

る。

39

が強く奨励されているところである 。

⑷

⑸

民間による貸付け

各州において，経済的必要性や成績をは

上記⑵ないし⑷に述べた公的な奨学金制

じめとする功績等を貸与ないし給付の基準

度やロースクールにおける奨学金制度を利

とする貸与型，給付型等の様々な奨学金制

用し尽くしてもなお資金が不足するという

度が用意されており，州ごとに千差万別で

場合において，学生は民間会社から貸付を

ある。

受けることになるというパターンが多い。

ロースクールにおける奨学金

金利は公的な奨学金に比べると概して高め

各ロースクールが，独自の審査基準に基

であり，多くのロースクールは，でき得る

づいて，給付型，貸与型，返還免除型等の

限り上記⑵ないし⑷の制度を複合的に利用

多種多様な奨学金制度を用意している。

することを勧めている41。貸付会社を指定

例えば，カリフォルニア大学バークレー

するロースクールもあり，例えばカリフォ

40

校ロースクール では，経済的必要性を基

ルニア大学バークレー校ロースクールでは，

準とする給付型の奨学金制度 “Boalt Hall

指定の民間貸付会社に１番から５番までラ

Grants” を設けており，年間支給額は１年

ンクをつけ，学生が民間会社から借り入れ

生に対して４万6,500ドル，２年生・３年

る場合には，それら指定の会社の中から借

生に対しては４万4,500ドルである。同奨

入することを強く推奨している42。同校は，

学金の審査にあたっては，FAFSA の他さ

民間会社からのローンを，以下⑹イに記す

らにそれを補完する内容の申請書も提出さ

返済援助の対象から除外している43。

せ，学生の夏休みの間の収入を厳格に考慮
に入れているのが特徴的である。また，給
39
40
41
42
43
44
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Berkeley

⑹
ア

ローンの返済免除・援助プログラム
連邦公務員ローン免除プログラム44

http://www.fafsa.com/student-ﬁnancial-aid/state-based-aid-programs
http://www.law.berkeley.edu/192.htm
http://www.law.berkeley.edu/193.htm
http://www.studentlendinganalytics.com/images/GRADUATES̲2010̲05.pdf
http://www.law.berkeley.edu/193.htm
http://studentaid.ed.gov/students/attachments/siteresources/LoanForgivenessv4.pdf

“College Cost Reduction and Access

Ⅳ

詳説②

臨床法学教育

Act of 2007” により，
「連邦公務員ロー
ン免除プログラム」
（“Federal Public

アメリカ合衆国における臨床法学教
育の普及

が創設された。これは，公務員（正規職

アメリカ合衆国のロースクールでも，かつ

員）として10年間従事し，かつ連邦から

ては，講義形式の授業が主流を占めていたが，

借り入れたローン（上記⑵）の返済を

1870年，ハーバード大学ロースクールにおい

120カ月（2007年10月１日以降よりカウ

て，いわゆるソクラティック・メソッドが導

ントする）行った者に対して，連邦政府

入された。ソクラティック・メソッドは，当

が同ローンの残債を免除する制度である。

初，非難と軽視の対象であったが，やがて他

イ

Service Loan Forgiveness Program”）

ロースクールの返済援助プログラム

の教育方法と比べ優れていることが認識され，

上記連邦レベルでのローンの免除プロ

アメリカ全体で支配的な教育方法となるに至

グラムの開始ともあいまって，修了生に
対しローンの返済を援助するプログラム

った47。
他方，19世紀末ないし20世紀初頭には，ロ

（Loan Repayment Assistance Program）

ースクールにおける実地訓練の必要性が認識

を開設するロースクールが増え始めてい

されるようになっていた。1890年代に始まっ

る。

たクリニック（臨床）教育は，「法律診 療

例えば，カリフォルニア大学バークレ

所」又は「法律扶助事務所」と呼ばれ，学生

ー校ロースクールでは，2010年１月，公

が貧困者を代理する形態で行われた。この時

益の職に従事し，かつ年収が10万ドル未

点では，初期に創設されたロースクール80校

満である修了生を対象に，ロースクール

のうち10校が何らかの形のクリニック経験を

が学生のローンを最高10万ドルまで代わ

有していた。その後，臨床法学教育は，各州

45

って支払う制度をスタートさせた 。ま
た，ニューヨーク大学ロースクールでも，

が学生に依頼者の代理を認める学生実務規則
（student practice rules）を制定したことに

政府の公務員より少ない給与しか得るこ

よって，拡大していった。1909年，コロラド

とのできない公益の職に従事する修了生

州が，学生が教員の監督の下に法廷で依頼者

を対象に同様の制度を設けており，ロー

を代理することを認める最初の学生実務規則

スクールがローンの返済をどの程度援助

を制定した。1950年代後期までには，約130

するかは職業の給与及び年数により異な

校のロースクールのうち約35校で何らかの形

46

っている 。

態の臨床プログラムが提供されるようになっ
た。1969年にアメリカ法曹協会（ABA）が
模範学生実務規則を採択し，それまで学生実
務規則を有していなかった州も，速やかに学
生実務規則を制定した。1990年代には，ほと
んど全てのロースクールが学内の臨床プログ
ラムを持つようになり，学内クリニックを持
たないロースクールも，エクスターンシップ

45
46
47

http://www.law.berkeley.edu/194.htm
http://www.law.nyu.edu/ﬁnancialaid/lrap/index.htm
前掲柳田 = フット110‑16頁。
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を持つようになった48。

Regulation Clinic）
・死刑（Capital Punishment）

イェール大学ロースクールにおける
臨床法学教育

・刑事弁護（Criminal Defense Project）
・環境保護（The Environmental Protec-

イェール大学ロースクールは，１年生の春

tion Clinic）

学期からクリニックを受講し，指導教員の監

・倫理局（The Ethics Bureau）

督の下，依頼者を代理して法廷に立つことを

・性的少数者（The LGBT Project）

49

認めている 。約80％の学生がクリニックを
受講し，多くの学生が２つ以上のクリニック
を受講する。現在，同校は，次のような臨床
50

教育プログラムを提供している 。

・地域開発（Ludwig Community Development Program and Clinic）
・報道の自由と情報アクセス（The Media
Freedom and Information Access Practicum）

・家族・子どもと若者（The Sol and Lillian Goldman Family, Advocacy for
Children and Youth Clinic）
・教育（Education Adequacy）
・入国管理（Immigration Legal Services）
・不動産賃借（Landlord-Tenant）

・非営利団体（The Nonprofit Organizations Clinic）
・検察エクスターン（The Prosecution Externship）
・サンフランシスコ市訴訟（The San Francisco Aﬃrmative Litigation Project）
・最高裁判所（The Supreme Court Clinic）

・法曹倫理（Lawyering Ethics）
・法的支援（Legal Assistance）
・移民コミュニティ（Legal Services for
Immigrant Communities）

る臨床法学教育
ハーバード大学ロースクールは，長い間理

・立法（Legislative Advocacy）

論的な法学教育に重点を置き続け，臨床法学

・担保執行（Mortgage Foreclosure）

教育を導入しようとしなかった。1971年に臨

・国際開発（The Transnational Develop-

床プログラムを導入し，その後実務出身の多

ment Clinic）
・退役軍人（The Veterans Legal Services
Clinic）

くの客員教授が招聘されるようになったが，
1970年代及び1980年代初頭においても，他の
教授の間では，臨床教育の拡大について懐疑

・労働者と移民の権利（The Worker and

的ないし軽視的な見方が多かった。そのよう

Immigrant Rights Advocacy Clinic）

な態度を乗り越えて，同校における臨床的法

・国際人権（The Allard K. Lowenstein

学教育は急速に拡大し，アメリカにおいて最

International Human Rights Clinic）
・資本市場と金融商品規制（The Capital
Markets and Financial Instruments
48

ハーバード大学ロースクールにおけ

も広範な臨床プログラムを有するに至ってい
る51。
同校は，近年，ロースクールにおける実務

ピーター・A・ジョイ（四宮啓訳）
「刑事クリニックの創設―アメリカの経験と日本の課題」宮川成雄編
著『法曹養成と臨床法学教育』
（2007年）35‑48頁。
49 1970年代の開設当時，クリニックは３年次配当科目であったが，その後，１年次より履修が可能とされた。
近江幸治「北米ロースクールの現状―イェール大学ロー・スクール」宮川成雄編著『法科大学院と臨床法学
教育』（2003年）98‑105頁。
50 http://www.law.yale.edu/academics/clinicalopportunities.htm

52

経験は，法実務の基本的なスキルの訓練とな
るばかりでなく，高い水準の倫理感覚を吸収
させ，自己主導，思考的学習，自己発達の習
慣をつけ，法原理及び法制度に関する理解を
増進し，公益活動の価値を理解させるなどの
52

意義があると説明し ，臨床法学教育は「学
生に最善の教育的機会を提供するために，同

‑Semester in Washington）
・政府―州司法長官（Government Lawyer‑
State Attorney General）
・政府―連邦検事（Government Lawyer‑
U. S. Attorney）
・移民・難民（Harvard Immigration and
Refugee Clinic）

校の教育において最も重要で価値がある」と

・法律扶助（Harvard Legal Aid Bureau）

表明している。現在，同校は，30弱の学内ク

・交 渉・ 仲 裁（Harvard Negotiation and

リニックと100を超えるエクスターンシップ
を有しており，臨床教育を履修する学生への
財政支援も行っている。クリニックにおいて，
学生は，70人弱の実務経験豊かな教員の監督
の下，依頼者を代理する責任を負う。同校は，
最低40時間のプロボノ活動を卒業の条件とし
ているが，多くの学生がクリニックを通じて
53

この条件を充足している 。
現在，同校は，２年生，３年生及び LLM
の学生に対し，次のような学内クリニックを
54

提供している 。

Mediation Clinical Program）
・健 康・ 障 害・ 計 画（Health, Disability,
and Planning）
・国際人権（International Human Rights
Clinic）
・裁判手続（Judicial Process in Communi-ty Courts）
・抵当権実行後の明渡し（Post-Foreclosure
Eviction Defense Housing Clinic）
・消費者保護（Predatory Lending Prevention/Consumer Protection Clinic）
・スポーツ法（Sports Law）

・死刑（Capital Punishment Clinic）

・最高裁判所（Supreme Court Clinics）

・子ども（Child Advocacy Program）

・取引法（Transactional Law Clinics）

・刑事司法（Criminal Justice Institute）
・検察（Criminal Prosecution Clinic）
・サイバー法（Cyberlaw Clinic）

おいては，マサチューセッツ州の学生実務規

・ 教 育 法（Education Law Clinic of the

則により，一定の科目を履修した３年生のみ

Trauma Learning Policy Initiative）

が訴訟活動に参加することができる。学生が

・労働法（Employment Law Clinic）

クリニックで働く前に，５〜６週間の集中的

・環境法（Environmental Law and Policy

な準備授業期間が置かれている。その内容は，

Clinic）

公判準備，陪審審理，インタビュー，保釈の

・家族と子ども（Family and Children）

シミュレーションなどである。クリニックで

・連邦債権回収（Federal Debt Collection

働き始めた後も，セミナーを受講しなければ

Project）

51
52
53
54

刑事司法（Criminal Justice Institute）に

ならない。裁判所や公設弁護人事務所と無料

・性暴力（Gender Violence）

弁護人紹介の協定を結んでおり，学生１人が

・政府―ワシントン
（Government Lawyer

１年間で平均６〜８件の事件を担当する。担

前掲柳田＝フット33‑37頁。
前掲柳田＝フット40頁。
http://www.law.harvard.edu/academics/clinical/
http://www.law.harvard.edu/academics/clinical/clinics/index.html
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当するのは，軽罪事件，比較的軽めの重罪事
件，少年事件である。学生が担当する事件が
公判になった場合，学生が訴訟を担当し，指
55

導教員も出廷する 。

・商事法取引（Business Law Transactions）
・子どもの権利（Childrenʼs Rights）
・公民権（Civil Rights）
・地域開発と経済的正義（Community De-

ニューヨーク大学（NYU）ロースク
ールにおける臨床法学教育
NYU ロースクールにおいては，1972年以
降，臨床教育がカリキュラムに組み込まれて
56

いる 。同校は，１年生の必修科目であるロ
イ ヤ リ ン グ・ プ ロ グ ラ ム（Lawyering Program）
，上級シミュレーション（upper-level
simulation courses）
，クリニック（ﬁeldwork
clinics）
，と構造化された臨床教育プログラ
57

velopment and Economic Justice）
・比較刑事司法（Comparative Criminal
Justice）
・刑事控訴審弁護（Criminal Appellate Defender）
・刑事と地域（Criminal and Community
Defense）
・雇用と住宅差別
（Employment and Housing Discrimination）

ムを提供してきた 。学生は，まず，ロイヤ

・環境法（Environmental Law）

リング・プログラムにおいて，シミュレーシ

・平等と死刑弁護（Equal Justice and Cap-

ョンを通じ，法的問題の分析，事実の構成，

ital Defender）

依頼人との面会と相談，書面による主張や口

・家族（Family Defense）

頭弁論などの訓練を受けることになる。２年

・連邦弁護人（Federal Defender）

生と３年生を対象とするクリニックは，それ

・政府民事訴訟（Government Civil Litiga-

ぞれ，特定の法律や技術の履修を条件として

tion）

いる。クリニックにおいて，学生は，依頼者

・国際的司法（Global Justice）

から相談を受け，証人のインタビューを行い，

・移民弁護（Immigrant Defense）

相手方代理人と交渉し，申立てを行うなどす

・移民の権利（Immigrant Rights）

る一方で，セミナーにおける議論やシミュレ

・国際環境法（International Environmen-

ーション訓練にも参加する。現在，29のクリ

tal Law）

ニックが提供され，毎年300名の学生が履修

・国際人権（International Human Rights）

している。現在，同校は，次のようなクリニ

・少年弁護（Juvenile Defender）

58

ックを提供している 。

・法・組織・社会変革（Law, Organizing
and Social Change）

・行政・規制（Administrative and Regulatory State）
・公共政策（Brennan Center Public Policy
Advocacy）

・性的少数者の権利（LGBT Rights）
・仲裁（Mediation）
・上級仲裁（Mediation-Advanced）
・市民的自由（New York Civil Liberties

55 木棚照一「北米ロースクールの現状―ハーバード大学ロー・スクール」前掲『法科大学院と臨床法学教
育』105‑113頁。
56 クラウディア・アンジェロス（日野雅子訳）「アメリカにおける臨床法学教育」前掲『法科大学院と臨床
法学教育』69‑86頁。
57 青木則幸「北米ロースクールの現状―ニュー・ヨーク大学ロー・スクール」前掲『法科大学院と臨床法学
教育』87‑97頁。
58 http://www.law.nyu.edu/academics/areasoﬀocus/clinics/curriculum/index.htm
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Clinic）

学生による弁護活動に監督がいなかったこと
が原因である60。

・更生（Oﬀender Reentry）

ニューヨーク大学ロースクールの刑事弁護

・検察（Prosecution）
・人種（Racial Justice）

クリニックの学生によって処理された軽罪事

・税法（Tax Law）

件の結果を弁護士が処理した軽罪事件の結果
と比較した研究によれば，学生によって弁護

検察クリニックは，1960年代後半にプログ

された被疑者は，有罪答弁が少なく，公訴棄

ラムとして取り上げる大学が出始めたもので

却の割合は２倍であり，訴因はより少なくな

ある。ニューヨーク州では，州最高裁判所が

り，拘禁刑を言い渡されることが少ない傾向

学生実務規則を定め，ロースクール生を受け

があると報告されている61。

入れる組織ごとに，州最高裁判所に対して，

ハーバード大学ロースクールの刑事司法ク

学生に実務権限を与える許可申請を行う。

リニック（Criminal Justice Institute）にお

NYU では，連邦検事事務所のアシスタント

いても，公判になった事件について，敗訴し

連邦検事が補助教授となって，学生の指導監

たのは，10年間でわずか１件程度であるとい

督を行う。裁判所から学生実務の許可を取得

う62。

しているニューヨーク東部地区においては，

このほか，ジョージタウン大学ローセンタ

学生は，裁判所に出頭し，指導教授の監督の

ーのクリニック（Center for Applied Legal

下に，法廷においてアレインメント，勾留，

Studies）においても，難民認定事件の一般

保釈に関する弁論などを行っている。これに

的な認定率は15％程度であるところ，クリニ

対し，学生実務の許可を取得していないニュ

ック受任事件での認定率は80〜85％であると

ーヨーク南部地区においては，学生は，勾留，

されている63。

証拠排除，証人尋問，量刑など審問期日にお
ける口頭弁論の準備，連邦捜査官のインタビ

Ⅴ

おわりに

ューの準備，申立書等の書面の起案，答弁取
引の準備などを行っている。学生が関与する
59

事件は，重罪事件が中心である 。

アメリカにおけるロースクール及びその学
生・修了生への経済支援の実態，並びに臨床
法学教育の先進的な取り組みについては，以

学生が関与した事件の成果
クリニックの学生が関与した事件で役立た
ない弁護の事例はほとんど報告されておらず，

上のとおりであるが，実際には課題も山積み
のようである。
例えば，2011年１月８日付けニューヨーク

法的サービスが不適切であったとされる稀な

タ イ ム ズ 紙 は ，“Is Law School a Losing

ケースの理由は，依頼者が学生の弁護に同意

Game?”64と題する記事の中で，景気の低迷か

した証拠が十分でなかったことや，法廷での

らロースクールを卒業しても希望の就職がで

59 四宮啓「ニューヨークにおける検察クリニック―法科大学院時代における刑事実務教育のあり方を探る
―」『鈴木茂嗣先生古稀祝賀論文集［下巻］
』（2007年）781‑804頁。
60 前掲ジョイ41頁。
61 前掲ジョイ41頁。
62 前掲木棚110頁。
63 宮川成雄「北米ロースクールの現状―ジョージタウン大学ロー・センター」前掲『法科大学院と臨床法学
教育』125頁。
64 http://www.nytimes.com/2011/01/09/business/09law.html?pagewanted=all
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きず，奨学金（ローン）の返済に苦渋する

臨床法学教育の在り方について，模索が続け

JD 保有者が増加していることに言及してい

られていること，その一層の充実が求められ

る。景気低迷により財政支援の減少したロー

ていることは，アメリカも日本も共通である。

スクールが授業料を値上げし，結果として学

今後の動向を注意深く見守りたい。

生はより多くの奨学金を借り入れ（それが可

以上

能なのである）卒業時には膨大なローンを抱
えることになるが，就職状況が大変厳しいた
めにローンの返済が滞るという悪循環が，ア
メリカでは社会問題として起きている。ロー
スクールの授業料の減額65，給付型奨学金の
充実，修了生に対するローンの返済免除・援
助プログラムの一層の整備と拡充が望まれて
いることは，日米共通の課題である。
また，アメリカのロースクールの教育現場
では，理論科目の重要性が強調され，臨床科
目が軽んじられる底流が，今なお払拭されて
いないのが現実である。2011年６月にシアト
ルで開催されたアメリカ法科大学院協会主催
の臨床法学大会66 では，ロースクールにおけ
る「カリキュラムの改革」が主題として掲げ
られており，臨床科目のより一層の充実と臨
床法学教育の地位の確立（併せて実務家教員
の地位の向上）が唱えられていた。2011年11
月20日 付 け ニ ュ ー ヨ ー ク タ イ ム ズ 紙 は，
“What They Donʼt Teach Law Students :
Lawyering” 67 と題する記事の中で，ロース
クール全体における臨床教育の絶対的不足に
ついて言及しており，近年に至って臨床科目
の増加の傾向は見られるものの，学生数の増
加とあいまって多くの学生は臨床教育の恩恵
を受けることができないままに卒業している
ことが指摘されている。
ロースクールをめぐる経済負担の問題や，
65 連邦政府教育省は，2011年６月30日，全国の大学の授業料の実態をウェブサイトを通じて公開し，私立・
公立大学の中で授業料が最も高い大学に対してはその理由と今後の授業料策定計画を要求するなどの方針を
決定した。政府は，大学の授業料の値上げについての決定をこれまで全面的に大学に任せてきたが，授業料
の高騰に対してここで圧力を掛け始めたものと解されている。
66 “Conference on the Future of the Law School Curriculum” and “Conference on Clinical Legal Education
Learning for Transfer:（Re）conceptualizing What We Do in Clinics and Across the Curriculum” http://
www.aals.org/clinical2011/Clinical&CurriculumWorkbooklet.pdf
67 http://www.nytimes.com/2011/11/20/business/after-law-school-associates-learn-to-be-lawyers.
html?̲r=1&emc=eta1
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